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犬山市ゆかりの幻の女性俳人「鈴木しづ子」

犬山焼体験教室（ 7月23日開催）
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犬山市ゆかりの幻の女性俳人   「鈴木しづ子」
　今年は、鈴木しづ子（本名　鈴木鎮子）が生誕し、100年（数え年）です。戦後の激動期、時代に翻

ほん

弄
ろう

されな
がらも、みずみずしい感性で詠んだ情熱的な句は、今もなお、色あせることなく新鮮な感動を与えてくれます。
当時ベストセラーとなった「春雷」「指環」の 2冊の句集を発行して忽

こつ

然
ぜん

と姿を消したしづ子。謎の多い俳人の
軌跡と、その業績を後世に伝えるために情熱を注ぐ人々を紹介します。

〜プロフィール〜
〇�大正 8年 6月 9日、東京都神田区において、父俊雄（魚屋
町出身）、母綾子の間の長女として生まれる。祖先は、成瀬
家の御殿医で、後に中本町に鈴木厚生医院を開業。

〇犬山北小学校に一時在学。
〇�東京の女学校卒業後、昭和15年、工作機械製作所に就職し、
社内の俳句部に入る。

〇�24歳の時に、師匠松村巨
きょ

湫
しゅう

が主宰する俳句誌「樹海」に句
を発表。

〇�昭和20年終戦。出征した婚約者が戦死、その後母綾子は病
死し、父俊雄は女と共に去る。

〇�昭和21年、第 1句集「春雷」を刊行し、俳壇に登場。その
後各務原市に移り、ダンサーとして生計を立てる。

〇�昭和26年、恋人であった駐留米国兵が朝鮮半島に出兵。妙
海寺（枝町）に母の墓を建立。

〇�昭和27年、第 2句集「指環」を刊行。恋人の米国兵の訃報（米
国で死亡）を受け取る。同年 9月25日付の大量投句を最後に、
33歳の時に失踪。現在もなお消息不明。

▲句集「指環」（1952年）より

▲犬山橋が見える河畔で（右端�しづ子）

鈴木しづ子代表作▶ （写真：川村蘭太氏提供）
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「しいちゃん（しづ子の愛称）は、 5年生か
6年生の頃、犬山北小学校に通っていました。
私より 1歳年上のお姉さん。背が高く、やさ
しく、長い黒髪が美しい少女でした。物静か
で、お話しすると気品がありました」

　俳句にいのちをかけたしづ子の業績を讃
たた

えるため、永津溢水会長、
松代天鬼副会長とともに、鈴木しづ子顕彰会を立ち上げました。初め
は、70句ほどの投句しかありませんでしたが、今では、全国から約
700句の投句があります。
　しづ子は、「ははの忌の棘美しき枳

き

殻
こく

かな」という句を残していま
す。枳殻とは、からたちの木のことで、犬山北小学校の庭にもからた
ちの木があります。犬山の情景を投影した句のひとつかもしれません。
　今年は、本大会をしづ子生誕百年祭として盛り上げていくため、東
海地区現代俳句協会の協賛を得て開催します。市民の皆様にも大勢参
加してもらえるとうれしいです。

日時　10月26日㊎13：00〜
会場　犬山国際観光センターフロイデ　 4階ホール
内容　表彰式、現代俳句協会　名誉顧問　宇多喜代子氏講演会
※講演会は、14：30から開催され、俳句を応募していない人も参加できます。
応募方法　 8月31日㊎（当日消印有効）までに規定の用紙（コピー可）または原稿用紙に必要事項（中央より右

側に①句②氏名（ふりがな）、中央より左側に③住所（郵便番号）④電話番号⑤結社名⑥大会出席有無）
を記入し鈴木しづ子顕彰会　いのちの俳句大会事務局�宮地瑛子（〒484-0894　大字羽黒字二日町57番地
　℡67-0325）へ

※ 3句までを 1組とし、 1組につき1,000円の投句料が必要です。何組でも可。雑詠のみ、詠題「犬」のみも可。
未発表作品に限ります。盗作、類似作、二重投句は入賞を取り消しとします。また投句後の作品の訂正、差し替
えはできません。
※定額小為替または現金（現金書留）と作品を同封し郵送してください。

▲伊藤はつ子さん（98歳）（下本町出身）

〜10年前から「鈴木しづ子　いのちの俳句大会」を主催〜
事務局　宮地瑛子さん（羽黒在住）

しづ子を後世に伝える「鈴木しづ子顕彰会」

　しづ子が幼少を過ごした犬山城下
町の今と昔を比較し、若者の視点か
ら魅力を発見して伝えるマップづく
りを進めています。
　10月中旬頃までに完成し、駅や市
内公共施設等で配布する予定です。
（経営学部・基礎演習Ⅰ山下ゼミ・
大曽ゼミ）

名古屋経済大学と顕彰会の連携による「犬山城下町今昔観光マップ」づくり

第10回　鈴木しづ子生誕百年祭いのちの俳句大会
戌年記念事業

特 集
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催 し

平成30年度さくら育成ボランティア養成講座
　市の花であるさくらを守り育てるために必要な知識と技術を学ぶ「さ
くら育成ボランティア養成講座」を開催します。
　桜の知識や剪

せん

定
てい

等の管理方法を学びませんか。
日程

回 日付 内容 場所

第 1回 9月19日㊌ 座学 犬山里山学センター

第 2回 10月 3 日㊌ 実技 塔野地（井堀用水）

第 3回 10月17日㊌ 実技 富岡新町（郷瀬川）

第 4回 11月 7 日㊌ 実技 富岡新町（郷瀬川）

第 5回 11月28日㊌ 実技および
修了証授与式 富士見橋周辺（五条川）

時間　13：00〜15：30（各日とも）　　講師　岐阜大学名誉教授　林進氏
定員　先着30人　　　　　　　　　　費用　無料
※全 5回講座のうち 3回以上の出席者には、「平成30年度さくら育成ボラ
ンティア養成講座修了証」を発行します。
申込・問合　 8月20日㊊から①住所②氏名③年齢④連絡先を環境課（℡

44-0345）へ

さくら工房
ミニ作品展

　さくら工房講師によるミニ作品
展を開催します。10月から開催す
るさくら工房後期教室で制作する
作品等を中心に展示しますので、
申し込みの参考にしてください。
日時　 8月29日㊌〜 9月 4日㊋
　　　 9：00〜21：00
　　　（最終日は14：00まで）
場所　楽田ふれあいセンター
問合　市民健康館（℡63-3800）

市老連
福祉推進事業部催事

●第26回歌謡発表会（観覧無料）
日時　 8月30日㊍ 9：30〜16：00
場所　南部公民館　講堂
定員　先着10人
費用　1,000円（お弁当付）
問合　市老連カラオケ部　若山
　　　（℡090-9915-1067）
●園芸・写真・陶芸部展示会
日時　 8月30日㊍ 9：30〜16：00
場所　南部公民館　展示室 1
費用　入場無料
問合　市老連（℡62-2508）

堀部邸　文化遺産塾
月
げ っ

津
し ん

塾
じゅく

　秋に開催される企画展の事前勉
強会。狛

こま

犬
いぬ

の写真を見ながら、そ
の見どころを解説します。
日時　 9月 9日㊐10：00〜
※11月 3 日㊗〜25日㊐には秋の企
画展「犬山の狛犬群像」を開催予
定です。
場所　木之下城伝承館・堀部邸
テーマ　「犬山の狛犬を切り取る」
講師　写真家　中野耕司氏
費用　500円

〈代表者会議〉○サッカー� 8 /22㊌19：30〜　エナジーサポートアリーナ（市体育館）
　　　　　　　○ソフトボール� 11/ 3 ㊗19：00〜　市勤労青少年ホーム
　　　　　　　○バスケットボール（小学生）� 11/24㊏19：30〜　エナジーサポートアリーナ（市体育館）
　　　　　　　○バスケットボール（一般女子）� 10/27㊏19：30〜　エナジーサポートアリーナ（市体育館）
　　　　　　　○バスケットボール（一般男子）� 12/ 9 ㊐19：30〜　エナジーサポートアリーナ（市体育館）

申込　不要
問合　木之下城伝承館・堀部邸　
　　　�（℡90-3744　㊊㊋休館　㊗

の場合翌平日休館）

さくら工房教室
作品展

日時　 9月 7日㊎〜 9日㊐
　　　10：00〜18：00
　　　（最終日は16：00まで）
場所　市民健康館
内容　受講生の作品を展示
問合　市民健康館（℡63-3800）

市民総合大学
敬道館公開講座

3 度のクビから現役27年〜星野監
督や野村監督と出会って〜
日時　 9月 8日㊏13：30〜15：00
　　　（13：00開場）

場所　市民文化会館
講師　スポーツコメンテーター
　　　山﨑武司氏

定員　先着300人
※未就学児は入場できません。
費用　大人1,000円
　　　中学生以下500円
※市民総合大学の受講生は無料
申込　 8月21日㊋から文化スポー

ツ課と市民文化会館でチ
ケットを販売します。

問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

平成30年度秋季市民大会 開催日程 問合　市体育協会
　　　（℡54-1016　市勤労青少年ホーム 1階）

事業名 開催日 会場 部門 参加料 申込期限 備考

クレー射撃
8/26㊐

関国際射撃場
スキート 1種目�200円

（当日）
当日
現地にて9/23㊗ トラップ

サッカー 8/26㊐〜
9/30㊐

羽黒中央公園(ハグスポ)
多目的スポーツ広場

一般男子Ａ
一般男子Ｂ(40歳以上)

1ﾁｰﾑ�4,000円
（体協事務局） 8/19㊐ 雨天決行

ソフトテニス
9/15㊏

山の田公園
テニスコート

中学生(男・女)
中学校(団体）� 無料 - 雨天予備日

9/22㊏

10/7㊐ 一般(1部・2部) 1組�400円
(当日) 9/30㊐ 雨天予備日

10/28㊐

弓道 9/16㊐ 市弓道場 一般(男・女)��　　　　
学生(男・女)��

1人�200円
(当日) 9/9㊐

卓球 9/23㊗ エナジーサポート
アリーナ（市体育館）

一般・ベテラン(男・女)� 1人�200円
（当日）

9/16㊐
中学2年(男・女)��
中学1年(男・女) 無料

バウンド
テニス 9/29㊏ エナジーサポート

アリーナ（市体育館） 一般ダブルス 1人�300円
(当日) 9/23㊗

バドミントン 9/30㊐ エナジーサポート
アリーナ（市体育館）

一般ダブルス男子
1部・2部
一般ダブルス女子
1部・2部・3部

1人�600円
(当日) 9/23㊗

テニス 10/14㊐ 山の田公園テニスコート 一般・壮年ダブルス
(男・女)

1組�1,000円
（当日） 10/7㊐ 雨天予備日

10/21㊐

剣道 10/20㊏ 市武道館�剣道場 小学生(低学年・高学年)�
中学生(男・女) 無料 10/14㊐ 　

ハイキング 10/21㊐ 馬籠〜妻籠 一般 1人�4,000円
（体協事務局）

9/16㊐
9：00から受付 定員40人

バレーボール 10/28㊐ エナジーサポート
アリーナ（市体育館）

一般女子1部・2部
一般男子

1ﾁｰﾑ�3,000円
(当日) 10/14㊐

ソフトボール
10/27㊏ 山の田公園

エナジーサポート(株)
グラウンド

中学生女子 無料 10/21㊐ 雨天予備日
12/8㊏

11/11･18㊐ 一般男子 1ﾁｰﾑ�4,000円
（体協事務局） 10/28㊐ 雨天予備日

11/25㊐

グラウンド・
ゴルフ 11/24㊏ 木曽川犬山緑地

多目的グラウンド

ゴールド(男・女)
シルバー(男・女)
ブロンズ(男・女)����

1人�500円
（体協事務局） 11/4㊐ 雨天予備日

11/26㊊

ゴルフ 12/10㊊ 犬山カンツリー倶楽部 一般、シニア・
レディース

1人�200円
（当日） 11/18㊐〜当日 プレー代実費

バスケット
ボール

12/9㊐
エナジーサポート
アリーナ（市体育館）

小学生(男・女) 無料 11/4㊐

1/12㊏ 中学生(男・女) 無料 -

12/23㊗ 一般男子 1人�200円
（体協事務局）

11/25㊐

11/4㊐ 村田機械(株)体育館 一般女子 9/30㊐

水泳 1/14㊗ フロイデプール 各種目競泳25m 500円+1種目
200円(当日) 11/25㊐

スキー 1/27㊐ モンデウス飛騨
位山スノーパーク

男子(�60歳以上・50歳以上・
　　　40歳以上・40歳未満)
女子　スノーボード
　　　ジュニア(男・女)

1人�1,000円
（当日） 1/4㊎〜18㊎
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募 集 平成30年度さくら工房後期（10月〜3月）受講生
対象�　どなたでも申し込みできます。ただし希望者が定員を超える場合は①市内の人②初めて受講する人③本年

度65歳以上の人の優先順位で決定します（同一条件で定員超の場合は抽選を行います）。
　　　結果は、はがきで 9月下旬に通知します。
受講時間　 9：30〜11：30
　　　　　※犬山焼（後藤教室）・ろくろ専科教室　10：00〜12：00、後藤夜間A・B教室　19：00〜21：00
その他　　◎受講料は10回分の金額です。（生け花教室のみ 6回分）
　　　　　◎受講料に★マークのついた 4教室は、材料費が別途必要です。
　　　　　◎市外の人の受講料は、プラス2,000円です。
　　　　　◎応募人数が少数だった場合、その教室をとりやめることがあります。
　　　　　◎コミュニティバスを利用する人は、問い合わせてください。
　　　　　◎行事・天候等の都合により、受講日を変更する場合があります。
申込・問合　 9月 3日㊊〜10日㊊に市民健康館（℡63-3800、㊏㊐除く 8：30〜17：00）へ

教室名 内容 定員 受講料 開催日

犬
山
焼
陶
芸

尾関教室
犬山焼の窯元による陶芸を基礎から学ぶ教室で
す。手ひねりからろくろまで幅広く学べます。
（湯のみ・茶わん・花器など）

12
9,000

第 1・3 ㊋10月 2 日〜

後藤教室 第 2・4㊋10月 9 日〜

尾関(金曜)教室 第 1・3㊎10月 5 日〜

後藤夜間A教室
就労者向けの夜間陶芸教室です。

第 1・3㊌10月 3 日〜

後藤夜間B教室 第 2・4㊌10月10日〜

ろくろ専科教室 ろくろを使用した陶芸教室です。 10 第 1・3 ㊏10月 6 日〜

レザークラフト教室
（革細工）

革をカットした後、染色、縫合し、めがねケー
ス・キーホルダーなどを制作します。

12

8,000

第 1・3 ㊋10月 2 日〜

絞り染物教室 草木染でハンカチ・テーブルセンターなどを制
作します。 第 1・3㊍10月 4 日〜

ステンドグラス教室 光を通して色ガラスが輝く写真立て・パネルな
どを制作します。 10 第 2・4 ㊎10月12日〜

トールペイント教室 身近な小物にペイント装飾を施し、オリジナル
作品を制作します。

12

第 1・3 ㊌10月17日〜
（10月のみ第 5㊌）

デコパージュ教室 好みの絵柄を貼ったり色付けしたりして小物や
壁掛けなどを制作します。 第 2・4㊍10月11日〜

おもちゃの科学教室 おもちゃの制作を通して、おもちゃの不思議に
ふれてみましょう。

★2,000

第 2・4 ㊋10月 9 日〜

生け花教室 季節の花を通じて癒やしの心を持ち、楽しみな
がら生けましょう。 10

10月 5 日㊎、11月16日㊎、
12月21日㊎、1月18日㊎、
2月15日㊎、3月 8日㊎

刺しゅう教室
（戸塚刺しゅう）

小物や布に刺しゅうを施し、オリジナル作品を
制作します。 12 第 2・4 ㊍10月11日〜

切り絵教室 図案を切り抜き、色紙で裏打ちした壁掛け色紙
を制作します。 15 2,500 第 1・3 ㊍10月 4 日〜

アートフラワー教室 布の花を組み合わせて壁掛けや飾り花などを制
作します。

12

8,000

第 1・3 ㊎10月 5 日〜

マクラメ教室 ひもを指で結びながらバッグ・タペストリーな
どを制作します。 第 2・4㊎10月12日〜

カリグラフィー教室
（西洋書道）

美しいアルファベットで季節のカードなどを制
作します。 第 1・3㊌10月 3 日〜

絵てがみ教室 はがき大の大きさの紙に、心のこもった絵と文
で気持ちを伝えます。 4,000 第 1・3 ㊋10月 2 日〜

つるし飾り教室 押絵、つまみ細工、パッチワーク技法を総合し
てつるし飾りを制作します。 ★2,000 第 2・4 ㊏10月13日〜

平成30年度フィットネス「フロイデ」スイミングスクール
後期（10月〜3月）受講生

募集クラス（全20回）

クラス 曜日 時間 定員 対象者 内容

ベビー ㊋・㊎ 11：00〜12：00 各22組
満 6か月〜 3歳

＊子供 1人につき保護者
1人参加が必要

親子でコミュニケーショ
ンを図りながら水慣れを
します。

ジュニア
※年少児
　〜小学 6年生

㊋〜㊎

15：30〜16：30 各25人 3 歳（年少児）〜年長児

四泳法を身につけること
を目標とします。レベル
に応じてグループに分か
れて実施します。 3か月
に 1度、進級試験を実施
します。

16：30〜17：30
各50人

4 歳（年中児）〜小学生

17：30〜18：30 小学生のみ

㊏

10：30〜11：30

各30人

小学生のみ

11：30〜12：30
3 歳（年少児）
〜小学 3年生

＊当スクール進級基準
6級（クロール25m合格者）

まで
14：00〜15：00

15：00〜16：00 小学生のみ

成人

㊌ 11：00〜12：00 30人 満18歳以上
（初・中・上級）

各泳法を身につけること
を目標とします。人数や
レベルに応じてグループ
に分かれて実施します。

㊌

19：30〜20：30 各20人

満18歳以上（中級）
2種目以上各25m泳げる人
で 4泳法を目指す人

㊍
満18歳以上（初級）
クロール・背泳ぎ25mを

目指す人

体力増進
㊋ 13：30〜14：30

各20人

満18歳以上

水中でウォーキングや道
具などを使って運動し、
健康維持・向上につなげ
ます。㊍ 11：00〜12：00

ソフトスイム ㊍ 13：30〜14：30 20人
ゆっくりしたペースで泳
ぎを覚え、健康増進につ
なげます。

受講料　口座振替で毎月 6日に4,320円（現金での会費の納入はできません）
申込　 8月17日㊎〜28日㊋にスイミングスクール受講申込書（フィットネス「フロイデ」受付にあります）に記

入し、フィットネス受付に提出してください（電話での申し込み不可）。
申込人数発表　 8月30日㊍に市ホームページ、フィットネス受付で発表します（電話での問い合わせ不可）。
希望クラス変更期間　 8月30日㊍〜31日㊎19：00まで（提出されている希望クラス変更のみの受け付け、電話で

の変更不可）
公開抽選　申し込みが定員を超えるクラスは、 9月 1日㊏ 9：00よりフィットネス受付で公開抽選を行います。
結果発表�　 9月 1日㊏にフィットネス受付で行います。市ホームページで、 9月 4日㊋までに発表します。受講

が決まった人は、 9月 1日㊏から 9日㊐18：00までに必ずフィットネス受付へ来てください。
※初めて受講する人は手続きのため、 9月 8日㊏から16日㊐18：00までに、会費 2か月分（4,320円× 2）と、口
座振替を行う金融機関の「通帳」と「届出印」を持参してください。ベビー、ジュニアクラスは必ず保護者が手
続きしてください。
問合　犬山国際観光センター　フィットネス「フロイデ」（℡61-7272）へ
　　　（第 2・ 4㊊休館、㊊〜㊏　10：00〜21：30　㊐10：00〜19：00）
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羽毛ふとんの資源回収にご協力ください
　市では、ごみ減量とリサイクル推進のため、羽毛ふとんの資源回収を
始めました。羽毛ふとんを粗大ごみとして廃棄する場合は処理手数料が
必要ですが、ダウン率50％以上の羽毛ふとんを次の施設に持ち込んだ場
合は、無料で回収します。
回収場所・受付時間
　①環境課、各出張所　平日 8：30〜17：15
　②わん丸エコステーション（都市美化センター内）
　　平日　 8：30〜12：00、13：00〜15：30
　　㊏（㊗除く）　 8：30〜11：30
　③わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）
　　毎月第 2㊐　13：00〜16：00
回収対象
　資源回収可能な羽毛ふとんは、ダウン率50％以上のものです。ダウン
率が50％未満のものは回収できませんので、これまでどおり粗大ごみ
（50cm未満に切れば可燃ごみ）として廃棄してください。
※雨天時は濡らさないようにして持ってきてください。
問合　環境課（℡44-0344）

●ダウン率の確かめ方

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「防災とお口のケア」
　 9月 1日は防災の日です。
　被害が甚大な災害時には、食料
や水、毛布などの必需品が求めら
れます。そして「 1日や 2日、歯
をみがかなくても大丈夫（それく
らいは我慢できる）」と思われが
ちです。しかし「気持ちが悪い」
という気分的なこと以外に、口の
中を衛生的に保つことには重要な
意味があります。災害時の口の中
のケアは、歯の健康のためだけで
はありません。水がない、少ない
などの状況で、口の中のケアが不
十分になると、細菌が繁殖し身体
の健康にさまざまな影響を及ぼす
可能性があります。特に抵抗力の
弱い高齢者は注意が必要です。
　最近は水がなくても口の中を
さっぱりすることができる液体歯
みがき（デンタルリンス）も増え
てきました。口に含んで口全体に
いきわたらせた後、歯みがきをす
るものです。水で薄めることなく
使えるので、防災グッズに適して
いると思われます。災害時の備え
に歯ブラシとともにこういったも
のを備えてもよいと思います。

有期雇用派遣で
働く人へ

　派遣労働者の人は、同じ派遣先
の同じ「課」などで 3年を超えて
働くことはできません（無期雇用
されている場合や60歳以上の場合
などはこの期間制限の対象外で
す）。同じ「課」などに継続して
3年派遣される見込みとなった場
合、派遣会社から雇用の安定を図
るための措置を受けることが可能
です。
問合　愛知労働局　需給調整事業

部　特別相談窓口
　　　（℡052-219-5587）

固定資産評価審査
委員会委員を選任

　固定資産評価審査委員に杤本正
樹氏が選任されました。新しい任
期は、 7月10日から 3年間です。
　固定資産評価審査委員会は、固
定資産課税台帳に登録された価格
に関する不服の審査決定をする機
関です。

子どもの人権110番
強化週間

　いじめ・虐待など、子どもの人
権に関わる悩みごと、心配ごとな
どの相談に応じます。相談内容の
秘密は固く守られますので、ひと
りで悩まず、気軽に相談してくだ
さい。
日時　 8月29日㊌〜 9月 4日㊋
　　　 8：30〜19：00
※ 9 月 1 日㊏、 2日㊐は10：00〜
17：00
●相談専用電話
　「子どもの人権110番」
　70120-007-110
問合　名古屋法務局人権擁護部
（℡052-952-8111　内線1483）

消費者トラブルに
気をつけて

フリマサービスを利用する際は慎
重に
　フリマアプリで新品と書かれて
いたドライヤーを購入し、代金
5,000円をフリマアプリ運営事業
者に支払った。しかし、届いた商
品は新品ではなく、電源ボタンも
壊れていた。運営事業者にメール
で問い合わせたところ「アプリの
メッセージ交換機能であなたと出
品者とで連絡が取れているので、
出品者と話し合って」と言われた。
出品者が「返品を受けるので、先
に評価をしてほしい」と言ってき
たので、評価をすると一切連絡が
取れなくなってしまった。

（高校生　女性）
アドバイス
　フリマアプリ等のフリマサービ
スでの商品売買は、個人間取引で
す。トラブルは、当事者間で解決
を図るように求められていること

を理解して利用しましょう。商品
到着後に購入者が出品者を「評価」
することで、自分が支払った代金
が運営事業者から出品者に振り込
まれるシステムになっていること
もあります。商品の到着前や届い
た商品に納得する前に「評価」す
ると、代金だけ支払われて出品者
と連絡が取れなくなるケースもあ
ります。利用規約をよく理解して
慎重に取引を行いましょう。困っ
たときは早めに相談してください。

●犬山市消費生活センター
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受付は16：30まで）
場所　市役所 1階相談室
　　　（℡44-0398）
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊎　 9：00〜16：30
　　　㊏・㊐　 9：00〜16：00
問合　℡052-962-0999
●犬山市消費生活法律相談
日時　第 3㊎（㊗休）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

キケン！
道路にはみ出した
枝やモノ

　私有地の生け垣等の枝が道路に
はみ出したり、プランターや鉄板
等が道路側溝上に置いてあると、
歩行者や車の通行に支障が生じた
り、交通標識等が見えにくくなる
場合があります。また塀が道路側
に傾くと、道路へ倒壊し事故等の
恐れがあり、大変危険です。
　このような場合、市は現場の状

無料相談窓口

況を確認し、樹木等の所有者に枝
の剪定（せんてい）や占用物（モ
ノ）の撤去をお願いすることがあ
りますが、皆さんも自宅の樹木や
塀などの周りを点検し、道路上に
はみ出さないよう手入れや修繕を
お願いします。

　市では、道路交通の安全を確保
するため、市道の維持管理に努め
ています。
問合　土木管理課（℡44-0334）

手話等
意思疎通手段の
学習会に講師を派遣

　県では、団体や企業等で、聴覚
障害者とのコミュニケーション方
法について以下のような学習会を
開催する際に、講師を無料で派遣
しています。
●�職場やお店などで聴覚障害者と
どのようにコミュニケーション
をとればいいか知りたい

●�団体やサークルで、手話や聴覚
障害について学びたい

●�大学や専門学校などで「手話言
語とは？」「聴覚障害とは？」
等の講習会を開きたい

対象　手話等の障害者との意思疎
通手段を学習、習得するため
に研修会等を実施する県内
に住所を有する団体や企業

申込・問合　手話講師等派遣申請
書（「あいち聴覚障害者セ
ンター」または「愛知県障
害福祉課（県民のみなさま
へ）」のホームページから
ダウンロードできます。）
をあいち聴覚障害者セン
ター（℡052-228-6660　Fax
052-221-8663）へ

羽毛ふとんの品質表示を
確かめてください。
ダウン○○％、フェザー
○○％といった表示があ
りますので、ダウンが
50％以上のものが回収の
対象となります。品質表
示がない、文字が薄く
なって読み取れないなど
の場合は、回収場所に相
談してください。

杤本正樹氏

表地 ナイロン 100%
裏地 ナイロン 100%
中わた ダウン　 90%

フェザー 10%

駐車料金の変更
　キャッスルパーキングは、 9月
1日㊏から駐車料金が次のとおり
になります。
入庫時間　 8：30〜21：00
　　　　　（出庫は24時間可）
※㊏㊐㊗、 1月 2日および 3日の
入庫開始時間は 8：00からです。
利用料金　普通車　300円/時間
　　　　　（ 1日最大料金1,800円）
　　　　　大型車　1,000円/時間
問合　観光交流課（℡44-0342）
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献血および
骨髄バンクドナー
登録

　献血および骨髄バンクドナー登
録会を実施します。
日付　 8月22日㊌
場所　市役所 1階市民プラザ
●400ml献血
時間　 9：30〜12：00
対象　18〜69歳の健康な人
　　　�（65歳以上は60〜64歳の間

に献血経験がある人）
※今回200ml献血は実施しません。
問合　福祉課（℡44-0320）
●骨髄バンクドナー登録
　登録ができるのは、18歳から54
歳までの健康な人で、体重が男性
は45㎏以上、女性は40kg以上で
あり、骨髄等の提供内容を十分に
理解している人です。
　あなたの登録が患者さんにとっ
て、大きな希望となります。
時間　 9：30〜11：30
申込　事前予約可（当日も受け付

けします）

9 月の各種無料健康相談ガイド

体力に自信がない人
のための筋力
トレーニングルーム

　最近体力がなくなったと感じて
いる人、いつまでも元気で過ごす
ために筋力を維持したいという人
向けの教室です。
　椅子やボールを使用した自宅で
もできる筋力トレーニング方法を
仲間とともに学び、失っていた筋
力を取り戻しませんか。
日時　第 1回 9月26日㊌
　　　第 2回10月 3 日㊌
　　　第 3回10月10日㊌
　　　第 4回10月17日㊌
　　　第 5回10月24日㊌
　　　第 6回10月31日㊌
　　　第 7回11月14日㊌
　　　第 8回11月21日㊌
　　　第 9回11月28日㊌
　　　第10回12月 5 日㊌
　　　10：00〜11：30
※第 1回と第 9回は参加者の体力
をみるために体力チェックを行い
ます。
場所　市民健康館
講師　健康運動指導士等
対象　65歳以上で要支援・要介護

認定を受けていない人（過
去に同講座を受けたことの
ない人）

定員　先着25人
費用　2,000円（初回に集金）
持物　健康手帳、室内用運動靴、

水分補給用飲み物
※動きやすい服装で来てください。
申込・問合　 8月27日㊊から市民

健康館（℡63-3800）へ（電
話可）

相談 日時・場所 内容 担当

①いきいき
　健康相談

随時
市民健康館

心と体に関する相
談や家族の健康に
関する相談など

保健師
看護師

②栄養士による
　栄養相談

随時
市民健康館 栄養に関する相談 管理栄養士

③�歯科衛生士に
よる歯科相談

随時
保健センター 歯科に関する相談 歯科衛生士

④おくすり
　なんでも
　相談

19日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

くすりに関する
相談

犬山薬局
薬剤師
江畑容子氏

⑤アルコール
　相談

8日㊏
10：00〜15：00
市民健康館

飲酒に関する
悩み相談 断酒会会員

申込　①〜③については要予約（相談は 1人15分程度）
問合　①②④⑤市民健康館（℡63-3800）
　　　③保健センター（℡61-1176）

平成31年度
市内私立幼稚園
園児募集
幼稚園 問合

杉の子幼稚園 ℡61-1077

名古屋経済大学
附属市邨幼稚園 ℡67-0622

光明幼稚園 ℡61-0249

光明第二幼稚園 ℡67-2323

願書配布　 9月 3日㊊〜
入園受付　10月 1 日㊊〜
※願書配布および入園受付は各園
で行います。
※詳細は、各私立幼稚園へ問い合
わせてください。

健康体力チェックと
運動処方

　「体力が落ちてきたな」と感じ
ることはありませんか？現在の体
力をチェックしましょう。健康運
動指導士が効果的な運動方法をア
ドバイスします。
日時　 9月12日㊌10：00〜11：30
場所　市民健康館
内容　握力測定、長座体前屈など

の体力測定
※年齢や体調によりチェック項目
が異なります。
※運動できる服装で来てください。
費用　無料
持物　健康手帳、室内履き運動靴、

過去に受けたことのある人
は体力チェック表

申込・問合　 8月29日㊌から市民
健康館（℡63-3800）へ

各種健診（検診）
歯科健診を含むミニ健康診査
　年に 1回は健診を受けて自分の
健康管理に役立てましょう。
内容　身体測定、血液検査、尿検

査、医師の診察、歯科健診
など

※希望者のみ骨密度チェック
対象　健診を受ける機会のない今

年度中18歳〜39歳になる市
民（昭和54年 4 月 1 日生〜
平成13年 3 月31日生）

※妊娠中の人は妊婦健診を利用し
てください。
費用　1,500円　（骨密度チェック

別途300円）

日時（受付） 定員 場所

9 月13日㊍
（ 9：00〜10：15） 60 保健センター

9月20日㊍
（ 9：00〜11：15） 100

市民健康館
10月18日㊍
（ 9：00〜10：45） 80

乳がん検診
費用　1,000円
※市国民健康保険加入の人は半額。
※今年度中に41歳になる人は無料
（対象者には 5月下旬に無料クー
ポンを送付しています）
●超音波（エコー）検診
対象　今年度中に30歳〜39歳にな

る市民（昭和54年 4 月 1 日
生〜平成元年 3月31日生）

日時（受付） 定員 場所

9 月13日㊍
（13：15〜14：45） 30 保健センター

9月19日㊌
（ 8：45〜10：45） 40

市民健康館

9月28日㊎
（ 8：45〜14：15） 60

9 月30日㊐
（ 8：45〜10：45） 40

10月18日㊍
（13：15〜14：45） 30

●X線（マンモグラフィ）検診
　（ 2年に 1回）
対象　今年度中に40歳以上になる

市民（昭和54年 3 月31日以
前生）

日時（受付） 定員 場所

10月 5 日㊎
（ 8：45〜10：45） 50

市民健康館
10月16日㊋
（13：15〜14：15） 30

子宮頸がん検診（ 2年に 1回）
対象　今年度中に20歳以上になる

市民（平成11年 3 月31日以
前生）

※妊娠中の人は妊婦健診で受診し
てください。
費用　600円
※市国民健康保険加入の人は半額。
※今年度中に21歳になる人は無料
（対象者には 5月下旬に無料クー
ポンを送付しています）

日時（受付） 定員 場所

9 月20日㊍
（13：20〜14：00）

各70 市民健康館9月30日㊐
（13：20〜14：00）

10月16日㊋
（ 9：20〜10：00）

〈申込共通事項〉
日時　 9月 3日㊊10：00〜11：30
　 　 9月 4日㊋18：30〜19：30
場所　市民健康館
持物　健康手帳、健康保険証
※電話での申し込みはできませ
ん。家族のみ代理申し込み可能で
す。健（検）診時間は申し込み順
となり、指定はできません。
※定員に満たない場合は、 9月 5
日㊌ 8：30より随時受け付けしま
す（電話申し込み不可、㊏㊐㊗除
く）。
問合　市民健康館（℡63-3800）

問合　愛知県江南保健所
　　　環境・食品安全課
　　　（℡0587-56-2157）

歯科なんでも相談
　市民健康館において無料かつ予
約不要で、市内の歯科医師に気軽
に相談できる歯科相談を実施して
います。
日時　 8月30日㊍13：30〜15：00
場所　市民健康館
医師　石原歯科医院　石原朗氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康なんでも相談
　毎月、市民健康館において無料
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31日㊎13：30〜15：00
場所　市民健康館
医師　松村クリニック
　　　上田貴世氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）
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確認しましょう！
災害のときに避難するところ保 存 版

　地震、水害、土砂災害・・・。日本各地でさまざまな災害が発生しています。犬山市においても災害はいつ起
こるか分かりません。いま一度、避難先を確認しましょう。
　平成23年 3 月11日に発生した東日本大震災では、避難所に避難したけれど津波により亡くなられた方がいまし
た。その教訓により災害対策基本法が改正され、災害が発生したらまず命を守るために逃げる場所として「指定
緊急避難場所」を、災害によって自宅での生活ができない場合に生活を送る場所として「指定避難所」を、それ
ぞれ指定することが市に義務付けられました。

●指定緊急避難場所（にげるところ）
　指定緊急避難場所とは、災害が発生した時に最初に避難する場所です。災害ごとに建物や広い場所を指定して
います。どの災害が起こったら、どこに避難すればよいか、確認しましょう。

・指定緊急避難場所のうち、学校施設の「たてもの」は体育館、「ひろば」はグラウンドとなります。
・（※）は、木曽川氾濫の危険性がある場合は開設しません。
・すべての指定緊急避難場所が一斉に開設されるわけではありません。
・不足する場合は、段階的に城東中学校、表に載っていない子ども未来園を開設します。

●指定避難所（生活するところ）
　指定避難所とは、災害発生後に、自宅の損壊や、水害、がけ崩れ等の危険のため自宅で生活ができない場合に、
一定期間生活するための場所です。小中学校の体育館やその他の公共施設等を指定しています。

・すべての指定避難所が一斉に開設されるわけでは
　ありません。

問合　地域安全課（℡44-0346）

地区 施設名 住　所

対応する災害の種別
洪　　水
内水氾濫 土砂災害 地震 大規模

火　災
たてもの ひろば

犬山

犬山北小学校 大字犬山字北古券2 ○ ○ ○ ○

犬山高等学校 大字犬山字北首塚2 ○ ○ ○ ○

犬山国際観光センターフロイデ 松本町四丁目21 ○ ○ ― ―

福祉会館 大字犬山字北古券2 ○ ○ ― ―

丸山地区学習等供用施設 大字犬山字中ノ宮43-1 ○ ○ ― ―

内田老人憩の家 大字犬山字大門先18 ○（※） ○ ― ―

石作公園 松本町四丁目89 ― ― ○ ○

内田防災公園 大字犬山字三反田1-1 ― ― ○ ○

犬山南小学校 大字橋爪字末友28 ○ ○ ○ ○

村田機械（株）体育館 大字橋爪字中島2 ○ ○ ― ―

村田機械（株）運動場 大字橋爪字中島2 ― ― ○ ○

南老人福祉センター 大字橋爪字巾屋敷56-1 ○ ○ ― ―

五郎丸老人憩の家 大字五郎丸字新田組67 ○ ○ ― ―

犬山中学校 大字木津字宮前15 ○（※） ○ ○ ○

犬山西小学校 上坂町五丁目2 ○（※） ○ ○ ○

上野地区学習等供用施設 大字上野字郷1508 ○（※） ○ ― ―

上坂公園 上坂町四丁目43 ― ― ○ ○

木曽川犬山緑地 大字木津地先 ― ― ○ ○

城東

今井小学校 大字今井字若宮8 ○ ○ ○ ○

城東小学校 大字塔野地字東屋敷1 ○ ○ ○ ○

犬山市民健康館 大字前原字橋爪山15-2 ○ ○ ― ―

塔野地公民館 大字塔野地字西中ノ切26 ○ ○ ― ―

善師野公民館 大字善師野字上紅屋19 ○ ○ ― ―

東部老人憩の家 大字富岡字株池113-1 ○ ○ ― ―

前原老人憩の家 大字前原字横町1-1 ○ ○ ― ―

富岡第一公民館 大字富岡字南洞891-2 ○ ○ ― ―

栗栖小学校 大字栗栖字野口455 ○ ○ ○ ○

羽黒
南部中学校 大字羽黒新田字畑田1 ○ ○ ○ ○

羽黒小学校 大字羽黒字前川原67 ○ ○ ○ ○

地区 施設名 住　所

対応する災害の種別
洪　　水
内水氾濫 土砂災害 地震 大規模

火　災
たてもの ひろば

羽黒

東小学校 羽黒安戸西一丁目2 ○ ○ ○ ○

犬山市体育センター
（勤労青少年ホーム） 大字羽黒新田字上堅筬1-1 ○ ○ ― ―

長者町会館 長者町一丁目1 ○ ○ ― ―

犬山市体育館
（エナジーサポートアリーナ） 大字羽黒字竹ノ腰17-2 ○ ○ ― ―

羽黒中央公園多目的スポーツ広場 大字羽黒字竹ノ腰17-2 ― ― ○ ○

するすみふれあい広場 羽黒摺墨22 ― ― ○ ○

楽田

楽田小学校 字城山97 ○ ○ ○ ○

楽田ふれあいセンター 字外屋敷59-1 ○ ○ ― ―

南部高齢者活動センター 字郷西299-2 ○ ○ ― ―

青塚古墳史跡公園ガイダンス施設 字青塚22-3 ○ ○ ― ―

楽田東子ども未来園 字番前5-3 ○ ○ ― ―

池野 池野小学校 字杁下51 ○ ○ ○ ○

地区 施設名

犬山

犬山北小学校
犬山高等学校
犬山国際観光センターフロイデ
福祉会館
丸山地区学習等供用施設
内田老人憩の家
犬山南小学校
村田機械（株）体育館
南老人福祉センター
五郎丸老人憩の家
犬山中学校
犬山西小学校
上野地区学習等供用施設

城東

今井小学校
城東小学校
犬山市民健康館
塔野地公民館
善師野公民館
東部老人憩の家
前原老人憩の家
富岡第一公民館
栗栖小学校

地区 施設名

羽黒

南部中学校
羽黒小学校
東小学校
犬山市体育センター
（勤労青少年ホーム）
長者町会館
犬山市体育館
（エナジーサポートアリーナ）

楽田

楽田小学校
楽田ふれあいセンター
南部高齢者活動センター
青塚古墳史跡公園ガイダンス施設

池野 池野小学校

広報を読み終った後もこのページを
保存してください。
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平成31年度の子ども未来園・保育園の新入園児説明会
　平成31年 4 月から子ども未来園・保育園へ新たに入園を希望する子どもの保護者を対象に、各地区で入園説明
会を行います。
　なお私立の保育園については、各保育園で入園説明会を行います。

希望する園 日　　時 場　　所

公立 子ども未来園
（全13園）

10月12日㊎・17日㊌

10：00〜11：00

市役所　 2階205会議室
10月15日㊊ 楽田ふれあいセンター　 1階多目的ホール
10月16日㊋ 南部公民館 1階　展示室 2・ 3
10月23日㊋ 市民健康館　 1階交流ホール

私立
白帝保育園 10月18日㊍ 白帝保育園　遊戯室
犬山さくら保育園 10月19日㊎ 犬山さくら保育園　遊戯室

※地区ごとに説明会を開催していますので、近くの会場に来てください（予約不要）。
※子ども未来園・保育園への入園は、保護者が「保育が必要な事由」のいずれかに該当することが必要です（詳
しくは市ホームページ「子ども未来園・保育園の支給認定と入園受付」を見てください）。
問合　子ども未来課保育担当（℡44-0324）

　「赤ちゃんの関わり方は今のま
までいいのかな」「赤ちゃんにど
んな言葉をかけたらいいのか
な」・・と悩んでいるママたちの
ために、子育てについて専門の先
生からヒントをもらい、子育て力
がアップする講座です。
　今回の勉強部屋では、子どもと
の絆を深めながら、発達を促すた
めの関わり方や育て方のポイント

ステップ・アップ！子育て力！
子育て講座「0.1.2歳児を持つ親の勉強部屋」第2期　受講生募集

　

平成31年度の市立犬山幼稚園（犬山子ども未来園）
園児募集

対象　 3歳児　40人（平成27年 4 月 2 日〜平成28年 4 月 1 日生まれ）
　　　 4歳児　20人（平成26年 4 月 2 日〜平成27年 4 月 1 日生まれ）
　　　 5歳児　20人（平成25年 4 月 2 日〜平成26年 4 月 1 日生まれ）
入園説明会　10月10日㊌10：00〜11：00　犬山幼稚園遊戯室にて
願書・入園案内交付　10月10日㊌〜12日㊎の 3日間に犬山幼稚園（天神

町 3 -12）で交付
願書受付　10月18日㊍、19日㊎、22日㊊ 9：00〜16：00に犬山幼稚園へ
問合　犬山幼稚園　（犬山子ども未来園）（℡61-0619）
※応募者が多数の場合は抽選で入園を決定します。

ファミリー・サポート・センター
講習会（第2期）参加者募集

　ファミリー・サポート・センターは、地域の子育て支援の輪が広がり
安心して子育てができるように依頼会員と援助会員が助け合いながら活
動を行っています。子育て中の人に役立つように、また日頃の援助活動
が安心・安全に行えるように講習会を開催します。

子どものあそび 3歳の育ちと関わり方 子どもの健康

日　時 9 月12日㊌
10：00〜11：30

9 月20日㊍
10：00〜11：30

10月11日㊍
10：00〜11：30

講　師 児童厚生員 子ども未来園　園長 歯科衛生士

場　所 市民健康館

対　象
会員または子育て支援に興味関心のある人
※託児はありません。同室内にあそびスペースを設置し
ています。

定　員 各回20人

費　用 無料

持　物 筆記用具

申込・問合 8 月16日㊍から電話でファミリー・サポート・センター
（子ども未来課内　℡63-3818）へ

母子健康手帳の
交付と説明会

日時　毎週㊋（㊗除く）
　　　�受付時間 9：00〜 9：15（説

明会はこの後約 1時間かか
ります）

※説明会に参加できない人は保健
センターへ問い合わせてください。
場所　保健センター
内容　妊娠中の生活・出産後の手

続きの話、妊婦健診等の説

カフェde子育て講座

　子どもが入園する時ってパパ、
ママはドキドキ。友達できるかな。
先生の話を聞けるかな。心配は
いっぱい。エイトパークカフェで、
元子ども未来園園長を囲んで話を
聞きませんか。
日時　 9月13日㊍14：00〜15：00
場所　エイトパークカフェ犬山店

（大字犬山字富士見町14�
犬山駅西口 1階）

内容　子育て講座テーマ「今が
チャンス！子育て安心講座
〜入園に向けて〜」、個別
相談

講師　元子ども未来園園長
　　　小幡代弥氏
対象　市内在住の未就園児の保護

者（子ども同伴可）
定員　 8人
費用　無料
申込・問合　 8月20日㊊〜24日㊎

に保健センター（℡61-
1176）へ

※応募者多数の場合は抽選としま
す。抽選の場合は後日連絡します。

等、今必要な話を聞き、実習をし
ます。講座を通して子育て仲間の
輪も広がります。
場所　市民健康館
　　　201会議室、204会議室
　　　交流ホール
対象　 0・ 1・ 2歳児とその保護

者�（両親、祖父母、保護者
のみの参加可）、妊婦

定員　親子20組

費用　 5回で1,000円
持物　水筒、着替え一式（記名）
託児　生後 6か月以上児
申込　 8月29日㊌から、さら・さ

くらつどいの広場（℡63-
3817）へ

※第 2回目と第 3回目の講座は、
親子で一緒に参加します。
※都合により講師に変更がある場
合があります。

回 日　程 時　間 講座名 講　師 託　児

1 9 月19日㊌

10：00〜11：00

「生まれてきてくれて
　ありがとう」

家庭児童相談室室長
尾関正照氏 あり

2 9 月26日㊌ 「親子の愛着関係を築く
　わらべうたあそび」

NPO法人名古屋
コダーイセンター講師
山川裕子氏

なし

3 10月 2 日㊋ 「骨盤底筋を鍛えて
　元気に美しく」

アロマセラピスト
神谷かおり氏 なし

4 10月16日㊋ 「 0歳から始める絵本選びと
　絵本の読み聞かせ」

子育て支援センター長
奥村貴美代氏 あり

5 10月24日㊌ 「親の話しかけ方で変わる
　子どもの人生」

教育研究家
中村多恵子氏 あり

明、個別相談
持物　妊娠届出書、筆記用具、マ

イナンバーカードまたは通
知カード、身分確認書類（マ
イナンバーカードがある場
合は不要）

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない身分確認書類（健康保険証、
国民年金手帳等）は 2点必要。
※外国籍の人は、在留期限確認書
類（在留カードまたは特別永住者
証明書）が必要。パスポートは不

可。
問合　保健センター（℡61-1176）
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水道緊急時

犯罪にあわない、起こさない、見逃さない
●住宅を対象とした侵入盗の実態
　住宅を対象とした侵入盗は強盗などの凶悪犯罪に発展する恐れがある
危険な犯罪です。被害の約 3割が無施錠箇所から侵入されています。快
適な暮らしを続けていくために防犯の基本を守りましょう。
●住宅を対象とした侵入盗の対策
①出かけるときや就寝するときはもちろん、在宅中も必ず鍵をかける。
②鍵は、屋外に隠しておかず、必ず持って出かける。
③ドアや窓は補助錠を取り付ける。
④窓ガラスに防犯フィルムを貼り付ける。
⑤防犯カメラ、センサーライト、警報機などの防犯器具を取り付ける。
⑥夜間は門灯や玄関灯を点灯するなど家の周りを明るくする。
⑦侵入の足場になるものを放置しない。
⑧敷地の周囲は植栽等で死角を作らないようにする。
⑨出かけるときは近所に一声かける。
⑩近所のあいさつ運動を積極的にして不審者を近づけさせない。
⑪多額の現金を家におかない。
などの点に気を付けましょう。
　泥棒は侵入に 5分以上の時間がかかるとあきらめる確
率が高いといわれており、防犯機能が高いCP（防犯）建物
部品を取り付けると、さらに防犯効果が高くなります。
問合　犬山警察署警務課（℡61-0110）

　 子育て分野のシェアリングサービスを学ぼう
『犬山子育てシェアエコ』ミーティング開催

　シェアリングエコノミーは、個人が保有する遊休資産（モノ、空間、
スキル等）をインターネット上のマッチングサービスを通じて、他の個
人等へ共有、貸し借り、交換をして有効活用する仕組みです。
　その中には子育てにも活用でき、子育てや家事の経験、子育ての合間
を活かすことができる仕組みも登場し、注目されています。
　市の子育て支援と女性の活躍応援事業では、このシェアリングエコノ
ミーの仕組みを楽しく学び、子育て分野での活用方法を積極的に考える
ミーティングを開催します。興味のある人はぜひ参加してください。
募集期間　 8月16日㊍〜31日㊎
※ 9月以降で 5回程度（原則平日昼間、または㊏㊐に開催）を予定。
対象　市内在住、在勤、在学の子育て支援に関心のある人
定員　15人程度
申込・問合　所定の申込書（窓口で配布か市ホームページからダウンロー

ドできます）を子ども未来課（℡44-0322）へ

第10回
犬西盆踊り大会

　犬山西地域最大の犬西コミュニ
ティふれあい盆踊り大会。毎回多
くの人が会場いっぱいに広がりに
ぎやかな夏の夜のひと時を過ごし
ます。夜店も多数出店します。
　10周年記念特別企画として、鮎
の塩焼き300匹、クワガタ150匹、
高級メダカすくい 5匹（100人）
を無料でプレゼントします。（整
理券が必要です）
日時　 8月18日㊏16：00〜21：00
※一部イベントは16：00前から開
始します。
場所　犬山西小学校グラウンド
※雨天決行（体育館内で行います）

警察署だより

　納付は、市指定金融機関、コン
ビニおよび市役所・出張所でお願
いします。

納期限 8月31日㊎
市民税・県民税 2期
国民健康保険税 3期
介護保険料 5期
後期高齢者
医療保険料 1期

　口座振替の場合は納期限が振替
日となりますので、前日までに用
意してください。
問合　収納課（℡44-0316）

市 税 等
納 期 限

CPマーク

時間外受付

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
8 /21㊋、 9 / 4 ㊋19：00まで
●市民課
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届、
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付
問合　市民課（℡44-0303）
●保険年金課
　国民健康保険、後期高齢者医療
制度の各種届、福祉医療費助成に
関する各種届および支給申請、国
民年金の各種届
問合　保険年金課（℡44-0327）
●福祉課
　障害者手帳、自立支援医療、障
害者手当、障害福祉サービスの申
請
※相談はできません。
問合　福祉課（℡44-0321）
●子ども未来課
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請・各種届
問合　子ども未来課（℡44-0323）

日曜市役所
毎月第 2・第 4日曜日
8 /26㊐、 9 / 9 ㊐ 9：00〜12：00
市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日
8 /26㊐、 9 / 9 ㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

問合　稲垣（℡090-4867-9721）
　　　岡田（℡090-2185-9860）

笑 ・゙笑 J゙r.
どまつり壮行会

　毎年 8月末に名古屋市内で開催
される「にっぽんど真ん中祭り」
に今年も出場します。
　笑 ば「どまつり大賞」、笑゛
Jr.は「どまつりジュニア大会金
賞」を目標にどまつりへ挑みます。
皆さんに応援していただきたく、
壮行会を開催します。
日時　 8月19日㊐18：30〜20：00
場所　東小学校　体育館
費用　無料
問合　大橋（℡080-5167-9554）

犬南おやじの会
The 夏まつり

日時　 8月25日㊏17：00〜21：00
場所　犬山南小学校グラウンド
内容　盆踊りや、ふわふわ雪氷、

鉄板焼き餃子、おやじの焼
きそば、クレープなどの屋
台があります。

費用　無料
問合　畑（℡090-6334-4444）

鍼
はり

やお灸
きゅう

ってなに?!
　鍼

しん

灸
きゅう

についての説明・相談会を
開催します。
日時　 8月26日㊐10：00〜
　　　（受付 9：30〜）
※説明会のあと相談会を行います。
場所　市民健康館104会議室
対象　はり・きゅうを知りたい人
費用　無料
問合　土屋（杏林堂℡62-6223）

混声合唱団
ノイアー・コール・アー
第3回演奏会

日時　 8月26日㊐14：00〜16：00
場所　南部公民館講堂
内容　日本の愛唱歌
　　　「川の流れのように」など
　　　世界の歌
　　　「フニクリ・フニクラ」など
　　　混声合唱組曲「筑後川」
費用　無料
問合　尾関（℡61-2891）

不用品バンク
INUYAMAのバザー

　不用品のリユース（再利用）運
動をしています。新品か状態のよ
い衣類（冬物を除く）、タオル類、
洗剤、台所用品、バッグなどを預
かり販売します。
日時　不用品受付
　　　 9月 3日㊊、 4日㊋
　　　即売日　 5日㊌
　　　いずれも10：00〜12：00
　　　精算日　 6日㊍
　　　10：00〜15：00
場所　清水屋犬山店 6階
　　　イベントホール
問合　小林（℡68-8389　㊏㊐除

く　 9：30〜16：00）
※売上の30％は運営費とします。
※マイバックを持ってきてくださ
い。

掲載を希望する人は企画広報課広
報・広聴担当へ。10月 1 日号の締
め切りは 8月20日㊊、10月15日号
は 8月31日㊎
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第62号⑤

平成30年度　「体協フォーラム」開催

平成29年度　犬山市体育協会表彰者

新会長に竹内整形外科クリニック院長　竹内正信氏が就任！
　山田市長、ビアンキ市議会議長を
はじめ丹羽衆議院議員などの来賓の
方々にご臨席いただき、 6月16日㊏
犬山国際観光センターフロイデで市
民や協会会員ら140人が参加し、平成
30年度体協フォーラムを開催しまし
た。
　最初に、平成29年度体育協会表彰
を行い、永年にわたり、本市体育の

普及・振興に功績のあった会員 9人と全国大会に出場した 8人・ 1団体に表
彰状と記念品を贈呈しました。
　本年度は、平成14年から16年間会長として、本協会の発展に努めてきました
加藤武司氏から竹内正信氏にバトンを受け継ぎ新生体育協会の門出の年です。
　竹内会長は挨拶の中で、「加藤前会長は体協の法人化、新体育館の建設等数
え切れない功績があり、その後を継ぐのは大変なことである。しかし前会長
の教えを受け継ぎながら体育協会のために、スポーツを 1つの文化として位
置づけ、その裾野を広げる事業を展開していきたい」と抱負を掲げました。
　また加藤前会長はお礼の言葉の中で「大会には必ず優れた裏方が存在しま
す。目立たないところでファインプレーをしている舞台裏の努力に目を向け
てください」と、どんな時でも全体を見渡せる細やかな心配りが必要である
と述べました。
　その後の情報交換会・懇親会では「体育協会のあゆみ」を上映し、加藤前
会長とともに歩んだ功績の偉大さに大きな拍手が鳴りやみませんでした。
　今後も本協会は、市民の皆さんが「いつでも、どこでも、だれでも」気軽
にスポーツを楽しみ、心身共に健康な社会生活を送るため、竹内新会長とと
もにまい進していきます。

功労賞
（犬山空手道会）
　上村檜英・一木咲太・真子陽遥
　小島慶大・増田雄心・奥田稀羽
　関　彪太
（犬山市スポーツ少年団）
　木津ブライト
（犬山グラウンド・ゴルフ協会）
　加藤積幸
（犬山軟式野球連盟）
　中村洋一
（犬山弓道協会）
　水野宜治
（犬山バレーボール協会）
　松井明美・杉本陽子
奨励賞
（犬山ソフトボール協会）
　菅原勇行
（犬山サッカー協会）
　千田昌司・広瀬賢太郎・森本�修
（犬山軟式野球連盟）
　森　孝

平成30・31年度役員を紹介します
（太字は新役員）

顧　問　原　欣伸（愛知県議会議員）
　　　　坂野秀生（犬山商工会議所副会頭）
相談役　加藤武司（賛助会員）
　　　　林　庄司（税理士）
　　　　小川宏嗣（学識経験）
会　長　竹内正信（賛助会員）
副会長　仙田逸二（軟式野球）
　　　　横井耕市（賛助会員）
理事長　竹中暎和（バスケットボール）
副理事長　市川　豊（サッカー）
会　計　葉山鏞振（賛助会員）
理　事　奥村英俊（学識経験）
　　　　鹿野　準（賛助会員）
　　　　川合良司（学識経験）
　　　　水野晴雅（学識経験）
　　　　土屋和也（学識経験）
　　　　宮田孝秀（軟式野球）
　　　　坂井　忍（バスケットボール）
　　　　大澤輝幸（ソフトテニス）
　　　　後藤寛明（剣道）
　　　　小川さとみ（柔道）
　　　　倉知正人（弓道）
　　　　佐藤良昭（射撃）
　　　　後藤憲則（スキー）
　　　　神谷京子（バドミントン）
　　　　磯山　登（山岳）
　　　　長瀬一男（ソフトボール）
　　　　渡會由貴夫（卓球）
　　　　鷲見宏治（テニス）
　　　　岡山正子（バレーボール）
　　　　水口幸子（バウンドテニス）
　　　　横田幸男（水泳）
　　　　中村幸夫（グラウンド・ゴルフ）
　　　　浦本直記（空手道）　
　　　　住野龍之介（ゴルフ）
　　　　長谷川文男（スポーツ少年団）

問合　NPO法人犬山市体育協会（9：00〜17：00）
　　　℡・Fax54-1016　Eメールoffice＠inuyama-taikyou.net

催 し

募 集 結　 果1

バウンドテニス教室
日時　 9月 9日㊐13：30〜16：30
場所　市武道館剣道場
対象　一般市民（親子参加も可）
費用　500円
申込　�8 月16日㊍〜 9月 6日㊍に市体

育協会事務局へ。電話、Fax可

第21回犬山オープンミックス
ダブルス卓球大会

日時　10月14日㊐　 9：00〜
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　一般男女　先着150チーム
費用　 1チーム　2,000円
申込　�申込用紙に必要事項を記入し現

金書留で下記申込先へ
　　　�〒484-8799　犬山市天神町1-7
　　　日本郵便犬山支店　局留め
　　　犬山卓球協会　理事長　入尾範之
締切　 9月10日㊊
内容　�ベテラン・シニア・青年の 3部

門混合ダブルス

市民スポーツスクールを開催

平成31年度準職員募集 スポーツ少年団大会

パート職員募集

激励費を贈呈〜全国大会で活躍！〜

●親（祖父母）子空手教室
　 6月 9日㊏・16日㊏
の 2回にわたって親子
空手教室を市武道館で
開催しました。参加者
は 5組11人の親子。
　「健康づくり・体力

づくり、そしてスポーツの楽しさを体験してください。親
子で楽しくいい汗をかいてください」と、空手道会の浦本
会長より挨拶があり、稽古が始まりました。
　礼儀はまず挨拶からと「お願いします」「ありがとうござ
いました」と大きなかけ声が武道館内いっぱいに響きまし
た。また小学生有段者の子どもたちが指導を手伝いました。
　参加者は親子ともに空手は初めてでしたが、息があがっ
ても笑顔で一生懸命に取り組んでいました。
　教室は11月10日㊏・17日㊏にも開催します。

●第38回春季軟式野球大会
　日時　 3月24日㊏・31日㊏・
　　　　 4月 1日㊐
　場所　木曽川犬山緑地グラウンド
　　　　山の田公園野球場
　部門　 6年生の部
　　　　優　勝　木津ブライト
　　　　準優勝　犬山野球
●前期バレーボール大会
　日時　 5月 5日㊗
　場所　エナジーサポートアリーナ
　部門　 6年生の部
　　　　優　勝　楽田クルーズ
　　　　準優勝　城東スプリングス
　　　　 5年生の部
　　　　優　勝　こくまろkid's
●第32回春季サッカー大会
　日時　 5月19日㊏
　場所　�羽黒中央公園多目的スポー

ツ広場
　部門　 5年生の部
　　　　優　勝　GFC
　　　　準優勝　犬山東FC
　　　　 6年生の部
　　　　優　勝　犬山南SSC
　　　　準優勝　犬山東FC

業務内容 体育協会事務（大会・スポーツ少年団の事業運営）
体育施設受付・管理

応募資格 大学卒程度
勤務日数 月22日（12月、 1月、 2月を除く）
勤務時間 ① 8：15〜17：00　②13：00〜21：45　（休憩45分）
勤務場所 エナジーサポートアリーナ・勤労青少年ホーム
雇用期間 平成31年 4 月 1 日㊊〜
募集人数 1 人
加入保険 雇用保険　社会保険　労災保険
定　　年 満65歳

賃　　金 基本賃金　160,000円/ 1 か月
交通費4,400円/ 1 か月　その他諸手当、賞与、退職金共済加入

申　　込 9 月30日㊐までに履歴書（写真貼付）を持参し市体育協会事務局へ。
申込時に詳細について説明をします。

選考方法 書類選考の上、 1次試験（筆記試験）を10月13日㊏、 2次試験（面接）
を10月25日㊍に行います

備　　考 正規職員登用制度あり

業務内容 施設管理・清掃
勤務場所 山の田公園・勤労青少年ホーム 野外活動センター
勤務日数 交代制で月 7日〜13日程度

勤務時間 ① 8：15〜17：00　②17：00〜21：30
① 8：30〜17：15　②17：00〜21：00
③夜勤務21：00〜翌朝 8：45
　（仮眠・休憩あり）

雇用期間 平成30年10月 1 日㊊〜31年 3 月31日㊐（契約更新あり）
募集人数 1 人 1 人
加入保険 労災保険
定　　年 満70歳
賃　　金 871円/ 1 時間（通勤距離 2㎞以上は通勤手当　 1日あたり200円支給）
申　　込 8 月31日㊎までに、履歴書 1通（写真貼付）を持参し市体育協会事務局へ
選考方法 書類選考の上、面接を 9月14日㊎に行います

　バウンドテニス協会の水口幸子選手・今石多恵子選手が 3月11日㊐の全日本バウンド
テニス選手権愛知地区大会で優勝し、東京体育館で開催された第36回全日本バウンドテ
ニス大会に出場しました。
　水口選手は並み居る強豪選手を打ち負かし準優勝しました。当協会もその栄誉をたた
え、激励費を進呈し、エールを送りました。

●初心者グラウンド・ゴルフ教室
　 6月12日㊋から毎月 1回、
計 4回にわたって羽黒中央公
園多目的スポーツ広場で初心
者を対象にグラウンド・ゴル
フ教室を開催しています。初
回の参加者は 5人。
　参加者は「健康のために始めたい」「基本的なルールを
覚えたい。これを機会にいろいろな技術を覚えて帰りたい」
と意欲的で、休憩時間も惜しんで練習していました。
　「グラウンド・ゴルフは、仲間とでも 1人でもプレーで
きるスポーツです。このスクール修了後、地域ごとにある
クラブで健康づくりのためにも続けていってほしい」と中
村理事長からの激励がありました。
　富塚会長は、「今日一日グラウンド・ゴルフを楽しんで
ください。それが 1番大切」と語っていました。

一緒に働く仲間を募集します
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上木子ども未来園園児がじゃがいも掘り
　 6月11日、市内上野にある畑で、上木子ども未来園園
児がじゃがいも掘りに挑戦しました。じゃがいもは今年
3月に園児が植えたもので、この日の収穫には年少から
年長までの園児75人が参加。園児らは畑に入ると一斉に
じゃがいも掘りを開始。慣れない収穫作業に最初は戸
惑っている様子でしたが、次第にじゃがいもが土から顔
を出してくると畑は大きな歓声に包まれました。

国際交流員離任辞令交付式
　 7代目国際交流員として活躍したジャクリーン・シュ
ピーザさんの任期満了に伴う離任辞令交付式が 7月27日
に行われました。「ジャッキー」の愛称で市民に親しま
れたシュピーザさんは 3年間、母国ドイツの紹介を始め、
国際交流、姉妹都市交流などに尽力しました。離任式で
は「JET絆大使」の任命も行われ、犬山市を離れても日
本と母国との友好の絆を深める役目を担っていきます。
　 8月 8日からは 8代目国際交流員としてカタリナ・カ
ウフマンさんがバトンを引き継ぎました。

第 3回城東地区ふれあいクロリティー大会
　 6月23日城東地区住民によるスポーツ輪投げ「クロリ
ティー」の大会がエナジーサポートアリーナで行われま
した。
　犬山市社会福祉協議会城東支部では民生委員・児童委
員や町会長、区長が中心となり、地域でチームを作り、
ふれあいクロリティー大会への参加を通じて住民同士の
交流とつながりづくり、支えあいづくりを進めています。
　この日は子ども 2チームを含む180人が参加し得点を
競いました。

平成30年度犬山市総合防災訓練
　 6月16日、内田防災公園で総合防災訓練を実施し、職
員・関係団体含む地域住民ら500人が参加しました。
　参加住民は避難訓練も兼ねて会場に集合し、簡易水の
うの作り方や防災食の試食、地震体験車などをブースご
とに体験しました。シェイクアウト訓練では、地震発生
時に有効な「しせいをひくく」「あたまをまもり」「じっ
とする」の動作を確認しました。
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QRコード

36図書館
だより

新着本の紹介（一部）

影の子
デイヴィッド・ヤング著

1975年 2 月、東ベルリン。
東西を隔てる〈壁〉に接し
た墓地で、少女の死体が発
見された。捜査を命じられ
た女性刑事ミュラーは、知
らぬうちに国家の闇に迫っ
ていき…。社会主義国家で
の難事件を描いた、歴史ミ
ステリの傑作。

羽生結弦
満薗文博著

ケガやアクシデントなど、
さまざまな困難の連続を乗
り越えて、オリンピック 2
連覇を成し遂げた羽生結弦
選手。人一倍の努力を惜し
まない羽生選手の足跡を描
く感動のノンフィクション。

おうち
中川ひろたか作

人はなんで、おうちに帰っ
てくるんだろう。人だけ
じゃなく、遠く離れた場所
からも、ちゃんと帰ってく
る鳥や魚、虫がいる。どう
してなんだろう。おうちに
ついて深く考える、「はじ
めてのテツガク絵本」第
4弾。

一般書
『司書のお仕事』� 大橋崇行
『図説ハプスブルク帝国』� 加藤雅彦
『エックス線物語』� 馬場祐治
『国宝の解剖図鑑』� 佐藤晃子
『香り野菜が好き！』� 堤人美
『12か月のねこ切り絵』� 高木亮
『時は待ってくれない』� 小田和正
『赤銅の魔女』� 乾石智子
『連続殺人鬼カエル男ふたたび』

中山七里
『　の悲劇』� 森博嗣

児童書
【小学校低学年】
『もりのほうせきねんきん』
『せかいでさいしょのポテトチップス』
『ちびちっち』
『こびと桃がたり』

【小学校中・高学年】
『うんこ図鑑』
『菜の子ちゃんとキツネ力士』
『日本という国』
『ロボットは東大に入れるか』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『ふつうやない！はなげばあちゃん』
『スムート』
『こわめっこしましょ』
『やまのかいしゃ』

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

図書館まめ知識

9 月のイベント（場所：図書館本館）
8 日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜
15日㊏　「おはなしぼっくす」おはなし会� 11：00〜

●読書会藍の会の一冊

◎「火花」　� 又吉直樹著
　漫才がとことん追求している「面白さ」とは何かに迫
ろうとしている。神谷や徳永の言動を借りて、先輩神谷
の個性はよく言えば独自性があると言えるが、どう考え
ても滅

め

茶
ちゃ

苦
く

茶
ちゃ

な人格と言えよう。
　また一般人には見えない芸人（漫才師）の日常が垣間
見えてくる面白さがある。
　漫才師の生態、「お笑い」とは何かを真面目にここまで
克明に描き切った小説は、今までの日本には存在しなかっ
たかもしれない。
　小説に作者の個性が見えてくる。

●特別整理期間とは？
　図書館での大切な仕事の一つに、本の所蔵状況を定期
的に確認する作業があります。所蔵登録されている本が、
所定の書架にあるか確認するとともに、所在不明となっ
ているもの（不明本）や破損した状態の本がないか見つ
け出すことを主な目的としており、破損した本を見つけ
た場合には補修した上で、汚れなどもきれいに落として
から書架に戻します。
　毎年、市立図書館では「特別整理期間」として、 9月
下旬頃から15日間にわたって全館休館し、職員全員で本
を 1冊ずつ点検しています。こうした作業は、かつて『曝
書（ばくしょ）＊』などと呼ばれており、昔から全国の図
書館で行われている風物詩でもあります。
＊曝書…図書の虫干し作業のことを表します。湿気を含
みやすい和紙・唐紙から成る古書を広げて日光に当て、
風を通し、害虫である紙魚（しみ）等の発生を防ぐこと
を目的としていますが、現在の図書館では、洋装の図書
が増えるに従ってその必要性が薄れ、特別整理等と呼ば
れる蔵書点検の代名詞ともなっています。

　皆さん、こんにちは！…これが、
ジャッキーのつれづれ日記の作家と
しての最後の挨拶となります。この
3年間、犬山市の国際交流員として
活動してきましたが、私の任期は 8
月 2日まででしたので、この広報が
皆さんの家に届く頃には、残念なこ
とにもう日本を出た後です。
　 3年間は、短いような長いような
…長い人生において、 3年間は短い
かもしれません。しかし、犬山で経
験豊富な、充実した時間を過ごし、
多くの人と出会えました。ここでで
きた友達、そしてお世話になった
方々、昔から知っているような感じ
がするので、長い 3年間だったのか
もしれません。犬山は私にとって、
もう一つの、愛するふるさとになり
ました。
　国際交流員の仕事ほど幅広くて、
楽しい仕事はなかなか見つけにくい
と私は思います。友好・姉妹都市と
の交流をさまざまな事業で深めるこ

とができたこと。私が企画したイベ
ントに参加してくださった人々の笑
顔を見たときの達成感。ドイツ語講
座の生徒たちが一生懸命勉強して上
達しているのを見たとき。未来園や
保育園、学校を訪問したときに、子
どもたちが興味をもってドイツの話
を聞いてくれて、大きな声で「グー
テン・ターク」とドイツ語の挨拶を
してくれたこと（また彼らの新鮮で
面白い質問）。さまざまな祭りで関
わってくれた方々（特に犬山祭やフ
ロイデまつりは素敵な思い出です）。
3年間一緒に仕事をして「お疲れ様」
と元気に言ってくれた職員、すべて
が最高の思い出です。いうまでもな
く、広報を読んでくださった皆さん
もそうです！いつも応援してくだ
さって、ありがとうございました！
　終わりが近づくにつれ、複雑な気
持ちになりました。本当に犬山から
離れるのは悲しいです。そして、皆
さんのそばから離れるのがなにより
も寂しいです。犬山でできた素敵な
思い出を一生大切にします。悲しい
気持ちになったときは、きっとこの
思い出が私を元気にしてくれること
でしょう。
　実は、犬山で愛を見つけました。
突然の報告ですが、犬山で知り合っ
た男性から今年の 4月にプロポーズ
されました。これから、しばらくカ

ナダで一緒に住む予定です。ドイツ
でもなく日本でもなくて、住んだこ
とのない国に引っ越しするのは不安
な気持ちもありますが、挑戦が好き
な私にとってはワクワク感もありま
す！
　さて、これでジャッキーのつれづ
れ日記が終わります。36本も記事を
書きました。それでも、まだまだ書
きたいテーマがたくさんあります！
皆さん、これまで付き合ってくださ
り、ありがとうございました。これ
からも、興味を持ちつづけ、国際交
流に貢献してくれたらなと思ってい
ます。そして、もうすでに次の国際
交流員が犬山に来ているので、彼女
のこともぜひ応援してくださいね！
　犬山市の国際交流員としての 3年
間は最高でした。皆さん、お世話に
なりました。心より感謝しています。
ありがとう！ダンケシェーン！また
会える日まで。

また会える日まで

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19日㊐ 田中歯科医院� （犬山） 61-3313

8 月26日㊐ 佐藤歯科医院� （犬山） 61-0037

9 月 2 日㊐ きなな歯科� （扶桑） 0587-22-7599

■休日歯科診療

■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19日㊐
黒川すこやかクリニック�（犬山）
あいちせぼね病院� （犬山）

61-0083
20-9100

8 月26日㊐
いたつ内科クリニック� （楽田）
松村クリニック� （犬山）

67-6333
61-1488

9 月 2 日㊐
宮田医院� （羽黒）
こばやし眼科� （犬山）

67-5566
62-7278

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。

■災害情報はここから
○犬山市『あんしんメール』
　�登録は空メール送信かQRコード（右）を
　読み込んでください。
　t-inuyama-anshin@sg-m.jp（空メール用送信アドレス）
○テレビ� NHKデータ放送　リモコンのdボタン
� 中部ケーブルネットワーク　12ch
○ラジオ� 愛知北エフエム　84.2MHz
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は飽きることがありません。今回
はミュラーテナガザルの雌、「ク
リケット」を紹介します！
　ミュラーテナガザルはボルネオ
島の固有種で、テナガザルのなか
では小柄な種類です。他のテナガ
ザルと同様に長い腕でブラキエー
ションとよばれる移動方法をとり
ながら樹上生活をしています。 1
組のペア（夫婦）とそのコドモか
らなる小さな集団でくらします。
　クリケットは当園で唯一のミュ
ラーテナガザルで、1982年 8 月11
日に来園しました。正確な年齢は
分かりませんが、すでに来園して
から35年以上が経過しているため
推定年齢は40歳以上です！かなり
の高齢ですがまだまだ元気で、ブ
ラキエーションも軽快にやっての
けます。性格はおっとりとしてい
て、あまり感情を表にはだしませ
ん。が、あふれ出る“おばあちゃ
ん感”といいますか、行動のひと
つひとつが可

か

愛
わい

らしいです。本来、
夫婦でくらすテナガザルですが、

動物園などではさまざまな事情で
独りになってしまうことがありま
す。クリケットもそのうちの 1頭
でした。そこで、独りぼっち解消
のために2016年 7 月からはシロテ
テナガザルの雄「ジャス」と混合
飼育を始めました。違う種類の 2
頭ですが、とても仲良くくらして
います。かなり歳

とし

の差があるので
“夫婦”というよりは“祖母と孫”
という感じですね。これからもク
リケットが心も体も健康に長生き
できるようサポートしていきたい
です。

　現在、 5種20頭のテナガザルた
ちの担当をしています。寂しがり、
気分屋、怒りっぽいなど、個性豊
かなテナガザルたちと過ごす日々

『長生きしてね』

（公財）日本モンキーセンター
飼育技術員�����石田崇斗

　明治村の洋館の室内に数多くの
家具が展示されているのをご存知
ですか。これらは明治宮殿や、旧
東宮御所（現　迎賓館赤坂離宮）、
鹿鳴館で使用されたものです。今
回は西郷從道邸に展示している 2
つの椅子をご紹介いたします。
　まず最初は鹿鳴館で使用された
椅子です。背もたれの形はバルー
ンバック、脚は猫足というイギリ
スの19世紀半ばに流行したスタイ
ルで、そこに日本の伝統的な漆と
桜の蒔

まき

絵
え

で加飾された、まさに洋
の東と西が融合したものです。肘
掛はなく、ドレスを身にまとった
婦人たちが、ダンスの合間に腰掛
けるのに便利なように工夫されて
います。
　もう一つが、旧東宮御所の晩餐
会場「花鳥の間」で使用された肘
掛椅子です。これはフランス・パ
リの業者が納入したもので、背・
座・肘掛部分には山

や

羊
ぎ

皮が用いら
れています。そして背の中央には
皇室の紋である菊のご紋、そして

それを取り囲むように華麗な唐草
模様を金で型押しされています。
見ることはできませんが、座には
コイルスプリングと馬毛が入って
おり、他では体験することができ
ない絶妙な座り心地の椅子となっ
ています。
　いずれの椅子も明治村では椅子
に座っていただくことができま
す。皆様も紳士淑女の気分で腰掛
けてみてはいかがでしょうか。華麗な家具たち
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