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平和を考える

犬山市子ども大学農業学部による桃の収穫体験



●平和関連行事
◆戦争と平和パネル展
　平和推進事業の一環として「戦
争と平和」パネル展を開催します。
また「核兵器廃絶国際署名」も同
時に行いますので、皆さんの協力
をお願いします。
［名古屋経済大学図書館］
期間　 7月21日㊏〜 8月 3日㊎
［市立図書館］
期間　 8月 4日㊏〜31日㊎
［市役所 1階市民プラザ］
期間　 9月 4日㊋〜14日㊎
問合　企画広報課（℡44-0312）

◆戦没者追悼式
日付　11月10日㊏
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ
問合　福祉課（℡44-0320）

◆平和祈念黙とう
　戦没者の冥福を祈り、 1分間の
黙とうを捧げましょう。
［広島への原爆投下時刻］
日時　 8月 6日㊊ 8：15
［長崎への原爆投下時刻］
日時　 8月 9日㊍11：02
［終戦記念日］
日時　 8月15日㊌12：00
問合　企画広報課（℡44-0312）

　原爆の恐怖や黒い雨、そし
て原爆にあってしまった人の
人生がどうなるのかというこ
とが分かりました。戦争は絶
対によくないし、これから平
和な世界をつくっていけるよ
う、自分のできることをやっ
ていきたいです。

「平和都市宣言」のまち犬山

平和都市宣言

　戦争のない世界、原水爆のない
世界は全人類の悲願である。
　しかし現実は、世界の各地で武
力紛争がたえまなく続き、また、
多くの核兵器が蓄えられるなど依
然として人類の生存は脅かされて
いる。
　ここに、平和を希求する犬山市
は、核被爆国としての認識のもと
に、世界の人びとと手を携え、人
類の平和を願い、非戦・核兵器廃
絶のため全力を尽くすことを誓い
「平和都市」を宣言する。

昭和60年9月11日
犬山市

小学生の感想

犬山南小学校
6年生
九澤寛太さん
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▲昨年の様子

▲戦時中の食事を一部再現した給食

平和を 考える戦時体験・記憶を伝える 願いを受け継ぐ

　食育を通して、子どもたちに戦
争の悲惨さと平和の大切さの理解
を深めてもらうため、学校給食で
戦時中の食事を提供します。
　平和講話会の行われた小学校で
は講話会当日の給食に提供されま
した。その他の小中学校では10月
に予定しています。

　すいとん汁とふかしいも
　戦時中にはごちそうの部類に入
るすいとん汁。すいとんの小麦粉
は全粒粉を使用しました。当時の
味に近づけるために、だしを使わ
ず、塩と油揚げ、野菜のうまみで
味をつけました。

学校給食で戦時中の
食事を体験

平和講話会〜語り継ぐ平和の尊さ 戦時中・戦後の食について知る

　原爆投下の日、河原で遊んでいた水野さんは爆風で川の中に吹き飛ば
されました。幸い堤防の陰で熱光線を浴びなかったためやけどもなく、
家族もけがはしましたが無事でした。しかし家は全焼し、黒い雨にさら
されながら知り合いの家に避難しました。この時浴びた放射線の影響が
70年経ってから現れ、医師から余命宣告されました。
　「残された時間で被爆体験を話していくのが私の使命と感じます。」
と、若い人が核兵器のない平和な時代を生きることを願う水野さん。講
話会の最後には、
　「皆さんが原爆について質問をしてくれたことがうれしかったです。今
日の話をお父さんやお母さんにも聞かせてあげてほしい。ぜひ平和へ関
心を持ってください。」と、語りました。

　わずかの雑穀に野菜や山野草を
多くの水で煮るおかゆを食べてい
ました。
　「母は具を子どもに食べさせ、
残りものを少々食べるだけで、気
を失なって倒れました。」
　塩や砂糖は配給制で、味付けは
粗塩のみ。梅干しは貴重で、サツ
マイモのつるや根菜を塩辛く煮た
ものが大切な保存食でした。

　いつも空腹だった子どもにとっ
て最高のおやつは桑の実。
　「学校が終わると競って採り、
弟に持ち帰りました。」
　春は山菜や芽が出たばかりのナ
ズナやイタドリ、秋はススキの新
芽を採集し、「持って行っていい
よ」と言われたイモや稲穂を余

よ

所
そ

の畑で集め、誇らしく家に帰った
ことも。イナゴ、ツボなども捕り
ました。

　母がお乳が出なくなると、乳飲
み子には飼っていたヤギの乳を与
えました。くせがある味とにおい
でした。栄養がありましたが、幼
い子には強すぎるため、最初はお
湯で薄め、徐々に濃いものを飲ま
せ、離乳食も与えました。
　ヤギの乳は当時多くの子どもの
命を助けました。

　庭に雌
めん

鶏
どり

やウサギを飼い、卵や
肉をお盆や正月に食べました。
「毎日世話した動物を肉にするの
は悲しかった。」
　肉は一度に食べてしまわず、天
日に干して保存し、たくさんの根
菜と煮て大切に食べました。
　サツマイモで作った水飴や棒パ
ンは、お盆や正月の楽しみでした。

　市では昭和60年に「平和都市宣言」を行い、平和の尊さについての啓
発と教育に努めています。平成24年度から市内小学校で平和講話会を行
い、実際に戦時を生きた方々が子どもたちに対して直接、戦争の恐ろしさ、
平和の重要さを伝えています。
　今年は犬山南小学校と今井小学校で講話会を実施。ここでは 7月 2日
に行った犬山南小学校の講話会の様子をお伝えします。

　食糧事情が悪化した時代、日々の食事はどのようなものだったのでしょ
うか。 7月 5日に行った今井小学校の講話会で講師を務めた時々輪さん
は、戦時中に生まれ、戦後も食べるものがないなど、非常に苦労した経
験を持っています。
　今回は、そんな時々輪さんに戦時中・戦後の苦しい食糧事情や当時の
様子について話を聞きました。

　終戦時は 5歳。広島市で原爆の被害に遭う。
75歳の時に血液のがんと診断され、それを
きっかけに現在は原水爆被災者の会（愛友会）
で署名活動や原爆の悲惨さを伝える活動など
に取り組む。

　 4歳の時、長野県南部で終戦を迎える。結
婚後に犬山市へ。戦争の悲惨さや恐ろしさを
後世に伝える活動や創作童話、絵本の作成、
おりづる観音建立などを通して平和活動に取
り組む。
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普段はおかゆか
すいとん

子どもも大切な
食糧を採取

多くの乳飲み子を
救ったヤギの乳

タンパク質と甘味は
ハレの日の楽しみ

　すいとん汁はおいしかった
けど、いつもよりうす味で毎
日だったらつらいです。時々
輪さんから草を食べたと聞い
て、戦争はみんなが苦しむだ
けと思ったし、私たちは豪華
な食事をしているから残さな
いようにしたいです。

小学生の感想

今井小学校
6年生
佐藤永奈さん
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催 し 募 集

▲脇明子さん著書

児童文学者
脇明子さん講演会

「読む力は生きる力」
　市立図書館では、子どもの読書
活動推進のため、今年度は児童文
学者の脇明子さんをお迎えします。
子どもが良い本と出会うために大
人がすべきこと、子どもの読書の
必要性、読書が子どもたちに与え
る影響などについて話していただ
きます。
日時　10月27日㊏
　　　14：00〜（120分程度）
場所　市立図書館 2階展示室
対象　子育て中の人、学校図書館

関係者、読み聞かせボラン
ティア団体

定員　先着80人
申込・問合　 8月 7日㊋〜 9月14

日㊎に窓口か電話で市立図
書館（℡62-6300　㊊休館

　　　㊗の場合は翌平日休館　
10：00〜18：00）へ

★脇明子さんプロフィール
評論家、翻訳家、児童文学者
1948年香川県生まれ
東京大学大学院人文科学研究科博
士課程修了　ノートルダム清心女
子大学名誉教授
〈著書〉
「読む力は生きる力」
「物語が生きる力を育てる」
「読む力が未来をひらく」
「子どもの育ちを支える絵本」
「魔法ファンタジーの世界」

自転車散歩in
いぬやま2018

〜グルメで巡る秋の犬山〜
日時　10月14日㊐ 8：00受付開始
　　　 9：00スタート
　　　（開会セレモニー後）
場所　内田防災公園
コース　�ファミリーコース（約23

㎞）、入鹿池ロングコー
ス（約40㎞）

定員　800人（定員になり次第締
め切り）

費用
ファミリーコース
　大人3,000円（中学生以上）
　子ども1,500円
　（小学生以下保護者同伴）
入鹿池ロングコース
　�4,000円
※ヘルメット、グローブ着用。
※子どもの補助輪付き自転車は不
可。子ども乗せは可。
※参加料のほか別途JTBスポー
ツステーション利用料（ 1人350
円）が必要です。
※費用には保険料、記念Tシャツ、
グルメ代を含みます。
※自転車のレンタルはありません。
※各コースのポイントで犬山ドッ
グなどのグルメが味わえます。
※大会当日にコースやポイントで
のグルメが変更になる場合があり
ます。
申込　 9月 9日㊐までにホーム

ページ（https://jtbsports.
　　　jp/）から申し込み
問合　市総合型地域スポーツクラ

ブ　犬山ポタリングクラブ
事務局（℡080-6987-1234

　　　 9：00〜17：00）

身体障害者等作品展

　身体障害者等による手芸、工芸、
絵画、写真、書道などの作品約
100点を展示します。
日時　 8月 4日㊏10：00〜20：00
　　　　　 5日㊐10：00〜15：00
場所　市民健康館
費用　無料
問合　身体障害者福祉協会（身体

障害者活動センターふれん
ど内　℡61-8008）

図書館DVD上映会
日時　 8月19日㊐14：00〜上映
　　　（上映時間　約50分）
場所　市立図書館 2階視聴覚室
内容　上映作品『銀河鉄道の夜』
　　　�イラストレーション＆ムー

ビー（朗読による）
対象　どなたでも
定員　50人（当日先着順）
費用　無料
問合　市立図書館（℡62-6300）

わんスポ
フェスティバル

〜ニュースポーツで楽しく仲間を
つくろう〜
日時　 9月 7日㊎19：00〜
　　　（受付18：30〜）
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
内容　チーム対抗でニュースポー

ツ 2種目の得点を競う
　　　①ユニホッケー
　　　②カローリング
※チームは当日発表します。

対象　市内在住、在勤、在学の小
学生以上

定員　40人
費用　 1人200円
　　　（当日・中学生以下無料）
持物　運動できる服装、体育館

シューズ、タオル
申込　 8月 6日㊊〜27日㊊に参加

申込書を直接またはファッ
クス、Eメールで文化スポ

　　　ーツ課（Fax44-0372　Eメー
ル070300＠city.inuyama.
lg.jp）へ（電話不可）

問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

木曽川うかい
市民夫婦鵜飼

　郷土の歴史や伝統に「触れる・
見る」機会として、夫婦で夜鵜飼
を体験してみませんか。
日時　 9月10日㊊、12日㊌、14日㊎

17：15集合、19：45下船
場所　木曽川うかい乗船場（木曽

川観光株式会社）
費用　 1組5,000円
※食事「船遊び」（お茶付） 2人
分が含まれます。
対象　市内在住の夫婦（ 2人 1組）
※ 1世帯につき 1組
定員　各回 9組18人
持物　タオル、防寒着
申込・問合　 8月13日㊊までに指

定の申込書に記入または
メールフォーム（電子申請・

　　　届出システムwww.shinsei.
　　　e-aichi.jp/city-inuyama-
　　　aichi-u）で観光交流課
　　　（℡44-0342）へ
※申込書は観光交流課と各出張所
にあります。
※悪天候または木曽川増水により
中止の場合は当日連絡（順延なし）。
※応募多数の場合は抽選（結果通
知予定日 8月20日㊊）。

臨時的任用職員募集
職種　保健師
勤務場所　保健センター
業務内容　母子健康づくり事業
　　　�（母子健康診査、予防接種、

健康教室、健康相談、家庭
訪問等）

応募資格　保健師免許取得者、普
通自動車免許取得者、パソ
コン操作経験者

勤務日数　月21日勤務
勤務時間　 8：30〜17：15
　　　　　（うち休憩60分）
賃金日給　11,360円
　　　（通勤距離 2 ㎞以上は距離

に応じて通勤手当支給）
雇用期間　10月 4 日〜平成31年 3

月31日
募集人数　 1人
社会保険　加入
雇用保険　加入
選考方法　書類選考の上面接
　　　（ 8月27日㊊午後予定）
申込・問合　 8月 1日㊌〜17日㊎

に市所定の履歴書（市ホー
ムページからダウンロード
または総務課で配布） 1通
（写真貼付）を総務課職員
担当（℡44-0302）へ

※郵送の場合は 8月17日㊎必着、
必ず返信先住所、氏名を記入した
返信用封筒（82円切手を貼付）を
同封してください。
※口利きなどの紹介行為があった
場合は、即不採用となります。

中学校吹奏楽部
部活動指導員を募集

内容　吹奏楽部部活動の演奏指導
（部活動顧問の補佐）

要件　�中学校・高校で吹奏楽部に
所属し、かつ現在も楽器演

奏を継続して行っている人
等で、楽器演奏が堪能であ
る人

指導日　㊏㊐㊗（学校からの派遣
依頼に応じて活動）

指導時間　 1人 1校あたり年間30
時間（上限）

委嘱期間　委嘱した日〜平成31年
3 月31日

謝金　 1時間あたり�2,000円
保険　市で市民活動災害補償保険

に加入
申込・問合　 8月 1日㊌〜17日㊎

に履歴書（指導可能楽器を
記載したもの）を文化ス
ポーツ課（℡44-0353）へ

※事前に市で指定した市内中学校
で指導員活動（ 5回程度）を行っ
た上で面接をし、選考します。

わんちゃんの楽しい
しつけ教室
参加者募集

日時　 8月28日㊋14：00〜15：00
場所　南部公民館 2階講義室
講師　獣医師　井立由起子氏
内容　おやつを使っての楽しいト

レーニング方法
対象　どなたでも（犬のしつけ方

を知りたい人）
費用　無料
持物　筆記用具
定員　先着20人
申込・問合　 8月 3日㊎〜17日㊎

に南部公民館講座担当
　　　（℡68-0834　㊊除く 9：00

〜16：00）へ
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募 集 生 活

募集講座
講座名 日時・場所・講師・定員・材料費など

夏疲れ解消！
夏野菜いっぱいの簡単料理

日時　 8月23日㊍ 9：30〜13：30　場所　 2階料理実習室
内容　トロトロそうめん他 2品の和食と甘酒を使ってデザート
講師　田中貴久枝氏
定員　先着16人　材料費　700円　持物　エプロン、ふきん、手拭き、筆記用具

初心者のための写真入門

日時　 8月25日㊏10：00〜12：00　場所　 2階講義室
内容　�感じたことを「写真」で表現　自分の思いを写真に・・自分流の写真を・・

そのための心構えとテクニック
講師　中道慶一氏　定員　先着20人　材料費　無料
持物　筆記用具

野菜ソムリエの
夏の野菜スイーツ作り

日時　 8月26日㊐10：00〜13：00　場所　 2階料理実習室
内容　�野菜ソムリエ・製菓衛生師の資格を持つ講師による夏野菜のミニ講座と

たっぷり夏野菜を使ったキッシュとにんじんのケーキ作りです
講師　山田章子氏　定員　先着16人　材料費　700円
持物　エプロン、持ち帰り用容器、（可能なら保冷剤）

子どもパン教室
動物パンを作ろう

日時　 8月29日㊌ 9：30〜13：00　場所　 2階料理実習室
内容　手こねからパン作りを学び、動物パンを作ろう！　講師　寺沢有規氏
定員　先着18人　材料費　1,500円　対象　中学生以下（未就学児は保護者同伴）
持物　エプロン、マスク、三角巾、タオル 3枚、筆記用具

受講料　 1講座500円（当日集金、材料費別）
申込・問合　 8月 3日㊎〜17日㊎に直接来館または電話で南部公民館講座担当（℡68-0834　㊊休館　 9：00〜

17：00　17日は16：00まで）へ
※申し込み後のキャンセルの場合、材料費を負担していただくことがあります。

南部公民館「夏の1DAY講座」参加者募集

新ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書
及び構想段階評価書を公表

　尾張都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）尾張北部環境組合ご
み処理施設（仮称）整備事業に係る計画段階環境配慮書及び構想段階評
価書を公表します。
縦覧期間　 8月16日㊍〜 9月14日㊎（㊏㊐除く 8：30〜17：15）
縦覧場所　市環境課、江南市環境課、江南市布袋支所・宮田支所・草井

支所、大口町環境経済課、扶桑町産業環境課、各務原市環境政策
課

※縦覧期間中は、江南市ホームページでも閲覧できます。
※今回は公表のみを実施し、意見書の受け付けは行いません。
問合　縦覧について　江南市環境課（℡0587-54-1111）
　　　内容について　尾張北部環境組合（℡0587-54-1188）

し尿汲み取り
　委託業者が夏季休業しますの
で、汲み取りの予定がある人は注
意してください。
休業期間　 8月13日㊊〜15日㊌
問合　環境課（℡44-0344）

プラスチック製
容器包装は袋に
入れて出さないで

　ごみ集積場で回収したプラス
チック製容器包装は、処理場で選
別中間処理を行い、再資源化を
行っています。
　しかし排出されるものの中には
プラスチック製容器包装やその他
のごみをまとめて一つのレジ袋に
入れて出されていることがありま
す。異物の混入につながり、適正
な再資源化ができない場合があり
ますので、袋から出して捨ててく
ださい。
問合　環境課（℡44-0344）

国民健康保険証が
新しくなります

　国民健康保険の保険証は毎年 8
月末が有効期限となっています。
　新しい保険証を 8月下旬に簡易
書留郵便で送付します。白い横長
の窓あき封筒で届きますので、中
の台紙から保険証をはがして使用
してください。
　住所確認のため転送不要となっ
ていますので、郵便局へ転送届を
出している場合は届きません。 8
月末までに届かない場合は問い合
わせてください。
　また国保税が未納の世帯は、市
役所に来庁して手続きをした後
に、保険証や資格証明書を発行す
る場合があります。該当者には案
内文書を送付しますので、届いた
文書を持って市役所まで来てくだ
さい。
　なお保険証の裏面は臓器提供に
関する意思表示欄となっており、
記入は任意です。
※保険証カバー、意思表示欄の個
人情報保護シールを市役所・出張
所で無料配布していますので、必
要な人は窓口へ申し出てください。
問合　保険年金課　国民健康保険
　　　担当（℡44-0327）

第7回緑のカーテン
コンテスト開催

　緑のカーテンは暑さをやわらげ
省エネの効果があります。緑の
カーテンの取り組みの成果を募集
し、優秀な作品を表彰します。
対象　市内で緑のカーテンを実施

している家庭、事業所等
申込・問合　 8月31日㊎（必着）

までに応募用紙（市ホーム
ページからダウンロードま
たは環境課、各出張所窓口
で配布）に必要事項を記入
して写真とともに直接また
は郵送で環境課（℡44-
0345）へ

マインドマップ講座
受講生募集

「モノづくり」の気づきを深める
期間　10月20日㊏、21日㊐
場所　県立一宮高等技術専門校
対象　在職中の人
定員　10人　費用　1,600円
申込・問合　 8月20日㊊〜 9月20

日㊍（必着）に往復はがきか
Eメールで講座名、氏名、住
所、生年月日（年齢）、職業
（会社名）、電話番号、Eメー
ルアドレス（Eメールによ
る申し込みの場合）を一宮
高等技術専門校（〒491-
0113　一宮市浅井町西浅井
字北山762-1、ichinomiya-
senmonko＠pref.aichi.
lg.jp、℡0586-51-1251）へ

▲レジ袋にごみが入っている例

市議会市民フリースピーチ制度発言者募集
　民主主義は市民の希望と参加で始まります。その希望を示すよう、ま
た市民が参加できるよう、犬山市議会は、市民が議会（議場）で全議員
に発言できる制度を実施します。議会は市民からいただいた意見を全員
協議会などの議論の中で熟慮し、適切なアクションをとります。そして、
さらに市民の議会への関心と期待を高め、市民により身近で開かれた議
会の実現に努めます。議会は、市民の参加を期待しています。平成30年
9 月定例会も市民フリースピーチ（ 5分間発言）制度を実施します。市
政全般、市の一般事務などについて、自分の意見を自由に発言することができます。
日時　 9月 9日㊐10：00〜　場所　市役所 6階議場　対象　市内在住、在勤、在学の人
定員　 7人
※応募多数は抽選により決定。ただし、発言内容により許可できない場合があります。
申込　 8月22日㊌17：00までに所定の申込書（市ホームページからダウンロードまたは議会事務局で配布）に必

要事項（①住所②氏名（ふりがな）③年齢④性別⑤昼間に連絡可能な電話番号、Eメールアドレス⑥発言
項目、発言内容�⑦手話通訳等、配慮の希望の有無⑧在勤の場合は勤務先、在学の場合は学校名・学年）
を記入して、議会事務局に持参または郵送で提出するか、下記の件名、必要事項を明記して、Eメ－ル、ファッ
クス等で申し込んでください。

件名　「市民フリースピーチ制度　 9月 9日の発言希望」
※申し込み後の発言項目の変更はできません。
問合　議会事務局議事課（℡44-0307　Eメール300100＠city.inuyama.lg.jp）

▲前回の様子
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●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 8 月12日㊐
9：00〜16：00

8 月19日㊐
9：00〜12：00

8 月26日㊐
9：00〜12：00

場所
わん丸リサイクル小屋

敷地内
（上坂公園西）

南部公民館駐車場 市役所西庁舎

回収
品目

新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・布類・飲料用紙パック・アルミ
缶・スチール缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装・植物
性廃食用油（わん丸リサイクル小屋のみ）

対象 市内在住の人

その他
各自で資源容器に投入してください
廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れて容器
ごと出してください

●わん丸エコステーション（常設）

日時 平日　 8：30〜12：00　13：00〜15：30
土曜　 8：30〜11：30　※日曜・祝日は休業

場所 犬山市都市美化センター敷地内

回収
品目

エコステーションの品目に加えて空きびん（無色・茶色・その
他）、植物性廃食用油・小型家電 9品目・パソコン

対象 市内在住の人

その他 各自で資源容器に投入してください

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日時 8 月12日㊐13：00〜16：00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内容 家具・小物類・古本などの販売

対象 市内在住の人

その他 一部抽選品あり（抽選は14：30から）

購入品は各自16：00までに搬出してください。

●地域で行われる資源回収
［小中学校］
4日㊏　犬山中学校PTA
　　　　（℡61-2409）
18日㊏　池野小学校PTA
　　　　（℡67-0544）
　　　　今井小学校PTA
　　　　（℡61-2191）
25日㊏　南部中学校PTA
　　　　（℡67-0030）
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　(寺田℡65-2680）
毎週㊍　 8 :30〜10:00
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　(長瀬℡61-0888)
毎週㊋㊍　社会福祉法人
　　　　　まみずの里
　　　　　きりり作業所
　　　　（℡62-4733）
6 日㊊　大本町町内会
　　　　(林℡61-0144)
26日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸℡62-4104）
※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。日程の変更・回
収等については各団体に確認して
ください。
●わん丸リサイクル小屋収益

　7,530円
　市環境保全基金へ積み立てさせ
ていただきます。
問合　環境課（℡44-0344）

生 活

折りたたみ式ごみ収集容器の支給について
　カラス、猫等による生ごみ散乱防止対策として、条件を満たす場合、
「折りたたみ式ごみ収集容器」を必要に応じて町内会へ支給します。
内容　 1町内会の集積場数 5か所につき 1基（ただし、原則 1年度に

つき 1基まで）を支給
※前回の支給から 3年を経過していない場合は支給対象とならないこ
とがあります。
申込・問合　申請書を環境課（℡44-0344）へ
※支給を受けられるか事前に相談してください。
※必ず町会長が申請してください。

ごみ・リサイクル
8月分

折
り
た
た
み
式
ご
み
収
集
容
器

3 市 2 町合同開催
就職フェアIN犬山

　若年者を対象に、就職フェアを
開催します。 3市 2町（犬山市・
江南市・岩倉市・大口町・扶桑
町）の企業による合同企業説明会、
就職支援セミナーや職業適正診
断、就職に関する個人相談など求
職活動中の皆さんの職業生活設計
やキャリア形成を支援します。
日時　 9月12日㊌11：30〜16：00
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ
内容　①合同企業説明会
　　　13：00〜16：00
　　　②就職支援セミナー
　　　「面接の受け方について」
　　　11：30〜12：00
　　　「合同企業説明会の歩き方」
　　　12：15〜12：45
　　　先着40人
　　　③職業適性診断
　　　13：00〜16：00
　　　④個人相談
　　　13：00〜16：00
　　　�定員 9人、相談時間 1人あ

たり50分
※④のみ 8月 9日㊍〜 9月11日㊋
に先着順で事前申し込みが必要。
対象　大学・短大などの学生を含

む、45歳未満の若年求職者
とその家族

申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

経営者育成犬山塾を
開催

　犬山商工会議所では、市と連携
し、これから創業を予定（希望）
する人や創業後間もない人のため
に、創業する力と経営を安定させ
るための講座を開催します。
日時　 8月25日㊏、 9月 1日㊏、

8日㊏、29日㊏、10月 6 日
㊏（全日 9：30〜16：30）

場所　犬山商工会議所
定員　先着15人

対象　創業予定（希望）者、創業
後 5年未満の人

費用　5,400円
申込・問合　犬山商工会議所
　　　（℡62-5233）へ

農業経営収入
保険制度の開始

　平成31年 1 月から国による「農
業経営収入保険制度」が始まりま
す。収入保険制度とは品目の枠に
とらわれず、農業経営者ごとの収
入全体を総合的に補償する新しい
制度です。
　これまで農業共済の対象外だっ
た野菜等の生産・販売や、自然災
害だけでなく市場価格の低下等に
よる収入の減少を補償します。
要件　�青色申告を行っている農業

者（加入申請時に青色申告
実績が 1年分あれば可）。

※品目の限定は基本的にありませ
ん。
問合　愛知県農業共済組合　収入

保険課（℡052-204-2411）

電気柵等設置費への
補助

　イノシシ等の鳥獣による農作物
被害への対策として、市鳥獣害防
止総合対策協議会では、電気柵等
の侵入防止施設の設置費用を補助
します。
対象　電気柵、金網柵、防鳥ネッ

ト等の設置費用（平成30年
1 月〜12月に設置し支払い
したもの）

補助金額
●個人設置
　設置費用の 2分の 1以内
　（上限額 5万円）
●団体設置（農事組合、町内会ま
たは 3戸以上の耕作者が合同で設
置した場合）
　設置費用の 2分の 1以内（上限
額は①〜③のうち最も低い額）

　①300円×設置延長（m）
　②50,000円×申請人数
　③300,000円
※電気柵は、安全対策のために表
示板を設置してください。また家
庭用電源から電気を供給させるこ
とは絶対にしないでください。
申込・問合　平成31年 1 月 4 日㊎

までに必要書類（申請書、
位置図、納品書・領収書の
写し、設置写真、団体の場
合は名簿）を産業課（℡
44-0341）へ

フィットネス
フロイデ特別休業

　メンテナンスのため、フィット
ネスフロイデ施設（温水プール、
エアロビクススタジオ、アスレ
チックジム）を特別休業します。
日時　 8月13日㊊・14日㊋
問合　フィットネスフロイデ
　　　�（℡61-7272　第 2・第 4㊊

を除く10：00〜21：30、㊐は
19：00まで）

善意ありがとう
ございます

●福祉基金へ
　10,000円　猿端　かね善
　100,000円　匿名
●市（池野小学校）へ
　防犯ブザー　池野商工発展会
●市（楽田小学校）へ
　加熱気化式加湿器
　　　大垣共立銀行鵜沼支店
　　　㈲愛河興業
●スポーツ施設環境整備寄附金へ
　2,399,469円
　　　犬山柔道クラブOB
　　　犬山柔道協会OB
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生 活

　町内会、子ども会、老人クラブ等、10人以上の団体で申し込めます。開催希望日の 3週間前までに文化スポー
ツ課（℡44-0353）へ連絡してください。ただし講座は平日の10：00〜17：00の間で、 1講座 2時間以内、開催場
所は市内に限ります。

※担当業務の都合により、日時などのご希望に沿えない場合があります。
※会場は受講者側で用意してください。（No.17、No.19の講座を除く。）

市職員等による
「生涯学習まちづくり出前講座」！

分野/No 講　座　名 内　　　容 対　　象 担　当　課

市
　
　
　
政

1
君が「まち」のデザイナー☆！�
〜自分が住みたい「まち」を
　考えよう〜

「こんなまちに住みたいな」みんなで話し合ってみませんか。市がつ
くる「総合計画」についても紹介します（市長が参加する場合もあり
ます）。

小・中学生 企画広報課

2 税金について考えよう！
暮らしの中で多くの関わりがある税金には、どんなものがあるの
か、どんな使われ方をしているのか、など税金のしくみについてわ
かりやすく説明します。

小学生 税務課

3 納税について考えよう！ 暮らしに密接な税金について、市税の種類や納期限、便利な納付方
法（口座振替、コンビニ納付）などをわかりやすく説明します。 成人 収納課

4 選挙出前講座 選挙の模擬投票やクイズを通して、選挙はどのように行われている
のかについて楽しく説明します。 小・中学生 総務課

5 犬山市議会のあらまし
〜議会ってなにするところ?〜

議会ってなに?�議員ってどんな仕事をしているの?�市議会や議員
の役割について、わかりやすく説明します。

対象を
特定しない 議事課

6 犬山市のお財布事情
（財政状況）について 財政の仕組みや犬山市の財政状況についてわかりやすく説明します。 対象を

特定しない 経営改善課

7 地方公共団体における
監査の役割について

監査委員制度の概要や監査の重要性、年間を通して行われる各種監
査等について説明します。 成人 監査事務局

8 個性が生きる社会を目指す
男女共同参画

男女共同参画の観点から、日本や犬山市での状況をお伝えし、性差
よりも個性を生かす社会づくりに向けて、それぞれの立場からでき
ることを考える講座です。

中学生以上 地域安全課

福
　
　
　
祉

9 日本赤十字社の活動を
知ろう！

日本赤十字社の活動内容についての紹介や、いざという時に役立つ
救急法や幼児安全法など実技を中心とした講習をします。

対象を
特定しない 福祉課

10 介護保険制度について 介護サービスの利用手順、利用方法、介護サービスの種類、費用、介
護保険料など、介護保険制度についての説明をします。

対象を
特定しない

長寿社会課
11 認知症サポーター養成講座 認知症はどのような病気なのか、対応の仕方などを学びます。認知症の

人やその家族を温かく見守る「認知症サポーター」になりませんか。
対象を

特定しない

12 国民年金制度について
国民年金制度の基本的な説明をします。 乳幼児（親子）、

学生（小・中・高）

保険年金課国民年金の各種届出、保険料、給付についての説明をします。 高校生、成人、
高齢者

13 医療保険制度について
医療保険制度として、健康保険（国民健康保険・後期高齢者医療制
度）のしくみや医療費助成（子ども・障害者・母子父子家庭・精神・
後期高齢者福祉等）のしくみについてわかりやすく説明します。

対象を
特定しない

健
康 14 元気なうちから健康ライフ 健康づくりに役立つ情報が満載の講座です。保健師等の講義を受け

て、自分に合った健康法を見つけ、健康ライフをはじめましょう。 成人 健康推進課

教
　
　
　
育

15 職業説明(消防職員) 学生対象の職業説明会や就職に関する講義を希望する人を対象に、
「消防」という職業について説明します。

対象を
特定しない 消防総務課

16 子育て講座 子どものことや子育てのことを一緒に話しましょう。子どもの発達や
特徴、子育てのヒントやアドバイスなど子育てについての講座です。

乳幼児
(親子) 子ども未来課

17 おいしい学校給食
学校給食を食べながら、給食の歴史や市の給食の方針など、楽しく
おいしく勉強します。(注)給食費が必要です。会場は担当課で準備
します。前年度受講した団体はご遠慮ください。

対象を
特定しない 学校教育課

18 はじめよう生涯学習！
文化スポーツ課で開催している生涯学習講座やイベントを紹介し
ます。また社会教育指導員による工作（手作りおもちゃ等）も体験し
ていただけます。(注)工作にかかる実費が必要です。

対象を
特定しない 文化スポーツ課

19 お話の部屋 図書館「お話の部屋」で図書館職員による絵本の読み聞かせを行い
ます。(注)実施場所は図書館です。

乳幼児
(親子)

文化スポーツ課
　(図書館)

20 文化財基礎講座 市内に点在する文化財を身近に感じてもらえるよう、紹介します。 対象を
特定しない 歴史まちづくり課

分野/No 講　座　名 内　　　容 対　　象 担　当　課

観
　
　
　
光

21 犬山の観光について 市内の観光施設の紹介や、観光客誘客のために取り組んでいること
などをお話しします。

対象を
特定しない 観光交流課

22 立山町って
こんなとこだちゃ！

人事交流で富山県立山町から派遣されている職員が立山町の概要
の他、地元民ならではの目線でグルメ・特産品・おすすめスポット
を紹介します。

対象を
特定しない 文化スポーツ課

生
　
活
　
・
　
環
　
境

23 初心者のための
情報セキュリティ講座

パソコンやスマートフォンなどの利用者を対象に、インターネット
を利用する時の基本的なセキュリティ対策についてお話しします。

対象を
特定しない 情報管理課

24 我が家の耐震対策講座 地震の恐ろしさを改めて知るとともに、住宅の耐震対策や誰にでも
できる木造住宅耐震診断について紹介します。�������������� 小学生、成人 都市計画課

25 土砂災害から身を守るために
土砂災害がどんな災害であるかを知るとともに、砂防ダムなどの施
設整備のほか、土砂災害防止法や土砂災害警戒情報、土砂災害から
身を守るために必要なポイント等を説明します。

小〜高校生・
町内会単位 整備課

26 小学校5.6年生〜中学生限定!!
〜土地の測量ってなんだろう!�〜

土地家屋調査士の先生の話を交えながら、測量の歴史や、実際に測
量の道具を使う体験を通して、土地の測量について学ぶプログラム
です。

小学校5.6年生、
中学生 土木管理課

27 賢い消費者になろう�! 悪質商法や契約のトラブルなどの事例を紹介し、被害を未然に防ぐ
お手伝いをします。 高齢者 産業課

28 ごみの減量、
分別についての出前講座

ごみの減量やリサイクルについての知識を深めてもらうため、ご
み、資源物の分別方法や行政の取り組みについて紹介します。

対象を
特定しない 環境課

29 災害から身を守るには 災害から身を守るために、我が家でできること、地域でできること
を紹介します。

対象を
特定しない 地域安全課

30 楽しく学ぼう�!�下水道 下水道の役割や仕組みについて学び、下水道の大切さを知るための
講座です。������������������������������ 小学生 下水道課

31 犬山市の水道について 市の水道のあゆみやしくみ、安心な水ができるまでを知るための講
座です。 小学生 水道課

32 人権啓発講座 人権について、資料やＤＶＤの上映等で分かりやすく説明をする講
座です。

対象を
特定しない 市民課

33
知ろう�!�わかろう�!　
地域に暮らす
あなたのまわりの外国人

ブラジル出身の多文化共生推進員による講座です。近所に住む外国
人と日本人が仲良く暮らしていくために大切なことを一緒に考え
てみませんか？

対象を
特定しない 観光交流課

犬山城などの
開館（場）時間を
1時間延長します

　下記施設の開館（場）時間を、
18：00まで延長します。
（入館（場）は17：30まで）
期間　 8月10日㊎〜15日㊌
施設　犬山城
　　　�文化史料館（城とまちミュ
　　　ージアム）
　　　からくり展示館
　　　中本町まちづくり拠点施設
　　　（どんでん館）
　　　�旧磯部家住宅復原施設（磯

部邸）
※入館（場）料等は変わりません。
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

水道の漏水チェック
を行いましょう！

　宅地内で漏水は発生していませ
んか？
　給水管は地下や床下に埋められ
ており、漏水を発見することが困
難です。宅内の給水管は個人の管
理となりますので、次の手順で定
期的にチェックをしてみましょう。
〈使用水量のチェック〉
　水道課では、 2か月ごとに水道
メーターの検針を行っています。
「ご使用水量のお知らせ」には、
今回の使用水量のほか前年同期の
使用水量も記されています。通常
よりも使用水量が増えていないか
確認し、増えているときは水道
メーターのチェックをしましょう。

〈水道メーターのチェック〉
　家の蛇口を全部閉めて、水道
メーターのパイロットマーク（銀
色の星形形状の部分）を見てくだ
さい。パイロットマークが回転し
ているときは漏水です。すぐに市
指定水道工事店に修理を依頼して
ください。
　水は大切な資源です。早期に漏
水を発見することは、無駄なエネ
ルギーの消費を減らすことにつな
がります。日頃から定期的な漏水
チェックを心がけましょう。
問合　水道課（℡62-9300）

パイロット
マーク
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骨密度チェック
　骨粗しょう症予防のため骨密度を測定してみませんか。節目の年を迎
える人は優先的に申し込みができます。一般の申し込みが始まると定員
に達することがありますので、早めに申し込んでください。

節目の年を迎える人の測定 一般の測定

日　　時 9 月 3 日㊊14：00〜16：00（予約時に指定した時間）

場　　所 市役所 2階　　205会議室

対　　象

市内在住の平成30年度に40
歳、45歳、50歳、55歳、60歳、
65歳、70歳に達する女性（平
成29年 9 月以降に骨密度
チェックをした人を除く）

市内在住の20歳以上の人
（平成29年 9 月以降に骨密
度チェックをした人を除く）

定　　員 50人

費　　用 300円

測定方法 超音波によるかかとの骨密度測定

持　　物 健康手帳

申込期間 8 月 7 日㊋〜31日㊎ 8月14日㊋〜31日㊎

申込・問合　上記申込期間に直接または電話で市民健康館（℡63-3800　
㊏㊐㊗除く 8：30〜17：15）へ

アルコール専門相談
　アルコール問題（依存症など）
で悩みを持つ家族が、医師や酒害
相談員との相談で、本人をどう支
えていくか、家族がすこやかに毎
日を送るにはどのようにしたらよ
いか等を一緒に考える「アルコー
ル専門相談」を実施します。
日時　 8月21日㊋14：00〜16：00
場所　江南保健所
　　　（江南市布袋下山町西80）
対象　犬山市・江南市・岩倉市・

大口町・扶桑町在住のアル
コール問題で悩んでいる家
族か本人

費用　無料
申込・問合　江南保健所健康支援

課こころの健康推進グルー
プ（℡0587-56-2157）へ

神経系難病患者・
家族のつどい
「ゆめの会」

　神経内科の専門医による神経系
難病の治療と生活についてのお話
です。質問にも答えます。
日時　 8月31日㊎13：30〜15：30
内容　医療講演「神経系難病の治

療と生活」患者家族交流会
講師　結ファミリークリニック　

鈴木欣宏氏
場所　江南市布袋ふれあい会館
　　　（江南市布袋町東359）
対象　パーキンソン病や脊髄小脳

変性症、多系統萎縮症、多
発性硬化症、筋萎縮性側索
硬化症（ＡＬＳ）などの神
経系難病の患者と家族

申込・問合　 8月30日㊍までに電
話で江南保健所健康支援課
地域保健グループ難病担当
（℡0587-56-2157）へ

※保険料として年 1回50円を徴収

健康プラン21
夏の食中毒を予防
しよう

　日常にはさまざまなところに食
中毒が発生する危険が潜んでいま
す。冬に流行するウイルス性の食
中毒に対して、夏に多く発生する
食中毒は細菌性の食中毒です。原
因として特に多い細菌にカンピロ
バクターがあります。原因となる
主な食品は肉類（鶏肉や豚肉）で、
加熱不足による発生が多いです。
　夏の食中毒は細菌が増えやすい
高温多湿が原因で、細菌は食品の
中で増殖しても、見た目や味に変
化がなく、においもしないのが特
徴です。したがって食中毒対策の
3原則である細菌を「つけない」
「増やさない」「やっつける」を
意識して食中毒を予防することが
大切です。
①つけない
　細菌をつけないために必要とな
るのは手洗い、調理器具の洗浄を
徹底することです。また肉を切っ

たあとに野菜を切らない、生肉を
とったトングで焼けた肉を取り分
けないなどの注意が必要です。
②増やさない
　常温で調理済みの料理を置きっ
ぱなしにしないようにしましょ
う。 1日置くと細菌は増えていき
ます。細菌によっては再加熱して
も死なない細菌もあるので、冷蔵
庫に入れるか、食べきるかどちら
かにするのが安心です。また解凍
と冷凍を繰り返すことも食中毒発
生のリスクが高まるので注意しま
しょう。
③やっつける
　菌を死滅させる対策として、最
も効果的な方法は加熱です。食品
の中心部温度75℃で 1分以上（ノ
ロウイルスは85〜90℃で90秒以
上）の加熱でほとんどの菌は死滅
します。
　正しい知識と行動で夏の食中毒
を予防しましょう。
問合　健康推進課（℡63-3800）

生 活 相 談 健 康

ウォーキング
アプリ「てくてく」で
ウォーキングを

　ウォーキングは身近にできる健
康づくりの一つです。今後も「て
くてく」を健康づくりに活用して
ください。

※アプリは無料で利用できます。
通信にかかる費用は利用者の負担
となります。
※QRコード
【iPhone】

【Android】
※てくてくを利用するには、まず
GoogleFitの設定が必要となります。

問合　市民健康館（℡63-3800）

宝くじ助成金で整備
　一般財団法人自治総合センター
では、地域文化の振興、コミュニ
ティ活動支援などをはじめ、地域
振興のための事業を通じて、宝く
じの普及広報のために各助成事業
を行っています。平成30年度は東
コミュニティ推進協議会に「一般
コミュニティ助成事業」の助成が
決定し、発電機、草刈り機、複合
機などの備品を整備しました。
問合　地域安全課（℡44-0346）

県営名古屋空港から
のお知らせ

　お盆の長期休暇時は、空港の駐
車場が満車になり駐車できない場
合があります。空港へは公共交通
機関を利用してください。
問合　名古屋空港ビルディング
　　　株式会社（℡29-1600）

就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度
認定試験

　国は、病気などやむを得ない事
由により就学の義務を猶予または
免除された子どもが、中学校を卒
業した者と同じ学力があることを
認定する試験を実施しています。
合格した人には高等学校の入学資
格が与えられます。
願書受付　 8月20日㊊〜 9月 7日

㊎に文部科学省へ
試験日　10月25日㊍
対象　就学義務猶予免除者等の中

学校卒業程度認定規則第 3
条に規定する人

場所　文部科学省が決定
問合　文部科学省生涯学習政策局

生涯学習推進課（℡03-525
　　　3-4111内線3267・2024）

　 成年後見制度無料
説明会・相談会

　「成年後見制度」は、認知症や
知的障害、精神障害などにより、
判断能力の不十分な人に対して、
家庭裁判所が定めた代理人が、財
産管理や施設入所、介護・障害
サービスの契約締結や解除などを
行い、本人の利益を守る制度です。
　制度内容や制度利用に関する説
明会を実施し、お困りの人の個別
相談に応じます。
日時　8月22日㊌13：00〜16：00
場所　福祉会館4階401会議室
申込　不要
問合　一社）コスモス成年後見サ

ポートセンター愛知県支部
事務局（℡052-908-3022）

無料調停相談会
日時　9月1日㊏10：00〜16：00
　　　（申込受付は9：30〜15：30）
場所　i-ビル 2階大会議室（一宮

市栄 3 - 1 - 2 ）
相談員　家事調停委員、民事調停

委員
相談内容
　　　・家族に関する相談
　　　　�夫婦、親子、相続、男女

関係、その他家庭内また
は親族間の紛争等

　　　・民事に関する相談
　　　　�交通事故、土地建物、金

銭関係、商取引、クレジッ
ト、多重債務等

※相談はいずれも無料ですが、法
律相談とは異なります。
※相談内容についての秘密は厳守
されます。
問合　一宮家事調停協会（名古屋

家庭裁判所一宮支部内）
（℡0586-73-3191）

健康なんでも相談
　無料かつ予約不要で、市内の医
師に気軽に相談できる健康相談を
実施しています。
日時　 8月 8日㊌13：30〜15：00
医師　安藤医院　安藤通泰氏
場所　市民健康館
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

GoogleFit てくてく

➡
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平成30年度健康づくり推進員養成講座
　楽しみながら自分自身の健康づくりに取り組みたいあなた！空いている時間を有効活用し、健康的な生活を送
りませんか。自分の健康から家族の健康などに取り組みを広げながら、一緒に健康市民づくりの活動をしましょ
う。健康づくりに関心があり、ボランティア活動に参加したいと思っている人を待っています。
日時・内容　下表のとおり
場所　市民健康館（第 4回は保健センター）
対象　市内在住で講座終了後にボランティアとして活動ができる人
費用　1,000円（調理実習材料代、資料代など）※初回に集めます
定員　20人
持物　健康手帳、筆記用具、水分補給用飲み物
　　　第 6回の調理実習時はエプロン、手拭きタオル、三角巾やバンダナ（頭を覆うもの）
申込・問合　 8月 6日㊊〜27日㊊に直接または電話で市民健康館（℡63-3800　㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00）へ

回 日　　時 内　　容 講師・担当

1 9 月 5 日㊌ 10：00〜12：00
開講式
オリエンテーション
健康づくり推進員の活動紹介

市保健師
健康づくり推進員

2 9 月28日㊎
9：45〜10：45 健康づくりとは 市保健師

10：45〜11：45 高齢化の現状と介護予防 長寿社会課職員

3 10月 4 日㊍ 13：30〜15：30 こころの健康について 江南保健所健康支援課職員

4 10月23日㊋ 13：30〜15：30 母子保健について
歯科保健について

市保健師
市歯科衛生士

5 11月20日㊋ 13：30〜15：30 健康づくりと運動 健康運動指導士　土屋真人氏

6 11月28日㊌ 9：45〜15：00 生活習慣病予防の食事と食生活 鈴鹿医療科学大学准教授　中東真紀氏

7 12月 4 日㊋ 9：45〜11：45 今後の推進員活動について
閉講式（修了証書授与）

健康づくり推進員
市保健師

※上記の講座に加え、体力チェック（ 9月12日㊌または11月29日㊍のどちらか）と高齢者サロン（ 9月27日〜11
月29日の木曜日開催のいずれか）への体験参加が各 1回必要です。

平成30年度食の改善推進員養成講座
　あなたの食生活、大丈夫ですか！
　毎日の食事のとり方で生涯の健康が大きく左右されます。日々の活動に見合った食事量を摂取し、バランスや
カロリーなどを意識した食生活習慣を身につけ「健康づくり」に努めましょう。食生活に関心があり、ボランティ
ア活動に参加したいと思っている人を待っています。
日時・内容　下表のとおり
場所　市民健康館（第 4回は保健センター）
対象　市内在住で講座終了後にボランティアとして活動ができる人
費用　テキスト代1,188円（初回に集めます）、調理実習（第 4、 6、 7回）で各回600円程度（材料代）
定員　20人
持物　健康手帳、筆記用具、調理実習時はエプロン、手拭きタオル、三角巾やバンダナ（頭を覆うもの）
申込・問合　 8月 6日㊊〜31日㊎に直接または電話で市民健康館（℡63-3800　㊏㊐㊗を除く 8：30〜17：00）へ

回 日　　時 内　　容 講師・担当

1 9 月11日㊋ 9：45〜11：45

開講式
オリエンテーション
食の改善推進員とは
暮らしの中の食品衛生

食の改善推進員　
江南保健所健康支援課管理栄養士
江南保健所環境・食品安全課職員

2 9 月28日㊎
9：45〜10：45 健康づくりとは 市保健師

10：45〜11：45 高齢化の現状と介護予防 長寿社会課職員

3 10月12日㊎ 9：45〜11：45 献立作成の実際 市管理栄養士

4 10月23日㊋
10：00〜13：30 乳幼児・妊婦の食事と食生活 市管理栄養士

13：30〜15：30 母子保健について
歯科保健について

市保健師
市歯科衛生士

5 11月20日㊋ 13：30〜15：30 健康づくりと運動 健康運動指導士　土屋真人氏

6 11月28日㊌ 9：45〜15：00 生活習慣病予防の食事と食生活 鈴鹿医療科学大学准教授�中東真紀氏

7 12月18日㊋ 9：45〜15：00
献立作成したメニューの実践
食育SATシステム体験
閉講式（修了証書授与）、交流会

市管理栄養士
食の改善推進員
　

※上記の講座に加え、高齢者サロン（ 9月27日〜11月29日の木曜日開催のいずれか）への体験参加が 1回必要です。

　地域に根ざした活動で、市民一人一人が健康づくりの実践がで
きるようになることを願いながら、市と協力して健康づくりを学
び、「運動分野」の側面から支援しています。
　老人クラブ木曜サロンでの体操や、各種体操教室、秋桜まつり
への協力、ウォーキング事業、各種団体から依頼された出前体操
を通して市民の健康づくりのための活動を充実させていきます。

　現在約40人が食の改善推進員として、健康づくりに関する食の
立場から市内のさまざまな場所で活動しています。
　若い世代やシニアを対象とした料理教室、イベントの講習会な
どの自主活動のほか、市健康推進課の事業にも協力。また自主研
修会として料理学習や他の市町への視察も行っています。

健康を応援

健康づくり推進員の活動を紹介します 市民全体の食生活改善をめざして

食の改善推進員の活動を紹介します

　家庭で簡単にできる献立と調理方法を広めるため自主
活動や市の健康づくりのお手伝いをしています。
　「気軽に」「やれる範囲で」という会員の受け入れもし
ています。養成講座を受講して一緒に活動しませんか。

　自分たちの健康向上も図りながら、市の健康づくりの
事業のお手伝いをしています。
　ぜひ養成講座を受講して健康づくりの大切さを理解し、
「健康づくり推進員」として一緒に活動しましょう。
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健 康

高 齢 者

ダイヤモンド婚祝・
金婚祝
講演会・記念品贈呈

　結婚60周年、50周年を迎える夫
婦を対象に「ダイヤモンド婚・金
婚祝講演会」の開催と記念品の贈
呈を行います。
日時　 9月27日㊍13：30〜15：30
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ
対象　
結婚60周年ダイヤモンド婚祝
　昭和33年中に入籍し、現在市内
に在住している夫婦（昭和32年以
前に入籍し、過去にダイヤモンド
婚祝記念品を受け取っていない夫
婦も対象）
結婚50周年金婚祝
　昭和43年中に入籍し、現在市内
に在住している夫婦（昭和42年以
前に入籍し、過去に金婚祝記念品
を受け取っていない夫婦も対象）
申込　 8月24日㊎までに長寿社会

課か各出張所へ
※本籍地が市外の場合は、戸籍謄
本の添付が必要です。
問合　長寿社会課高齢者福祉担当

（℡44-0325）

8 月に満85歳に
なる人へ

　高齢者の外出支援として、タク
シー料金の基本料金相当額を助成
しています。85歳の誕生日の前日
から交付の手続きができます。
対象　�満85歳以上の人（障害者タ

クシー料金助成の対象とな
る人を除く）

枚数　最大20枚
持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝× 3

㎝） 1枚
場所　長寿社会課
問合　長寿社会課高齢者福祉担当
　　　（℡44-0325）

高齢者が地域で
集える場を
紹介します

　市では、住みなれた地域でいつ
までも暮らせる地域づくりを推進
しています。
　誰でも気軽に集える場は、孤立
防止や介護予防、認知症予防にも
つながります。
　近くで集える場を知りたいとき
は、お住まいの地区の高齢者あん
しん相談センターに問い合わせて
ください。
●あじさいの会
　高齢者あんしん相談センターが
実施した筋トレ教室の卒業メン
バーを中心に、チラシや口コミで
参加者を募り、前原台の60代から
80代の20人の仲間で平成30年 4 月
に会を作りました。毎週金曜日、
13：30〜15：00に前原台集会場で筋
トレを行っています。参加費は、
月500円です。
　ボールを使った筋トレや、手先
から足先まで動かす運動は脳トレ
にもつながります。
　参加者からは、「楽しい。」「よ
く笑うようになった。」などの声
が上がり、筋トレが終了した後も、
会場内で話が盛り上がるなど、同
じ地区に住む住民同士の新たな交
流の場となっています。

　城東地区の集える場に関する問
い合わせは、城東地区高齢者あん
しん相談センター（℡61-7800）へ。
※掲載を希望される住民主体の活
動を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

神経系難病患者
医療相談会

日時　 9月13日㊍14：00〜16：00
内容　医療相談会
講師　名古屋大学病院　神経内科
　　　橋詰敦氏
場所　江南市布袋ふれあい会館
　　　（江南市布袋町東359）
対象　パーキンソン病や脊髄小脳

変性症、多系統萎縮症、多
発性硬化症、筋萎縮性側索
硬化症（ＡＬＳ）などの神
経系難病の患者と家族

申込・問合　 8月30日㊍までに電
話で江南保健所健康支援課
地域保健グループ難病担当
（℡0587-56-2157）へ

シニア料理教室
参加者募集

　ビタミンB 1が多く含まれる食
材をとり、夏バテ気味の体に力を
つけましょう。
日時　 9月 7日㊎ 9：45〜13：30
　　　（ 9：30から受付）
場所　市民健康館
内容　豚肉の梅酢あんかけ、枝豆

の白あえ、混ぜご飯他
講師　市食の改善推進員
対象　市内在住の人（シニア世代）
定員　16人
費用　600円程度
持物　健康手帳、筆記用具、エプ

ロン、手拭きタオル、三角巾
やバンダナ（頭を覆うもの）

申込・問合　 8月 6日㊊〜31日㊎
に直接または電話で市民健
康館（℡63-3800　㊏㊐㊗
除く 8：30〜17：15）へ

子 育 て

地域の方とワイワイ
してみませんか？
〜世代間交流〜

遠くの親戚よりも近くの他人！
　あなたのおすすめを紹介した
り、地域の人のおすすめを見たり
聞いたりしてみませんか。
　例えばレシピ、困った時の子ど
もへの対応の仕方や方法、手作り
雑貨、手作りおもちゃ、昔の遊び
など。
日時　 9月 5日㊌ 9：45〜11：30
場所　保健センター
対象　市内在住の子育て中の人ま

たは妊婦から孫育て世代の
育児に関心のある人

費用　無料
申込　不要
問合　保健センター（℡61-1176）
※食べ物の持ち込みは禁止。販売
行為や宗教・政治・営利活動目的
とした利用はできません。

第12回犬山市
心身障害児（者）
運動会

日時　 9月22日㊏
　　　10：00〜12：30予定
　　　（予備日10月 6 日㊏）
場所　犬山木曽川緑地公園運動場
内容　綱引き、大玉転がし、マラ

ソン
対象　障害のある子どもとその保

護者
費用　 1人100円（保険料）
申込・問合　 8月11日㊗〜17日㊎

に電話で父母の会　加藤
（℡090-1276-5735）へ

各種福祉手当現況届
の提出について

　次の福祉関連手当を受給してい
る人は、毎年 1回、現況届などを
提出することになっています。該
当する人には届出用紙を送ります
ので、期間内に必ず届け出をして
ください。届け出をしないと受給
資格があっても、引き続き手当を
受給することができなくなります。
　現況届などに説明書を同封しま
す。不明な点は、各担当へ問い合
わせてください。
●児童扶養手当・愛知県遺児手
当・犬山市遺児手当
提出期間　 8月 1日㊌〜31日㊎
　　　　　（平日 8：30〜17：15）
※ 8月 7日㊋、21日㊋は19：00ま
で窓口を延長します。
※26日㊐は 9：00〜12：00に臨時開
庁します。
※必ず受給者本人が来庁してくだ
さい。
※添付書類等、すべての書類をそ
ろえて提出してください。
問合　子ども未来課育成担当
　　　（℡44-0323）

●特別児童扶養手当
●特別障害者手当・障害児福祉手
当・経過的福祉手当
提出期間　 8月10日㊎〜 9月11日
　　　　　㊋（平日 8：30〜17：15）
※ 8月 7日㊋、21日㊋、 9月 4日
㊋は19：00まで窓口を延長します。
●愛知県在宅重度障害者手当
提出期間　 8月 1日㊌〜31日㊎
※ 8月 7日㊋、21日㊋は19：00ま
で窓口を延長します。
※添付書類等、すべての書類をそ
ろえて提出してください。
※全手当の受付可能期間は 8月10
日㊎〜31日㊎。
問合　福祉課障害者担当
　　　（℡44-0321）

犬山市遺児手当と
児童扶養手当の定期
支払いのお知らせ

　犬山市遺児手当（ 4月分〜 7月
分）を 7月31日㊋に振り込みまし
た。また児童扶養手当（ 4月分〜
7月分）を 8月10日㊎に振り込み
ます。受給している人は、預貯金
通帳で支払確認をお願いします
（各手当とも支払通知書は送付し
ていません）。
　なお確認できない場合は担当ま
で連絡してください。
　次回の定期支払いは、犬山市遺
児手当は11月を、児童扶養手当は
12月を予定しています。
※犬山市遺児手当と児童扶養手当
はひとり親家庭等への支援制度で
す。
問合　子ども未来課育成担当
　　　（℡44-0323）

母子家庭等
就業支援講習会

　市内在住で、就業意欲があるひ
とり親家庭の母や父と寡婦の人を
対象に、就業支援講習会を開催し
ます。
期間　10月〜平成31年 3 月
場所　名古屋・名駅周辺
内容　パソコン講習（中級）
　　　調剤薬局事務講習
　　　経理事務講習
　　　（日商簿記 3級）
　　　介護職員初任者研修（通信）
　　　登録販売者講習
定員　各20人
　　　（応募多数の場合は抽選）
費用　無料（教材費等自己負担）
申込・問合　 8月27日㊊までに子

ども未来課（℡44-0323）
へ
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　各施設で子育て支援事業を実施しています。日程は変更されることがあります。
★児童館・児童センター　問合　犬山西児童センター（℡62-3041）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

子育て広場
　「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0歳から）と保護者

毎週㊊〜㊎（㊗除く）
10：00〜15：00

市内 7か所児童館・
児童センター 好きな遊びをしよう

パパも
　あそぼう

未就園の乳幼児と父親
（家族も大歓迎）

※ 8月はお休みです。
次回は 9月15日㊏10：30〜11：30　犬山西児童センターで行います。

★子育て支援センター　問合　さら・さくら つどいの広場（℡63-3817）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

すくすくタイム 生後 3か月〜 5か月の
子どもと保護者

※ 8月はお休みです。
次回は 9月12日㊌13：30〜14：30に行います。

にこにこタイム 未就園の多胎児と保護者
多胎児妊婦

8月 1日㊌
10：30〜11：30

市民健康館　
さら・さくら

親子遊び・情報交換

さくらっこ
　ひよこ

6か月〜 1歳未満の
子どもと保護者

8月10日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊び・
お話・

さくらっこ
　あひる

1歳〜 1歳 6か月の
子どもと保護者

8月24日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊び・
歯磨き講座

わくわくっこ
コアラ・カンガルー

※ 8月はお休みです。
コアラ（ 1歳 6か月〜 2歳 6か月）は 9月20日㊍、カンガルー（ 2歳 7か月〜就園前）は
10月18日㊍に行います。

★相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日（㊐・㊊・㊗・健康館休館日除く） 9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜15：00） さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）

毎日（㊏・㊐・㊗除く） 9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜15：00）

犬山市子育て支援センター（℡61-7533）
城東第 2子育て支援センター（℡62-5677）

家庭児童 毎日（㊐・㊗除く） 9：00〜16：00 家庭児童相談室　（℡62-4300）

利用者支援 毎日（㊏・㊐・㊗除く） 8：30〜17：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などを行います。 子ども未来課（℡44-0324）

発達支援
（要予約）

8月 6日㊊、23日㊍　　 3歳児〜中学生
① 9：15〜　②10：45〜　③13：00〜　④14：30〜　 子ども未来センター（℡61-1295）

8 月の子育て支援事業

ベビワン！訪問
（babyに会いたいワン！事業）

　赤ちゃんが生まれたすべての家庭に、生後 4か月くらいまでの間に、地域
の主任児童委員が訪問します。子育てや地域の情報などについて気軽に相談
してください。
※保健師・助産師・看護師などが訪問する場合もあります。
問合　保健センター（℡61-1176）

子 育 て

世界に平和の鐘の
音を響かせよう

　今年も 8月 6日がやってきま
す。ヒロシマに原爆がおちた日が
やってきます。平和の鐘の音を響
かせる日がやってきます。今年も
寂光院さんの協力で平和と核兵器
廃絶の思いをこめ、鐘つきを行い
ます。多くの皆さんの参加をお待
ちしています。
日時　 8月 6日㊊ 8：00集合
場所　継鹿尾山寂光院
問合　原水爆禁止犬山市協議会
　　　（上坂町 4 -199 民主会館内
　　　℡61-2928）

シニアのための
スマートフォン講座

　一日で完結（連続講座ではあり
ません）。スマホお貸しします。
日時　 8月 6日㊊・20日㊊・27日

㊊10：00〜15：00
　　　（昼休憩 1時間含む）
場所　福祉会館
対象　シニア限定（年齢不問です

が前向きに生きようとする
人）

定員　先着15人
費用　2,000円（テキスト代含む）
申込・問合　まちかどボランティ

アセンター犬山　酒井（℡
090-8470-2821）

第11回夏休みこども
カルチャー講座

　 2日間で26の楽しい＆学べる講
座を開講。スポーツ・実験・工

作・表現・文化・プログラミング
などいろいろな体験ができます。
詳細はブログ（http：//ameblo.
jp/kodomo-support-tokai/）や
フェイスブックを見てください。
期間　 8月18日㊏・19日㊐
会場　南部公民館など
対象　小学生以上（親子や幼児も

参加可の講座あり）
費用　各講座100円〜
申込　 8月 4日㊏ 9：30から南部

公民館南展示室 1で事前受
け付け（先着順）

※空きがあれば当日先着で受付
問合　NPO法人こどもサポートク

ラブ東海　山田（Eメール�
info.kodomo.sct＠gmail.
com　℡080-9503-8486）

女性の会　書道部
作品展

日時　 8月20日㊊〜 9月 3日㊊
　　　�8：30〜17：00（初日は10：

00から、最終日は16：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
内容　書道作品展示
問合　玉置（℡61-2509）

フラダンス
無料体験会

　忙しい毎日、日常と離れた自分
の時間をフラダンスで楽しんでみ
ては。（体験は事前要問い合わせ）
●エンジョイ　フラサークル
日時　毎月第 1・ 2・ 3㊏
　　　10：00〜11：00
場所　犬山南地区学習等供用施設
●フラサークル　レイ・レフア
日時　毎月第 1・ 2・ 3㊋
　　　13：30〜15：00
場所　楽田地区学習等供用施設
【共通】
対象　女性ならどなたでも
持物　タオル、飲み物
※動きやすい服装で。
申込　藤津（℡090-7679-0044）

平成31年
犬山午未会合同厄祭

　昭和53年4月2日から昭和54年4
月1日までに生まれた人で、犬山・
城東地区の小中学校を卒業した人
を対象として、合同で厄祓

ばら

いを行
います。何十年も前から続くこの
地域の伝統を、私たちの世代も引
き継ぎます。多くの参加を待って
います。
〈主な行事〉
●10月初旬頃
犬山午未会の発足等を承認するた
めの設立総会
●平成31年1月26日㊏
針綱神社で「合同厄祓い」、名鉄
犬山ホテル（予定）で「記念式典」
および「祝賀会」
●平成31年4月7日㊐
犬山祭において「行

ぎょう

粧
しょう

式」
問合　事務局後藤
　　　（Eメール�umami_kai2019

＠yahoo.co.jp）

「ぞうれっしゃが
やってきた」を一緒
に歌いませんか

　今年の犬山ピースフェスタは
「平和の大切さを伝えよう！〜絵
本『ぞうれっしゃがやってきた』
を通して〜」をテーマに10月20日
㊏フロイデホールで開催します。
犬山少年少女合唱団と共に歌う人
（大人・子ども）を募集します。
練習日時　毎週㊏16：00〜
　　　（ 1時間程度）
場所　福祉会館　音楽室
申込・問合　氏名・電話番号・年齢・

歌のパートを記入してファッ
クスで第13回犬山ピース
フェスタ実行委員会　市職員
労働組合（Fax62-4141）か金
澤（Fax62-2352）へ

掲載を希望する人は、企画広報課広報・広聴担当へ。 9月15日号の締め切りは 8月 8日㊌。
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今年もお届け「涼と癒やし」
　今年も犬山駅コンコースに犬山焼の風鈴「犬山風
鈴」が飾り付けられています。駅西口に22個、駅東
口に10個が設置されています。
　風鈴はひとつひとつ形や音色が違うほか、今年は
紺色とピンク色の風鈴も追加されました。犬山を訪
れた人に、「涼と癒やし」をお届けします。

こども俳句教室
　 5月27日、市立図書館で「たのしく言葉あそび（こ
ども俳句教室）」が開催され15人が参加しました。こ
の教室は子どもたちが俳句に触れることで言葉を学
び、感性を磨き、想像力が豊かなものになっていく
ことを目的に開催しています。
　参加者はカードに書かれた季語がどの句に使われ
るのか当てるゲームなどで俳句に親しみ、最後に自
分で俳句を作り発表を行いました。

子ども大学で本格農業体験
　小中学生を対象とした自然や芸術などの体験講座
「犬山市子ども大学」に、今年度からJA愛知北の協
力のもと「農業学部」が設置されました。子どもた
ちが農業体験を通じて食と農の大切さを学んでいく
もので、 6月 9日の第 1回には11人が参加。肥料ま
きや備中鍬

くわ

を使った土起こし、畝作りなど学校の授
業ではできない本格的な農作業を体験後、さつまい
もと落花生の苗それぞれ約100株を定植しました。

第15回犬山踊
とう

芸
げい

祭
さい

　 6月 2日、 3日の 2日間、石作公園をメイン会場
とした市内 7か所で第15回犬山踊芸祭が開催されま
した。今回は中部地方を中心に100チームが参加。遠
くは高知県からの参加チームもありました。どのチー
ムも熱がこもった演舞を繰り広げ、観客たちは大き
な歓声と拍手を送っていました。
　大賞には名古屋市中区のチーム「kagura」（かぐ
ら）が受賞し、一昨年から 3連覇を達成しました。
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■各種相談コーナー（無料）
内　容 日　時 場　所

市 民 毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：00

市役所 1階　市民相談室
下記時間帯は手話通訳が利用できます
㊌㊎ 8：30〜16：00

行 政 8月24日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階　市民相談室

登 記 8月 8日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階　相談室②

不 動 産 取 引 8月21日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②

行 政 書 士 8月22日㊌　13：30〜15：30 市役所 2階　相談室②

弁 護 士 に よ る 法 律
（要予約）

9月 6日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 8月 2日㊍13：00から社会福祉協議会で
　予約受付先着 9人（電話受付のみ）

福祉会館相談室（℡62-2508）
　　　　　　　（℡61-2563）

心 配 ご と 8月 2日㊍　13：00〜15：00
8 月16日㊍　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

結 婚 毎週土曜日　毎月第 2水曜日
9：00〜12：00（受付11：30まで） 福祉会館相談室（℡62-6299）

ボ ラ ン テ ィ ア 毎週月曜日（㊗除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡62-6299）

身 体 障 害 者 8月 1日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 8月20日㊊　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

くらし自立サポートセンター
（生活困窮者相談）

毎週月〜金曜日（㊗年末年始は除く）
8：30〜17：15 福祉課相談室（℡44-0320）

発 達 支 援
（要予約）

8月 6日㊊・23日㊍　※ 3歳児〜中学生
① 9：00〜 ②10：45〜 ③13：00〜 ④14：30〜 子ども未来センター（℡61-1295）

ポ ル ト ガ ル 語
ス ペ イ ン 語
外 国 人

毎週金曜日　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

英語・中国語・タガログ語
外 国 人 8月 3日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

人 権 8月15日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

青少年の非行・いじめ 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜17：00 市役所 3階　文化スポーツ課　
青少年センター（℡44-0353）

児 童 生 徒 の
不 登 校 相 談 室 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜17：00 福祉会館内適応指導教室「ゆう・ゆう」

（℡63-0502）

家 庭 児 童 毎日（㊐・㊗除く）9：00〜16：00 福祉会館内家庭児童相談室（℡62-4300）

児 童 虐 待 に 関 す る
情 報 提 供

毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：15

子ども未来課（℡44-0322）
※電話（℡61-6288）は24時間対応です

ひ と り 親 自 立 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜16：00 子ども未来課（℡44-0323）

住 宅 相 談（要予約） 予約により決定（㊏・㊐・㊗年末年始は除く） 相談者宅など（予約により決定）
予約先：都市計画課（電話可℡44-0331）

弁 護 士 に よ る
消 費 生 活 法 律 8月17日㊎　13：00〜16：00 市役所 2階　204会議室

※予約は産業課（℡44-0340）

消 費 生 活 毎週月〜木曜日（㊗除く）
13：00〜17：00（受付16：30まで） 市役所 1階　相談室（℡44-0398）

労 働 8月15日㊌　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②
※予約は産業課（℡44-0340）

内 職 毎週火曜日（㊗除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

年 金
毎週火・金曜日（㊗除く）
9：30〜16：30

（12：00〜13：00休憩、受付16：00まで）

市役所 2階　相談室①
保険年金課年金担当で受付　※当日先着12人
年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年 金 出 張 相 談

9月27日㊍　10：00〜15：00（ 1 人30分間）
（12：00〜13：00休憩）
※ 9月18日㊋〜21日㊎　 8：30〜17：15に保険年
金課で予約受付先着16人（電話受付のみ）

市役所　会議室
※予約は保険年金課年金担当（℡44-0328）

オープンドアポリシー
（議会の市政相談）

原則��毎週水曜日　13：30〜16：30
（㊗・議会会期中は除く）

市役所 6階議長室
※開催日確認・予約受付は議事課（℡44-0307）

す。渋沢栄一は、「経済活動の進展
には、大きな欲望を抱くくらいの気
概が必要」としつつも、それが暴走
する危険性を指摘しています。

「論語と算
そろばん

盤」
　渋沢は、資本主義社会の構築にあ
たり、欲望の暴走に歯止めをかける
手段が必要として、「論語」の教え
を実業の世界に取り入れるべきと主
張しました。いわゆる「論語と算盤」
です。また渋沢は、「国の富をなす
根源は何かと言えば、社会の基本的
な道徳を基盤とした正しい素性の富
なのだ」とも言っています。

欲望の暴走
　現代社会では、「人を欺いても自
分や会社が儲

もう

かればよい」との考え
で、欲望の暴走による事件やトラブ
ルが多発しています。こうした傾向
は、経済の分野だけでなく、政治や
行政の分野でも表面化しており、「人
を欺いても自分の面

めん

子
つ

や立場が守れ
ればよい」との考えで、逃げる・隠
す・ごまかすなど、公の意識の劣化
とも取れるような事件も起きていま
す。渋沢が懸念した欲望の暴走が、
現実のものとなっているのかもしれ

ません。

倫理観
　欲望が暴走すると、最悪のケース
として戦争に発展し、たとえ戦争に
至らなくとも、違った形の争い事と
なって、犠牲者を生むことにもなり
かねません。戦後民主主義の自由な
社会において、また近年の情報化・
グローバル化の時代において、健全
かつ持続的な繁栄を目指すために
は、政治も経済も、欲望の暴走に歯
止めをかける倫理観が、特に重要と
なります。私たち一人一人が、倫理
の学びと実践に、積極的な姿勢での
ぞむことが不可欠です。

振り返れば未来
　戦後73年、また明治150年にあた
り、欲望の暴走が社会崩壊への暴走
とならないよう、日本の資本主義の
父である渋沢栄一の主張をあらため
て振り返り、そこから未来へのヒン
トを見つけ出していけたらと思いま
す。過去の歴史や先人たちの努力と
向き合いながら、声なき声に耳を傾
け、平和で豊かな社会を築いていく
ために、未来に責任を果たしてまい
ります。

日本の近代化
　本年は、戦後73年目にあたると同
時に、明治元年から150年の節目に
あたります。この150年で我が国は、
世界的にも驚くほどのスピードで近
代化を進め、目覚ましい発展を遂げ
てきました。明治維新以降、政治、
産業、教育などの構造が抜本的に改
革され、国の基本的な形が築かれて
いきました。

資本主義の性質
　とりわけ産業分野において、日本
の資本主義の基礎を作り上げたのは
渋沢栄一です。資本主義や実業は、
金持ちになりたいとか利益を増やし
たいなど、人間の欲望をエンジンに
して、前に進んでいく性質がありま

戦後₇₃年にあたり思うこと

■休日（昼間）診療
○犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡62︲8100
　犬山市五郎丸東1-70（国道41号線「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）
　受付時間　  8：30〜11：30（診療は 9：00〜）
　　　 　　　13：30〜16：15（診療は14：00〜）

■救急医療の案内
○救急医療情報センター　℡81︲1133
　24時間365日体制で、電話で医療機関の案内を行っています。
○救急医療情報システム�　http://www．qq．pref．aichi．jp/
　インターネットで受診可能な医療機関を検索できます。（5か国語対応）

○小児救急電話相談　℡＃8000か、℡052︲₉62︲₉₉00
　夜間に医療相談が受けられます。受付／19：00〜翌朝 8：00

■休日（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00
と��き 病・医院名 電　話

8 月 5 日㊐
結ファミリークリニック�（楽田）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

68-3311
67-6868

8 月11日㊗
岡部医院� （犬山）
竹内皮膚科クリニック� （犬山）

62-7121
62-7511

8 月12日㊐
樹クリニック� （犬山）
たくや整形外科� （楽田）

62-3101
69-1800

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1000647.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

■休日歯科診療 診療時間�9：30〜11：30 

※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1002705.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

と��き 病・医院名 電　話

8 月 5 日㊐ 野田歯科医院� （犬山） 62︲7022

8 月11日㊗ 河田キャスタ歯科� （犬山） 0120︲131︲547

8 月12日㊐ 羽根西ファミリー歯科�（扶桑） 0587︲93︲7669

■犬山市の人口と世帯（ 7月 1日現在）
人口 74,375人 （－ 83人）
男 36,993人 （－ 72人）�
女 37,382人 （－ 11人）
世帯 31,040世帯 （＋ 355世帯）

（　 ）は前年同月との比較
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田島　奈生美

環
かん

太
た

ちゃん
平成29年6月生まれ

いつもにこにこ笑顔の
かんちゃん。

お兄ちゃんと仲良く
元気に大きくなぁれ。

紗
すず

帆
ほ

ちゃん
平成29年4月生まれ

明るく元気に
育ってね!!

慎
ま

紘
ひろ

ちゃん
平成29年6月生まれ

ますます
たくましくなあーれ!!

瑚
こ

夏
なつ

ちゃん
平成29年6月生まれ

いっぱい遊んで
笑って元気に

大きくなってね。

　 3月になると城下町では、夜ど
こからかお囃

はや

子
し

が聞こえてきま
す。寺内町でも犬山祭お囃子の練

習のため、小太鼓を包んだ風呂敷
を持ち、子どもとお母さんが会所
場に向かいます。
　そこへ笛や太鼓を指導してくれ
る若衆が集まります。初上がりの
子どもはドキドキです。
　でも会所場で何度も顔を合わ
せ、練習で祭りのルールを知り、
挨拶や礼儀などを若衆に自然な形
で教えてもらえます。楽しい御稽
古場になります。衣

い

裳
しょう

も揃
そろ

い、本
番いよいよ試楽の朝、車

や

山
ま

が町内
の場ならしを行い全員が集まった
所で、初上がりの子どもは手

て

子
こ

の
肩車でお披露目をします。
　「よろしゅう、おたのみもうし
ます」と立派な挨拶です。拍手喝
采の出発式です。二日間、早朝よ
り夜遅くまで子どもも大人も町内
全員で犬山祭を盛り上げます。こ
うしてお祭りが終わり、初上がり
の新一年生は、次の日からお祭り
で一緒に過ごした町内のお兄さ

ん、お姉さんに通学団で小学校へ
連れて行ってもらいます。もちろ
ん親も安心して見送れます。お祭
りを通して地域で子育てしていま
す。伝統ある犬山祭を男女年齢関
係なく町内に住んでいる人たちが
携わり継承していく大切さ、地域
社会を作り上げる人間にとって大
切な事を教えてもらえ、子どもが
役割を果たし、将来の担い手と
なってくれる事を願っています。
　来年の春には、孫が初上がりの
予定です。寺内町の皆さんに見守
られ元気に小学校に行ってくれる
事を願っています。

5

LOOK

犬山祭
（一社）犬山祭保存会

老
ろう

松
しょう

　寺
じ

内
ない

町
ちょう


