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特集　認知症になっても安心して暮らせるまちに

桃太郎あゆまつり
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　近年の気候変動による夏の熱中
症対策については、大きな課題と
なっています。子どもたちの安全
を第一に考え、できるだけ早く対
応するため、 9 月議会に小学校の
空調設備設置工事に伴う設計費を
計上しました。市内全小・中学校
にエアコンを少しでも早く設置
し、利用できるよう、さらに工夫・
努力を続けていきます。

　いつまでも住み慣れた家や地域で暮らしたいという思
いの認知症の人や家族を支える仕組みづくりとして、市
ではさまざまな認知症施策を推進しています。認知症に
ついて正しく理解し、認知症の人やその家族を応援でき
るよう、地域全体で支えていきましょう。

犬山市認知症
初期集中支援チーム
　このチームは医師や医療・介護
の専門職で構成され、早期診断・
早期対応につなげるため、訪問な
どの支援を行っています。
【相談事例】
・ 認知症を疑う症状が出ている

が、本人が病院に行くのを拒ん
でいる

・ 認知症の薬を自己判断で中断し
てしまい、症状が悪化している

・ 認知症の症状がひどく、対応に
困っているなど

問合　認知症初期集中支援チーム
　　　（総合犬山中央病院内
　　　℡62-8111）

各校で行っている熱中症対策の一例を紹介します。
●簡易浄水器の設置　●水分補給への配慮　●体操服での登下校や熱中症対策グッズの使用許可
●エアコン設置教室の活用
●WBGT（暑さ指数）に基づく対応の徹底　●熱中症予防活動指針に従い、屋外での活動の中止または時間短縮
●登下校、活動中および活動前後の健康状態の把握
問合　各小中学校

Q　どんな計画でエアコンを設置する予定ですか。

A　 当初、平成31年度に全中学校に設置し、32・33年度の 2 年間で全小学校に設置する計画でした。その後、
最近の気象状況をふまえ、体力が十分でない小学校低学年児童への対応を考え、平成31・32年度の 2
年間で全小中学校への設置を完了するよう予定を変更しました。さらに少しでも早くエアコンを設置
できるよう、平成31年度の 1 年間で全小中学校への設置完了をめざし、事業者との調整を図りながら
進めていきます。

　　※ 楽田小学校は、既に開始している大規模改修の日程に沿って進んでいることから、新校舎について
は平成30年度中にエアコン設置が完了しますが、南校舎への設置は平成32年度に実施します。

　　〈楽田小学校の工事スケジュール〉
　　　・平成30年度〜31年度　新校舎・体育館の建設（発注済み）
　　　・平成32年度　　　　　南校舎大規模改修

問合　学校教育課（℡44-0350）

Q　認知症はどんな病気ですか？

A　 認知症は脳の細胞が何かしらの原因で死んでしまったり、働きが悪くなることに
よって、生活に支障が出る状態のことを指します。

認知症になっても
安心して暮らせるまちに
〜9月21日は世界アルツハイマーデー〜

小中学校の
エアコン整備計画と
熱中症対策

‖レポート‖    認 知 症 を 知 る
　エアコン設置計画の変更点

　エアコン設置までの熱中症対策

平成₃₁・₃₂・₃₃年度
全小中学校設置完了

当初の計画

平成₃₁・₃₂年度
全小中学校設置完了

広報9月1日号でのお知らせ

平成₃₁年度
全小中学校設置完了

決定事項

▲エアコンのある図書室で夏休みに行った「南中学習室」（南部中学校）

特集

　認知症は決して珍しい病気ではなく、誰もがなりうる
もので、予備軍も合わせると全国に460万人いるといわれ
ています。昨年 9 月から活動している犬山市認知症初期
集中支援チームに、認知症について詳しく聞いてみました。

◆物忘れとの違い
　初期の段階では、老化による物忘れと見分けがつかな
いこともあります。しかし進行が進むと、物事をまるご
と忘れてしまうような物忘れや新しいことが覚えられな
いことがしばしば起き、日常生活に支障が出てきます。

◆認知症の種類
　認知症の原因はさまざまですが、代表的なものがアルツハイ
マー型認知症や脳血管性認知症です。それらは、一度発症する
と治ることはありませんが、薬を飲むことで進行を遅らせるこ
とができます。また一時的な病気が原因で認知症状が出ている
場合は、その原因疾患を治療すると認知症状がなくなる場合も
あります。そのため、診療を受け、きちんと検査することをお
すすめします。
　主治医の先生とよく相談しましょう。

◆認知症の症状
　認知症になると、記憶障害、時間や季節、場所が分からなく
なるなどの他に、一人歩き、被害妄想、うつなどの症状が出る
人もいます。症状の有無や強さは人それぞれで、認知症状によっ
て、本人の安全確保や家族の介護疲れなど、さまざまな問題が
出てきます。
　認知症を発症しても、介護保険サービスや高齢者福祉サービ
スを上手に活用し、一人一人の症状や困り事に合わせた支援を
することで、安心・安全な暮らしを続けることができますので、
一度相談してください。
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Q　認知症についてもっと理解したいのですが…

A　 「認知症サポーター養成講座」を受講して
　　応援者になってください。
  ・ 講座を受講することで、正しい知識と理解を深めることができます。
  ・ 受講後に渡される「オレンジリング」を身に着けることで、認知症への理解を示し、支援をし

ていきましょう。
  ・ 団体で受講した場合は「認知症サポーターステッカー（右写真参照）」を配布しますので、

店舗や事業所に貼ることで、認知症の人や家族に安心して立ち寄ってもらえます。

Q　認知症になったら、今の生活を続けるのは無理ですか？
　　誰かの見守りが必要になったとき、住み慣れた家や地域で生活を続けられないでしょうか。
　　家族は、認知症の人から目が離せず、介護中心の生活になるのでしょうか。

A　認知症の人や家族を支えるための制度やサービスを利用できます。

　市では高齢者の行方が分からなくなってしまった場合、家族からの依頼
でEメールによる情報提供（高齢者見守り情報）を行っています。
※犬山市『あんしんメール』では、高齢者見守り情報のほか、防災情報や
防犯情報をお知らせします。登録は空メール（Eメール
t-inuyama-anshin＠sg-m.jp）を送信するか、右記QRコー
ドを読み込んでください。

相談はお住まいの地区の高齢者あんしん相談センターへ
　　　犬山北地区高齢者あんしん相談センター（福祉会館内　℡62-1166） 
　　　犬山南地区高齢者あんしん相談センター（市休日急病診療所併設　℡62-2270） 
　　　城東地区高齢者あんしん相談センター（特別養護老人ホームぬく森内　℡61-7800） 
　　　羽黒・池野地区高齢者あんしん相談センター（老人保健施設フローレンス犬山内　℡68-1635） 
　　　楽田地区高齢者あんしん相談センター（特別養護老人ホーム犬山白寿苑内　℡68-6165）
問合　長寿社会課（℡44-0325）

『あんしんメール』に登録して
行方不明者発生時の情報提供に協力を

【悪い例】
・後ろから声をかけると、驚かせてしまう。
・複数人で取り囲むと、恐怖心をあおる。
・早口、大声、甲高い声でまくしたてない。

　認知症になったら必ず施設に入所しなければ
ならないというわけではなく、家族や周りの人
の支えやさまざまなサービスを利用し、住み慣
れた自宅で生活を続けることができます。ここ
では介護保険サービス以外の事業を紹介します。

◆見守りシール交付事業
　認知症になり迷子になってしまう可能性のあ
る高齢者に対し、スムーズに家族の元に帰れる
ようにとはじめられた事業です。QRコード付き
シール（耐洗シール30枚、蓄光シール10枚）を
配布し、服や持ち物に貼り
ます。発見者がQRコードを
読み取ると、家族と連絡の
とれるサイトにログインが
でき、サイト上の伝言板で
家族と連絡をとることがで
きます。

◆GPS機器を貸し出しします
　位置情報が検索できる機器を貸し出しします。
靴底に入れることもできる小型の機器で携帯に
便利です。

◆認知症サポーター養成講座
　認知症とはどのような病気なのか、認知症の
人とどのように接するとよいのかなどを学ぶ講
座です。

渡辺ゆかりさん

認知症サポーター養成講座を受講して
　　　　　　　鈴木純子さん

高齢者捜索模擬訓練に参加して
　　　　　　　澤登志帆さん

　劇中で、もの盗
と

られ妄想が
ある人に「一緒に探そう」と
声かけの仕方を紹介していま
した。実践していくことで接
し方を身につけていこうと思
いました。

　（認知症の役の人に）話し
かけるのは難しかったです。
これからは認知症の人にも普
通に人に接するみたいに気軽
に接していきたいです。

【良い例】
・まずは見守る。
・声をかける時は一人で、前から。
・相手に目線を合わせやさしい口調で。

‖レポート‖    認知症サポーター養成講座から   すぐ実践できる　声のかけ方

‖レポート‖    認知症に関する事業を紹介

　 7 月22日に塔野地公民館で行われた認知症サポーター養成講座。講座後に「高齢者捜索模擬訓練」（認
知症の人が行方不明になった場合を想定し、実際に捜索する訓練）も行いました。
　講座の中では、一人で歩く認知症の人への声のかけ方を、劇を通して学びました。

　羽黒・池野地区高齢者あんしん相談センターの職員、渡辺ゆかりさんは、認知
症地域支援推進員として、認知症の人やその家族のさまざまな相談に乗ってきま
した。認知症に関する市や高齢者あんしん相談センターの取り組みについて聞き
ました。

　要請があればどこでも開催しますので、気軽
に申し込みをしてください。
　受講者にはオレンジリングを渡しています。

◆高齢者捜索模擬訓練
　行方不明者が発生した際の協力体制や、保護
した高齢者への声かけの仕方など、実際に周辺
を捜しに行くなどの実践を交えて学びます。

◆家族交流会
　新しい試みとして、介護に携わる家族のため
に、家族同士の交流会を開催します。
日時　11月10日㊏13：30〜
場所　エナジーサポートアリーナ（市体育館）
内容　体に負担の少ない介助方法と福祉用具の

活用方法、介護者同士の交流会
申込・問合　各地区の高齢者あんしん相談セン

ターへ
※認知症の有無に関わらず、介護に携わってい
る家族は誰でも参加できます。

　地域には医師、歯科医師、薬剤師、介護サー
ビス事業所、民生委員・児童委員など多くの支
援者がいます。また認知症地域支援推進員とい
う認知症施策を推進する担当者が各地区高齢者
あんしん相談センターに一人ずついます。多く
の支援者で、本人・家族を支えていきますので
一人で悩まず、まずは相談してください。

▲メールでの情報提供
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催 し 第43回犬山市民芸能祭
　今年43回目を迎える犬山市民芸能祭を開催します。この祭典には、市内の各芸能団体から25団体が出演します。
日頃の練習成果を披露しますので、ぜひ鑑賞してください。
　なお司会進行は、よしもとお笑い芸人三ツ星ジョージ氏です。
日時　 9 月30日㊐10：00〜
場所　市民文化会館
費用　無料
問合　市民文化会館（℡67-2411）

出演順 演　目 演　題 出演団体名 出演予定時間

※ 1 舞囃子 玄象 犬山市民謡曲教室 10：00〜

※ 2 民踊 1 .京都二寧坂
2 .五所川原甚句 豊紀会 10：15〜

※ 3 フラダンス 1 .Palisa　　 2 .Hero ハーラウ・フラ・オ・アロヒラニ 10：30〜

※ 4 民踊 1 .国賀どんと節
2 .大漁そうらん 犬山地区女性の会 民踊クラブ 10：45〜

　 5 三味線・童謡民謡
1 .南部俵積み曲　　 2 .よさこい節
3 .津軽じょんから節
4 .赤蜻蛉

洋山会 11：00〜

　 6 舞踊 1 .淡雪の橋　　 2 .祇園小唄 扇会（創作舞踊） 11：15〜

7 フラダンス 1 .モアナと伝説の海より 3 曲
2 .Ha’aheo（Pride） Hula Ohana 11：30〜

8 日本舞踊 1 .鶴八鶴次郎
2 .露しぐれ　　 3 .お徳 西川光哉社中若草会 11：45〜

9 箏曲 ふるさと 菊温会菊省京子社中 12：00〜

※10 民踊 1 .女の日本海
2 .あゝ名古屋城　　 3 .宵待おわら 豊香会 12：15〜

※11 フラダンス
1 .mai lohi lohi mai oe
2 .Tu wahine
3 .ku'u Hoa

パパイヤ 12：30〜

※12 民踊 1 .白雲の城　　 2 .十三夜 白帝豊衣会 12：45〜
あいさつ　　13：00〜13：15

13 太鼓 1 .くも　　 2 .あらし 尾張囃子集団 13：15〜

※14 日本舞踊 1 .恋の名残月
2 .京都去りがたし 内田流内田実穂社中 13：30〜

※15 フラダンス
1 .グッバイ ホノルル
2 .カム.レイズ.アライズ.ツウ.ザ.スカイ
3 .カ.オルア.アロハ

ハウオリ.フラ.セラピー 13：45〜

16 こどもバレエ ラ.バヤデールより 松岡伶子バレエ団 14：00〜

※17 日本舞踊 1 .鴨川なみだ雨
2 .櫻の花の散る如く 内田流内田寿晴社中 14：15〜

18 箏曲 1 .こ手鞠（でまり） 2 .浜辺の朝 松籟会 14：30〜

19 民踊
1 .豊年こいこい節
2 .因幡大黒舞
3 .南部酒盛甚句

豊楽会 14：45〜

20 民謡 1 .両津甚句　　 2 .十三の砂山
3 .南部俵積み唄 駒の会 15：00〜

21 日本舞踊・剣舞・甚句 1 .すみだ川　　 2 .川中島
3 .犬山甚句 犬山市老人クラブ連合会芸能部 15：15〜

※22 民踊・舞踊 1 .大和路の恋　　 2 .沢内甚句 成田山民踊教室 15：30〜

※23 フラダンス
1 .レイ マイレ
2 .クウ スイート レイ マカマエ 
3 .ハノハノ カ レイ ピカケ

フィ オ カマレイ ピカケ フラ スタジオ 15：45〜

※24 民踊 1 .大漁唄い込み（遠島甚句入り）
2 .上州太鼓節 鈴広会 16：00〜

※25 モダンダンス 1 .コネコ
2 .夢のおはなし　　 3 .Ants Hide Dance Lab 16：15〜

出演時間は予定時間です。時間が前後する場合がありますので、早めに来てください。
※印の団体のビデオ撮影はできません。

写真展
「深夜の青塚古墳」

　夜の青塚古墳を題材にした鎌田
祐一氏の写真展を開催します。青
塚古墳のある美しい星空風景をお
楽しみください。
日程　 9 月15日㊏〜10月14日㊐
会場　青塚古墳ガイダンス施設
費用　無料
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　 （℡68-2272　㊊休館　㊗の

場合は翌平日休館）

第51回京大モンキー
日曜サロン

　「飼育環境のエンリッチメント：
ニホンザルとスローロリスでの実
践」
　動物園や研究所で飼育環境を豊
かにする取り組みを、京大霊長類
研究所のJ

ホ ス エ

osueさんにお話しいた
だきます。
日時　 9 月16日㊐12：30〜13：15
場所　日本モンキーセンター
費用　入園料のみ（大人（高校生

以上）800円、小中学生400
円、幼児（ 3 歳以上）300円）

問合　日本モンキーセンター学術
部（℡61-2327　Fax62-6823  
Eメール info＠j-monkey.
jp）

※詳しくはhttp：//www.j-mon
key.jp/を見てください。

英語でお城を
見学しよう

　“IGG犬山グッドウィルガイド”
は、海外から訪れる人たちに犬山
城を案内しています。活動の一端
を紹介するため「英語でお城を見
学しよう」という催しを毎年行っ
ています。英語ガイドを体験する
と、外国からのお客さんと接する
際の参考になります。
日時　 9 月29日㊏10：00〜11：30
場所　犬山城券売所前（集合）
定員　先着30人
費用　犬山城の登閣料（一般550円）
申込・問合　 9 月17日㊗〜26日㊌

に件名「英語でお城見学」、
氏名、連絡先を直接来館ま
たは電話、Eメールで犬山
国際交流協会事務局（犬山
国際観光センターフロイデ

　　　℡61-1000　Eメールiia＠
　　　grace.ocn.ne.jp　㊏㊐㊗
　　　第 2・4 ㊊ 除 く 9：00〜17：

00）へ

羽黒の遺跡
出土品の展示・講演会

　羽黒には旧石器時代から平安時
代にかけての遺跡が点在し、そこ
からの出土品も数多くあります
が、これまで見ることができる機
会があまりありませんでした。そ
こで、これら出土品の展示会を開
催します。
　併せてNPO法人ニワ里ねっと
服部哲也氏による講演「羽黒高橋
の天道塚古墳の光と影」も行いま
すので、ぜひ古代人の足跡をたど
りに来てください。
日時　●展示会
　　　　 9 月29日㊏〜10月21日㊐
　　　　 9：00〜17：00（㊊休館）
　　　●講演会 
　　　　 9 月30日㊐10：00〜11：00
場所・問合　小弓の庄
　　　（℡68-3767　㊊休館）

市消防団操法大会
　市内 6 個分団が参加し、消防活
動の基本技術を競う消防団操法大
会が行われます。
日時　 9 月30日㊐ 9：00〜
　　　（小雨決行）
　　　予備日10月 2 日㊋20：00〜
場所　するすみふれあい広場
　　　（羽黒摺墨22）
問合　消防本部消防総務課消防担

当（℡65-3122）

野外劇
古代音楽絵巻第4章

「イヌカビヂの劔」
　青塚古墳の美しい姿を背景に、
古代ニワの里を舞台にした創作古
代劇を野外ステージで上演します。
日時　10月 8 日㊗17：00開演
　　　 （16：00開場、18：30終了予定）
場所　青塚古墳史跡公園（雨天の

場合は楽田ふれあいセン
ターに変更）

費用　2,000円（前売）
　　　2,300円（当日）
　　　小学生以下は無料
販売・問合
　　　青塚古墳ガイダンス施設
　　　 （℡68-2272　㊊休館　㊗の

場合は翌平日休館）
　　　木ノ下城伝承館・堀部邸
　　　 （℡90-3744　㊊㊋休館　㊗

の場合は翌平日休館）
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第23回フロイデまつり
　フロイデまつりは国際交流の総合的な祭典です。心豊かな、温かな一
日になるよう、ともにフロイデまつりを作っていきしょう。
日時　12月 9 日㊐ 9：30〜16：00
場所　犬山国際観光センターフロイデ
テーマ　ふれよう　未知なる文化、つながろう 自分の手で
　　　　〜学びと出会い、next stage〜
募集　出展者　 テーマにそって、国際協力、国際交流、国際理解、多文

化共生に関する活動の紹介や展示ができる人。体験型が
望ましい。

　　　出演者　 テーマにそって、世界の民族舞踊や音楽を披露できる人。
出演回数に限りがあり、13団体程度の募集。（ 1 団体　約
15分の披露）

※希望者が多い場合、募集対象者でない場合はお断りすることがあります。
※出展・出演の可否は10月12日㊎までに代表者に、Eメール、ファックス
または郵送で連絡します。
※出展者・出演者は10月31日㊌19：00から犬山国際観光センターで実施す
る出展者・出演者説明会に必ず参加してください。
費用　無料（飲食、物販などの販売を行う場合、 1 区画500円。館内備品

を使用する場合は実費）
申込・問合　10月 3 日㊌までに参加企画書に必要事項を記入し、犬山国

際交流協会事務局（℡61-1000　Fax63-0156　Eメールiia＠grace.
ocn.ne.jp　 9：00〜17：00　㊏㊐㊗　第 2 ・ 4 ㊊除く）へ

※参加企画書は市役所と犬山国際観光センターで配布または犬山国際交
流協会ホームページ（http：//iiea.info）からダウンロードできます。

後期公民館講座
対象　市内在住または在勤の18歳以上の人
費用　 1 講座　3,000円　（当日集金、材料費別）
※申し込み後のキャンセルは、材料費を負担していただくことがあります。
申込　10月 3 日㊌南部公民館 1 階　展示室 2 ・ 3
　　　① 9：00〜10：00　初心者の人を先着順に受け付けします（定員になり次第終了）。
　　　②10：00〜11：00　定員に満たない講座は経験者の人を先着順に受け付けます（定員になり次第終了）。
　　　③13：00〜17：00　さらに定員に満たない講座は電話での申し込みを受け付けます（定員に満たない場合は
　　　　10月 7 日㊐16：00まで受け付け）。
※詳細は、南部公民館で配布する資料を見てください。
問合　南部公民館講座担当　（℡68-0834）

●南部公民館

講座名 期間・時間・場所・内容・講師・定員・材料費等

手作りパン
（全 8 回㊋）

期間　10月30日〜平成31年 3 月 5 日　時間　 9：30〜13：00　場所　料理実習室
内容　手こねを学び、毎回 2 種類のパンを作ります。
講師　寺沢有規氏　定員　20人　材料費　7,000円　持物　エプロン、ふきん（ 3 枚程度）

リフレッシュ・
ヨガ
（全10回㊌）

期間　10月17日〜平成31年 3 月 6 日　時間　10：00〜11：30　場所　和室
内容　初心者も安心して参加できるようにゆっくりヨガのポーズを進めていきます。
講師　太田和世氏　定員　20人　材料費　無料
持物　動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、水分

健康太極拳
（全10回㊌）

期間　10月10日〜平成31年 2 月13日　時間　13：15〜15：00　場所　展示室 2 ・ 3
内容　 床ストレッチ、立位ストレッチ。その後、気持ちを整え、八段錦（気功法）。その後、足

の運びに手の動作をつけて練習を行います。
講師　西代晃子氏　定員　15人　材料費　無料　持物　水分、動きやすい服装、シューズ

うたごえ教室
（全 6 回㊏）

期間　12月 1 日〜平成31年 3 月16日　時間　10：00〜11：30　場所　講義室
内容　 身体を意識しながら声を出すと同時に、皆さん一緒に歌う楽しさを感じる。笑って、歌って、

息をはくと良いことがいっぱい。
講師　植村亞矢氏　定員　20人　材料費　2,000円　持物　筆記用具、飲み物

旬の食材を使った
ヘルシー料理
（全10回㊍）

期間　10月11日〜平成31年 2 月28日　時間　 9：30〜13：00　場所　料理実習室
内容　和食、洋食、中華料理をローテーションして 3 品とデザートを簡単に作ります。
講師　田中貴久枝氏　定員　16人　材料費　7,000円
持物　エプロン、ふきん、手拭き、筆記用具、持ち帰り容器

おしゃれ園芸
（全 6 回㊎）

期間　11月16日〜平成31年 3 月15日　時間　10：00〜12：00　場所　講義室
内容　 「花は暮らしのアクセサリー」をコンセプトに季節を感じさせるコンテナガーデンを楽し

みます。作品づくりから管理方法、飾り方の工夫など楽しく学びます。
講師　安藤祥子氏　定員　20人　材料費　初回3,500円　 2 回目以降 1 講座3,500〜4,000円
持物　園芸用ゴム手袋、わりばし、新聞紙、クラフトハサミ

季節を楽しむ
お菓子作り
（全 6 回㊌）

期間　10月24日〜平成31年 3 月27日　時間　10：00〜13：00　場所　料理実習室
内容　 季節の行事（クリスマス・バレンタイン）のものや、旬のフルーツを使った洋菓子を中心

に和菓子もとり入れティータイムやおやつ、プレゼントに喜ばれるお菓子を作ります。
講師　山田章子氏　定員　20人　材料費　3,900円　持物　エプロン、持ち帰り容器

俳句入門
（全10回㊌）

期間　10月10日〜平成31年 3 月13日　時間　10：00〜12：00　場所　講義室
内容　楽しく俳句に親しもう！（実作）　講師　宮地瑛子氏　定員　15人　材料費　無料
持物　筆記用具

●塔野地公民館

リラックス・ヨガ
（全10回㊋）

期間　10月16日〜平成31年 3 月 5 日　時間　10：00〜11：30　場所　和室
内容　簡単なポーズや動作を呼吸にあわせて行います。血行促進、アンチエイジングを体感。
講師　大原祐美加氏　定員　20人　材料費　無料
持物　動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、水分

ふれあいの森
秋の果実　観察会

　八曽ふれあいの森を歩いて、色
づいた秋の果実を観察しませんか。
日時　10月10日㊌ 9：30〜12：00
　　　（小雨決行）
　　　予備日10月12日㊎
集合場所　八曽自然休養林ゲート

亀割駐車場

図書館DVD上映会
　戦後、復興を目指して電気事業
の分割民営化を断行し、「電力の
鬼」と呼ばれた男のエピソードを、
吉田鋼太郎主演で映像化。
日時　10月 7 日㊐14：00〜
　　　（上映時間　約60分）
場所　市立図書館 2 階視聴覚室
内容　上映作品『鬼と呼ばれた男

松永安左エ門』
対象　どなたでも
定員　当日先着50人
費用　無料
問合　市立図書館（℡62-6300）

京都大学
霊長類研究所
市民公開日

日時　10月28日㊐12：45〜15：15
　　　（雨天決行）
場所　京都大学霊長類研究所
対象　市内および近隣市町村に在

住の中学生以上（小学校高
学年は保護者同伴なら可）

内容　鈴木樹理准教授の講演
　　　「サルの健康を守る－獣医

師の仕事－」と所内見学
定員　60人（応募多数の場合は抽

選）
申 込　10月16日㊋までに件名を

「市民公開参加希望」とし、
希望者全員の氏名・職業・
年齢・住所を記入のうえ、
京都大学霊長類研究所（E
メールshimin2018＠mail2.

　　　adm.kyoto-u.ac.jp）へ
問合　京都大学霊長類研究所
　　　総務掛（℡63-0512）

対象　16歳以上
定員　先着10人
費用　無料
持物　タオル、水筒、帽子
申込・問合　 9 月19日㊌〜10月 6

日㊏に氏名、住所、電話番
号を犬山里山学センター
（℡65-2121）へ
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MIZUNO
バドミントン
スクール

期間　 9 月18日㊋〜12月の毎週㊋
※10月30日㊋は休講
時間　17：00〜19：00
場所　エナジーサポートアリーナ
　　　（市体育館）
講師　中口竜郎氏（関東リーグ 2

部MVP 2 回、全国社会人
クラブバドミントン大会個
人戦優勝 2 回）

定員　先着24人
費用　月額6,500円（管理費含む）
※体験は 1 回500円でできます。
※ラケットは 1 本100円でレンタ
ルできます。
対象　小・中学生
持物　運動ができる服装、室内

シューズ、タオル、飲み物、
筆記用具

申込・問合　申込書と受講料をエ
ナジーサポートアリーナ
（市体育館）（℡67-8080

　　　 9：00〜21：00　㊊休館　㊗
除く）へ

農業祭
寄せ植え教室

　花き農家による、季節の花を使
用した寄せ植え教室の参加者を募
集します。
日時　10月13日㊏・14日㊐
　　　各日11：00、14：00、15：00
場所　市民文化会館
　　　（産業振興祭・農業祭会場）
定員　各回15人
　　　（申込多数の場合は抽選）
費用　 1 人1,000円（当日集金）
申込　 9 月28日㊎（必着）までに

件名「寄せ植え教室参加申
込」とし①参加者数（ 1 グ
ループ 4 人まで可）②参加

必要な消防法の
ルールについて

　テナントや空き家などを利用
し、創業または新たに事業を始め
る場合や店舗等の改修など、下記
のような場合には、消防本部への
事前の届出、消防用設備等の新た
な設置が必要となる場合がありま
す。事前に消防本部に相談してく
ださい。
○ テナント、空き家、空き店舗等

を利用し、事業等を開業する場
合

○ 店舗等の増築、改築、間仕切り
変更をする場合

○店舗等の用途を変更する場合
○独立した建物同士を接続する場合
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

消費者トラブルに
気をつけて

テレビショッピングで注文したら
定期購入だった
〇テレビショッピングで健康食品
を購入し商品が届いた。その後、
何も頼んでいないのに1か月後に
同じ商品が届いた。よく確認する
と「定期お届けコース」になって
いた。これ以上は要らないので返

者全員の住所・氏名・電話
番号③希望日時（参加でき
る日時が複数ある場合は、
希望順位）を記入し、はが
き・ファックス・Eメール
（電話不可）で産業課（Fax
44-0367　Eメール040900＠

　　　city.inuyama.lg.jp）へ
※参加者の決定は後日通知します。
※参加できるのは 1 人 1 回です。
※当日の申し込みはできません。
問合　産業課（℡44-0341）

無料相談窓口

▲新指定ごみ袋デザイン（サンプル）

品し、定期購入を解約したい。
（80代女性）

アドバイス
　テレビショッピングでは情報の
表示時間が限られているため、商
品の印象やお得感ばかりに気を取
られてしまいますが、契約内容や
解約条件を見逃さないようにしま
しょう。
　なお定期購入である場合は、そ
の旨や定期購入の期間など重要な
事項が表示されているので注意し
ましょう。電話で注文する際にオ
ペレーターが定期購入等の契約条
件を説明する場合があります。
しっかりと話を聞いて、注文内容
を確認しましょう。説明が分から
ない場合や契約内容について説明
がない場合は自分から確認し、納
得してから注文しましょう。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 ㊎（㊗除く）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

ごみの分別
について①

　蛍光管などの水銀使用製品の内
部には微量ながら水銀が含まれて
おり、市では、専用破砕装置で適
正に中間処理を行い、その後専門
業者で最終処理をしています。水
銀使用製品が分別されずに他の処
理施設に入ると、処理過程の中で

水銀が気化し、外部へ放出されて
しまいます。
●使用後の分別
　電球や蛍光管を購入する際に、
LEDや白熱電球と表記がない場
合もあり、排出する際に判断がつ
かない時は、次のことを確認して
ください。
・商品に記載のある型番の最初が
「Ｆ」「EF」で始まる場合は、「蛍
光管」へ分別してください。
・ 型 番 が「LD」 はLED、「L、
LW、 G、NL、R、KRなど」は白
熱電球を指しますので、「不燃ご
み」へ分別してください。
・割れた蛍光管は「蛍光管」へ分
別し、「不燃ごみ」には入れない
でください。
　環境維持を図るためにも、ごみ
の分別に協力をお願いします。
問合　環境課（℡44-0344）

指定ごみ袋
（家庭系可燃ごみ）
デザイン変更

　 9 月より新デザインの指定ごみ
袋を順次販売しています。地域や
店舗により導入時期が異なります
ので、注意してください。
　旧デザインのごみ袋の使用期限
はありませんので、継続して使用
できます。
　なお新デザインごみ袋は、外袋
とごみ袋両方に、外国語での可燃
ごみの表記を追加しました。また
平成29年度から導入しているごみ

分別アプリを日本語と外国語で紹
介しています。
問合　環境課（℡44-0344）

人材確保にも繋
つ な

がる
働き方改革を推進

　ハローワーク犬山では、企業の
実情に応じた働き方改革を進める
ことにより、魅力ある職場づくり
を実現し、人材確保にも繋がる特
別プログラム「AICHI WISH事業」
を実施しています。
●取組概要
・「働き方改革応援レシピ」を作
成し配布します。
・「働き方改革」「人材確保」に関
する専門的なアドバイスを行いま
す。
・「働き方改革」を進める企業を
認定して人材確保の特別サービス
を行います。
・「包括連携協定金融機関」から
特別融資を受けることができます。
問合　ハローワーク犬山　求人・

専門援助部門（℡61-2187）

犬山南高校（体育館）
学校施設開放

日時　11月23日㊗〜25日㊐、12月
1 日㊏、 2 日㊐、平成31年
2 月16日㊏、17日㊐、23日
㊏、24日㊐

　　　各日18：00〜21：00
対象　次の条件を全て満たし、事

前に登録した団体
　　　①構成員が10人以上
　　　 ②構成員の過半数が市内在

住・在勤・在学
　　　③責任者が20歳以上
　　　 ④団構成員全員がスポーツ

傷害保険に加入
※登録後に「利用日の21日前まで
の利用申請手続き」と「利用日ま
での使用料の支払い」が必要です。
※バスケットボール、卓球や床に
支障のある行為を伴う利用はでき

ません。
費用　 1 時間につき全面利用の場

合300円程度
申込・問合　文化スポーツ課（℡

44-0352）へ

岐阜バスダイヤ改正
　岐阜バスの運行ダイヤが10月 1
日から改正されます。
主な改正内容
①便数の増減
明治村線（長者町団地系統）

犬山駅東口方面行き
（始発〜 8 時台）

平日 8 本から 6 本に減
休日 5 本から 6 本に増

長者町団地方面行き
（17時台〜最終便)

平日 12本から 7 本に減
休日 10本から 8 本に減

②バス停の廃止
　「今井丸山」バス停は 9 月30日
の運行をもって廃止となります。
※詳しくは、岐阜バスのホーム
ページ（http://www.gifubus.co.
jp/）か、バス停に掲示予定のお
知らせや時刻表を確認してくださ
い。
問合　岐阜バスターミナル
　　　（℡058-266-8822）

都市計画道路浄心線
の都市計画変更

（廃止）に伴う説明会
　市では、「都市計画道路浄心線」
の都市計画変更（廃止）を検討し
ています。
　それに伴い、説明会を開催しま
す。
　内容は各回とも同じです。
日時　 9 月28日㊎10：00〜11：00
　　　　　　　　19：00〜20：00
　 　 9 月29日㊏10：00〜11：00

場所　市役所 2 階205会議室
問合　都市計画課（℡44-0330）
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「全国一斉！法務局休日相談所（名古屋法務局）」と
「市民講座」を同時開催

●全国一斉！法務局休日相談所（名古屋法務局）
　法務局が所掌する業務（登記、筆界特定、人権擁護および供託等）を
始め、遺言等の公正証書の作成に関する相談や、一般法律相談、税に関
する相談など、日常生活のさまざまな心配ごと、困りごと、悩みごとな
どの相談に応じます。
日時　10月 7 日㊐10：00〜16：00
場所　名古屋法務局（名古屋市中区三の丸 2 - 2 - 1 　名古屋合同庁舎第

1 号館）
相談員　法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員、

税理士および法テラス弁護士
費用　無料
※予約優先（予約なしの場合は、待ち時間が長くなることがあります）。
※法テラス所属弁護士に対する相談は、12組限定の完全予約制です。
●市民講座
　相続登記が放置され、所有者の把握が困難となり、公共事業が進まな
いなどのいわゆる「所有者不明土地・空家問題」が全国的に広がってい
ることを受け、相続、未登記建物（空家等対策推進を含む）および遺言
の 3 つのテーマについて、公証人、司法書士および土地家屋調査士が分
かりやすく説明します。
日時　10月 7 日㊐11：00〜15：00
　　　①相続　11：00〜　②未登記建物　13：00〜　③遺言　14：00〜
場所　名古屋法務局（名古屋市中区三の丸 2 - 2 - 1 　名古屋合同庁舎第

1 号館）
定員　60人（要予約　 1 つまたは 2 つの受講の予約もできます。）
費用　無料
〈共通事項〉
申込・問合　名古屋法務局民事行政調査官室（℡052-952-8170　㊏㊐㊗

除く8：30〜17：15）へ

司法書士による無料法律相談
　法の日週間にあわせ、愛知県司法書士会会員が皆さんの相談に応じます。
日時　10月 2 日㊋13：00〜15：00
※10月10日㊌13：00〜15：00も通常の登記相談（市役所 2 階相談室②）を
行います。
場所　市役所 2 階205会議室
相談員　愛知県司法書士会会員
内容　・土地や建物の相続、遺言、売買、贈与などに関すること
　　　・株式会社設立や増資などの会社や法人に関すること
　　　・供託手続き、訴訟書類の作成に関すること
問合　愛知県司法書士会一宮支部（℡0586-25-4169）

江南厚生病院
がんサロン「にじの会」

　同じような体験をしている仲間とお互いの思いなどを語り合い、がん
とともに自分らしく生きる、明日への活力を得ることができるような場
を提供しています。
場所　江南厚生病院　外来 2 階　多目的室
内容　10：00〜10：30　プチ講座（ 2 か月ごとに内容を変更）
　　　10：30〜11：30　参加者同士の交流
対象　がんを患っている人またはその家族
費用　無料
申込　不要

日付 プチ講座テーマ 担当

10月 6 日㊏
11月 6 日㊋ がん治療中の筋力維持の工夫 理学療法士

12月 1 日㊏
1 月15日㊋ がんと診断されたら… がん性疼

とう

痛
つう

看護
認定看護師

2 月 2 日㊏
3 月 5 日㊋

がんの治療と仕事について
〜がんとともに働くこと〜 ソーシャルワーカー

問合　江南厚生病院「患者相談支援センター　がん相談」
　　　（℡0587-51-3346　平日 8：30〜17：00　第 1 ・ 3 ㊏ 8：30〜12：20）

改修工事に伴う
木曽川犬山緑地の
使用中止

　木曽川犬山緑地の野球場と多目
的グラウンドの土部分（グラウン
ド 4 面分）の水はけをよくするた
めの改修工事を行います。
　この工事の間、野球場と多目的
グラウンドは使用できません。
期間　10月 9 日㊋〜11月15日㊍
※現在のグラウンドの土の一部を
掘削し、新たな土とグラウンドの
排水性を高める改良材（檜

ひわ

皮
だ

）を
混ぜ合わせた上で、土を敷きなお
し、整地（グラウンドの高さを整
えるなど）をおこないます。
※雨天などにより土が水分を含む
場合は作業を行えないため、 1 か
月程度の工期となりますが、順調
に進めば工事期間が短くなる場合
もあります（工事期間や工事の進
み具合は変化します。改修の効果
は、土の乾燥時に作業を行うこと
で高い効果があります）。
※野球場と多目的グラウンド以外
の木曽川犬山緑地内の施設は、通
常どおり使用できます。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

市長選挙
立候補予定者説明会

　任期満了に伴う犬山市長選挙が
11月25日㊐に執行されます。この
選挙に立候補を予定している人を
対象に説明会を開催します。
　説明会当日、立候補に必要な関
係書類をお渡しします。出席人数
は 1 候補者につき、 2 人までとし
ます。
日時　10月12日㊎10：00〜
場所　市役所 5 階　501会議室
問合　市選挙管理委員会
　　　（℡44-0300）

アニサキスを
知っていますか

　生の魚を食べて、アニサキスも
生きたままお腹の中に入ると『ア
ニサキス食中毒』になることがあ
ります。昨年（平成29年）は例年
に比べ秋以降に多く発生していま
した。
　アニサキスとはサバ、アジ、サ
ンマ、カツオ、イワシ、サケ、イ
カなどの魚介類に寄生している寄
生虫で長さ 2 〜 3 ㎝、幅0.5〜 1
㎜くらいで白色の糸のように見え
る幼虫が食中毒の原因となります。
　時間が経つと、内臓から筋肉へ
移動するといわれていますので、
丸ごと一匹の魚を買った場合は、
速やかに内臓を取り除き、内臓は
生で食べないでください。
　刺身など生の魚を食べる時に
は、目で見てアニサキスの幼虫が
いないか確認し、見つけた時は、
食べないよう取り除いてください。
　冷凍（マイナス20℃で24時間以
上）や、加熱（70℃以上、または
60℃なら 1 分）することで死滅し
ます。
　酢漬け、塩漬け、しょうゆやわ
さびにつけても死滅しません。
　アニサキスについて知ったこと
を十分活用し、おいしく魚を食べ
ましょう。

問合　江南保健所
　　　（℡0587-56-2157）

▲アニサキスの幼虫

10月の各種無料健康相談ガイド

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

17日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

くすりに関する
相談

城東薬局
薬剤師
間宮進氏

⑤アルコール
　相談

13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）
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健 康

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「口呼吸」
　口を半開きにして無意識に口で
呼吸をしている人を見かけます
が、口で呼吸していると口の中が
乾きやすくなります。むし歯菌で
あるミュータンス菌を始め、口内
のさまざまな細菌が繁殖しやすく
なり、むし歯になる確率が増しま
す。逆にしっかり口を閉じて、歯
を唾液の海に浸しておけば、歯の
健康は守られるのです。
　口で呼吸すると、空気中の雑菌
やほこりなどを直接体に取り込む
ことになり、免疫機能を刺激しま
す。しかし鼻から呼吸すると、そ
うした異物がろ過され、湿った温
かい空気だけが体内に入ります。
つまり鼻呼吸に変えれば、むし歯
になるリスクが減るだけではな
く、風邪やアレルギー疾患など他
の病気のウィルスにも感染しにく
くなるのです。

選んで楽しく
健康レストラン
食事バランスチェック

　あなたの日常の食事が適量でバ
ランスがとれているかチェックし
てみませんか。
　食べた献立を本物そっくりの食
品サンプルの中から選んでセン
サーボックスの上にのせると、カ
ロリーや栄養成分が一目でわかり
ます。食の改善推進員によるアド
バイスも受けられます。（予約不
要、時間内随時受け付け）

日時　 9 月20日㊍ 9：30〜12：00
　　　（受付は11：45まで）
場所　市民健康館
内容　栄養バランスチェックとア

ドバイス
対象　どなたでも
費用　無料
持物　健康手帳
問合　市民健康館（℡63-3800）

ちょこっと歩こう
犬山

　今回は、桃太郎公園周辺を歩く
コースです。健康づくり推進員と
一緒に歩いてみませんか。
日時　10月10日㊌10：00〜
　　　（約 1 時間）
※当日 8：30時点で雨天の場合は
中止します。血圧が高いなど、当
日の体調によってはお断りするこ
とがあります。
集合場所　桃太郎公園河川敷
　　　　　駐車場
場所　桃太郎コース
費用　無料
持物　水分補給用飲み物
※歩きやすい服装で来てください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

若い人のための
料理教室
参加者募集！

　「毎日が忙しく、なかなか自分
の時間が取れない！」でも食べる
ことはとても大事です。ゆっくり、
楽しく学んでください。
日時　10月17日㊌ 9：45〜13：30
　　　（受付 9：30〜）
場所　市民健康館
内容　イタリア風肉団子のミート

ソース、ティラミス他
講師　市食の改善推進員
対象　45歳くらいまでの市民
※託児あり（人数制限あり）
定員　先着16人
費用　600円程度（材料費）
持物　健康手帳、筆記用具、エプ

子 育 て

高 齢 者

　平成31年 4 月に小学校へ入学する児童の就学時健康診断を平成30年10
月に行います。該当する児童の保護者は、児童を同伴し、通知書に記載
された小学校へ出かけてください。
　なお郵送された文書は、当日受付で必要ですので、まだ届いていない
場合は学校教育課に連絡してください。
●就学時健康診断実施日程一覧表

学校名 実施日 受付時間 電話
犬山北小学校 10月 3 日㊌ 13：15〜13：30 61-2234
犬山南小学校 10月 4 日㊍ 13：00〜13：15 61-2231
城東小学校 10月15日㊊ 13：00〜13：20 61-2501
今井小学校 10月 4 日㊍ 13：30〜13：40 61-2191
栗栖小学校 10月 3 日㊌ 13：20〜13：30 61-0580
羽黒小学校 10月12日㊎ 13：10〜13：30 67-0046
楽田小学校 10月12日㊎ 13：10〜13：30 67-1005
池野小学校 10月 4 日㊍ 13：15〜13：30 67-0544
東小学校 10月11日㊍ 13：30〜13：45 67-5400
犬山西小学校 10月 4 日㊍ 13：15〜13：35 62-8280

問合　学校教育課（℡44-0350）

就学時健康診断
　

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、住んでいる地区の高齢者あん
しん相談センターに問い合わせて
ください。
●木寿会
　「皆が集まれるような場がほし
い」との住民の要望をきっかけに、
前原台集会場で幅広い交流を図る
ことを目的として「木寿会」がつ
くられました。毎週木曜日の10：
00〜12：00に参加費150円で実施し
ています。

平成30年度
胃がんリスク
検診申込　再募集

　今年度の胃がんリスク検診の定
員にまだ余裕があります。まだ申
し込んでいない人は、血液検査で
手軽にできる胃の健康度チェック
をしてみませんか。
期間　12月29日㊏まで
　　　（医療機関の休診日は除く）
場所　市内受託23医療機関
※詳しくは広報犬山 5 月15日号12
ページを見てください。
対象　40歳以上の市民のうち、次

の要件に該当しない人
　　　 ①市の胃がんリスク検診を

受けたことがある人
　　　 ②現在、ピロリ菌除菌治療

中の人、または除菌治療を
受けたことがある人

　　　 ③現在、食道・胃・十二指
腸に関する疾患で治療中ま
たは手術歴がある人

　　　 ④明らかな上部消化器症状
があり、胃や十二指腸の疾
患が強く疑われる人

　　　 ⑤腎不全および腎機能障害
の人

　　　 ⑥プロトンポンプ阻害薬を
服用中または 2 か月以内に
服用した人

　　　 ⑦勤務先等でヘリコバク
ター・ピロリ抗体検査、ペ
プシノゲン検査を受ける機
会のある人

検査方法　ペプシノゲン検査およ
びヘリコバクター・ピロリ
抗体検査の 2 種を組み合わ
せた血液検査

費用　自己負担額　1,000円
持物　健康手帳、保険証
申込　市民健康館へ直接申し込み
　　　（電話不可）
問合　市民健康館（℡63-3800）

　お茶を飲みながら、おしゃべり
やカラオケなど参加者と楽しい時
間を共有しています。「木寿会の
おかげで、疎遠になっていた知人
と再び仲良くできるようになりう
れしい」との声もあります。また
毎月第 1 ㊍は、城東地区高齢者あ
んしん相談センターと一緒に体操
も行い筋力アップを図っています。
　老若男女、居住の地域を問わず
参加できます。興味がある人は、
ぜひ来てください。

　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。
※掲載を希望する住民主体の活動
を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

ロン、手拭きタオル、三角
巾またはバンダナ（頭を覆
うもの）

申込・問合　9月20日㊍〜10月10
日㊌に市食の改善推進協議
会　田口（℡62-0652）へ

10月は「てくてく」
ウォーキング月間

　10月の 1 か月間、15万歩を目指
してウォーキングしましょう。犬
山市ウォーキングアプリ「てくて
く」を使って、15万歩を達成した
人には、秋桜健康福祉まつりで市
民を対象に先着50人に景品をお渡
しします。
景品受け渡し日時
　　　11月 4 日㊐12：00〜13：30
場所　市民健康館

※アプリは無料で利用できます
が、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 の 利 用 に は、 ま ず
GoogleFitの設定が必要です。

問合　市民健康館（℡63-3800）

GoogleFit てくてく

➡
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子育てハッピーコミュニケーション♪第1期
〜カフェでゆったりミニ講座〜

●子育てと女性の活躍応援プロジェクト
　駅の西側にあるエイトパークカフェ犬山店で子育て家庭にまつわる「聞
いてみたい」「話したい」話題をテーマに、少人数でゆったり話せるミニ
講座を開催します。
　子育てだけでなく家庭や働き方、ママとしての今後なども話しながら、
リフレッシュしましょう。

回 日程 テーマ

1 10月25日㊍ 「イライラから発見？素敵な自分の見つけ方」

2 11月22日㊍ 「扶養内？扶養外？ママの働き方改革って？」

3 12月20日㊍ 「大切なことを子どもに伝えるには？
　親子のハートフルコミュニケーション」

※参加は連続も 1 回だけも可。子連れの人は店内のキッズスペースで見
守り託児を行います。
時間　10：00から 1 時間程度
場所　エイトパークカフェ犬山店（犬山字富士見町14）
講師　キャリアコンサルタント Career Leaf 代表　平田幸恵氏
対象　市内在住の子育て中や子育てに関心のある女性
定員　各回 6 人程度
費用　無料
申込・問合　 9 月20日㊍〜10月10日㊌に子ども未来課（℡44-0322）へ

可能性を広げよう
子育てママの
はじまるしぇ

　自分の趣味を小さな仕事にして
みませんか。
　講座を通じて、まずは自分を知
り、多様な働き方を学んだら、マ
ルシェ出店を体験します。託児付
きなので、子どもの同伴も可能で
す。気軽に応募してください。
日程　第 1 回　10月 9 日㊋
　　　第 2 回　11月15日㊍
　　　第 3 回　12月11日㊋
　　　第 4 回　 2 月17日㊐
　　　　　　　（マルシェ体験）
　　　第 5 回　 3 月14日㊍
時間　第 1 〜 3 回　10：00〜11：30
　　　第 4 回　　　10：00〜12：00
　　　第 5 回　　　10：00〜11：30

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
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）

ママ友 in 犬山
　犬山で楽しく育児をするために
ママ友を作りませんか。年齢で区
切っているので同年代のママと話
ができます。
日時　10月 5 日㊎10：00〜11：30
　　　（受付 9：45〜10：00）
場所　保健センター
内容　ママ主体のおしゃべり会
対象　30歳までの市内在住の妊婦

〜未就園児を子育て中のマ
マ

※託児有（人数によっては託児が
できないこともあります。）
※30歳以上は平成31年 1 月25日㊎
に開催予定です。
申込　不要
問合　保健センター（℡61-1176）

水道緊急時

市 税 等
納 期 限

下水道事業
受益者負担金納期限

　納付は市指定金融機関か市役
所・出張所でお願いします。

納期限 10月 1 日㊊
下水道事業

受益者負担金 2 期

問合　下水道課（℡44-0337）
相談ダイヤル
＃9110

　県民からよせられる犯罪等によ
る被害を未然に防止するための相
談、生活の安全と平穏に関わる相
談に応じています。
警察相談専用電話
①＃9110
（ダイヤル回線および一部のIP電
話からはつながりません）
②℡052-953-9110
※①②ともに㊊〜㊎ 9：00〜17：00
㊏㊐㊗年末年始および時間外の相
談は最寄りの警察署または交番に
連絡してください。

「ぽんぽこまつり」
　子育て広場「ぽんぽこ」では、
「ぽんぽこまつり」を南部公民館
で開催します。親子で一緒に遊ぶ
あそびコーナーや楽しいシアター
を見たり、体操をすることができ
ます。子育て中の皆さん、子ども
と一緒に楽しいひと時を過ごしま
しょう。
日時　 9 月27日㊍10：00〜12：00
場所　南部公民館
内容　〈あそびコーナー〉
　　　● 1 階展示室 1
　　　「○△□であ・そ・ぼ」
　　　● 1 階展示室 2 ・ 3
　　　「探検にいこう」
　　　● 2 階和室
　　　 「ふれあいあそびとかんた

んシアター」
　　　● 2 階会議室 1 ・ 2
　　　「あかちゃんのあそび広場」
　　　● 2 階練習室 1
　　　 「ねぇママ　子守歌うたっ

て」（愛知さくらライオン
ズクラブ）

　　　〈催し物コーナー〉
　　　● エ ン ト ラ ン ス・ 市 民 ロ

ビー
　　　体操・パネルシアターなど
費用　無料
※各児童館・児童センターで無料
参加券を配布しています。当日券
もあります。
問合　各児童館・児童センター

きっかけ交流カフェ
参加者募集

　市内のおしゃれなカフェで、普
段聞くことのできない話を聞いた
り、普段出会うことのできないマ
マたちと楽しく交流してみません
か。
　市内で子育てをしながら独立・
起業をして、おうち教室や店舗、
イベント、ワークショップを運営
しているママ、ボランティアなど

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

　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 10月 1 日㊊
国民健康保険税 4 期

介護保険料 6 期
後期高齢者
医療保険料 2 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）

子 育 て

場所　第 1 〜 3 回
　　　　　市役所など市内施設
　　　第 4  回　エナジーサポート

アリーナ（市体育館）
　　　第 5 回 
　　　　　市役所など市内施設
対象　市内在住の子育て中や子育

てに関心のある女性
※基本的に第 1 回〜 5 回すべてに
参加できる人に限ります。
定員　先着 8 人（子どもを除く）
申込・問合　 9 月18日㊋〜28日㊎

に電話で企画広報課（℡
44-0312）へ

で活躍しているママなどをゲスト
スピーカーに迎えて、「きっかけ
交流カフェ」を開催します。
　託児付きなので、子どもの同伴
も可能です。
日時　第 1 回　10月 3 日㊌
　　　第 2 回　11月 7 日㊌
　　　いずれも10：00〜11：30
場所　エイトパークカフェ犬山店
　　　（犬山字富士見町14）
講師　第 1 回　秋田眞由美氏
　　　第 2 回　古屋千夏氏
対象　市内在住の子育て中や子育

てに関心のある女性
定員　各回先着 6 人
　　　（子どもを除く）
費用　無料
申込・問合　 9 月18日㊋〜26日㊌

に電話で企画広報課（℡
44-0312）へ

警察署だより

時間外受付

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
9 /18㊋、10/ 2 ㊋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）
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時間外受付

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
9 /18㊋、10/ 2 ㊋19：00まで

●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
9 /23㊗、10/14㊐ 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
9 /23㊗、10/14㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

「福澤桃介の凛
り ん

とし
た魂の軌跡」講演会

日時　 9 月16日㊐13：30〜15：30
場所　西楽田団地自治会集会場

　　　（字中唐曽 1 -59）
演題　「日本産業革命の父　福澤

桃介の業績と一生」
講師　ユネスコクラブ日本ライン

企画運営委員長　藤本尚子
氏

費用　無料
問合　光田（℡090-5626-5296）

＃Me Tooカフェ
女性の人権を
考えよう！

日時　 9 月19日㊌13：30〜15：00
場所　丸山地区学習等供用施設
　　　学習室
内容　社会的問題になっているセ

クハラ事件、見過ごしてい
る男女差別の問題を田巻紘
子弁護士を囲んで考えます。

対象　どなたでも
費用　100円
問合　新婦人犬山支部（℡61-2928
　　　㊌㊏13：00〜17：00のみ）

ぎゃらりぃ木屋
展示会

日時　 9 月24日㊡〜30日㊐
　　　10：00〜17：00
場所　ぎゃらりぃ木屋
　　　（犬山字東古券498）
内容　木澤昭宏「ミクスドメディ

ア作品展」
問合　ぎゃらりぃ木屋
　　　（℡61-0591）

第 2 回モンチャレ！
　霊長類の優れた能力を実感でき
る競技に挑戦。フクロテナガザル
の大きな声など、競技は全部で 4
種類あります。
日時　 9 月29日㊏、30日㊐
　　　13：00〜14：30
　　　（12：30〜受付）
場所　日本モンキーセンター
対象　 3 歳以上

定員　各日150人
費用　入園料のみ
申込　けやきの森（雨天時は無料

休憩所）
問合　日本モンキーセンター
　　　（℡61-2327　Fax62-6823）
※詳しくはhttp://www.j-monkey.
jp/を見てください。

第 2 回華道展
　秋の花材で 3 流派25瓶を展示し
ます。
日時　 9 月30日㊐ 9：30〜16：00
場所　市民文化会館ロビー
費用　無料
問合　文化協会茶華道部
　　　宮地（℡67-1701）

世界キツネザル
フェスティバル2018
 in JMC

　キツネザルを知ってもらい、好
きになってもらうためのイベント
です。土日には講演会やイベント
を開催します。
日時　10月 1 日㊊〜31日㊌
　　　10：00〜17：00
場所　日本モンキーセンター
対象　どなたでも
※体験イベントは年齢制限あり。
定員　なし
費用　入園料のみ
※体験イベントは別途費用がかか
ります。
問合　日本モンキーセンター
　　　（℡61-2327　Fax62-6823）
※詳しくはhttp://www.j-monkey.
jp/を見てください。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

第62号⑥

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

指導者育成事業「バスケットボールクリニック」を開催！
　 8 月 4 日㊏エナジーサポートアリー
ナに豊田合成スコーピオンズの選手を
迎え、「小学生バスケットボールクリ
ニック」を開催しました。参加者は市
スポーツ少年団の団員74人。
　午前はB 3 リーグで活躍するスコー
ピオンズの公開練習を見学し、午後の
クリニックでは、ヘッドコーチの玖田
氏と選手の皆さんからバスケットの基
礎となるパス、ドリブル、ピボットな

どの指導を受けました。後半には選手対小学生でミニゲームを行い、ダンク
シュートを始めとしたトップレベルの技を身近に感じることができました。
　閉会式で、犬山ミニバスの市田匠
吾くんは「今日教えてもらった事を
これからの練習や試合で活

い

かしてい
きたい」とお礼の言葉を述べ、参加
者全員が最後まで楽しく、有意義な
時間を過ごすことができました。

催 し

結　 果1

第21回犬山市スポーツ
少年少女フェスティバル

日時　10月 8 日㊗
場所　木曽川犬山緑地グラウンド
内容　午前　レクリエーション種目

（スタンプラリー方式で最大14
種目を回り得点を競います）、
マラソン（周回コースを利用し、
タイムを競います）

　　　午後　大縄跳び（チームで競い
ます）

対象　市内小学生とその同伴者。各ス
ポーツ少年団は指導者同伴でも
可。同伴者も各種目に参加でき
ます。

※当日参加申し込み可
費用　無料

市民ハイキング
日時　10月21日㊐ 6：45〜受付
場所　中山道落合宿〜馬籠宿〜妻籠宿

（標高差470m）
内容　中山道宿場、落合宿から馬籠を

経て妻籠宿までの約13.5㎞の緩
やかな登り、下りのコース

※小雨決行。ハイキング中止の場合は
「半分、青い。」「おんな城主直虎」で

市民大会
（記載は優勝者 または優勝チーム）

●空手
5 月20日　エナジーサポートアリーナ
形の部
幼年男女の部 田島大煌
小学生 1 ・ 2 年男女の部 田島優亜
小学生 3 ・ 4 年男女の部 與儀勇友
小学生 5 ・ 6 年男女の部 上村檜英
中学生男女の部 千田英宗
団体戦 犬空会A（犬空会）
組手の部
幼年男女の部 田島大煌
小学生 1 ・ 2 年男子の部 一木詞斗
小学生 1 ・ 2 年女子の部 田島優亜
小学生 3 ・ 4 年男子の部 増田雄心
小学生 3 ・ 4 年女子の部 真子陽遥
小学生 5 ・ 6 年男子の部 山田翔偉
小学生 5 ・ 6 年女子の部 水野るる
中学生男子の部 千田英宗
団体戦 チビ軍団（犬空会）
●バスケットボール
7 月 8 日　エナジーサポートアリーナ
一般男子 5 番いとうけい
●軟式野球
4 月15日〜 7 月14日
木曽川犬山緑地グラウンド
一般 1 部 カイザーズ
一般 2 部 犬山市役所
中学生の部 南部中学校
小学生の部 木津ブライトA
●バウンドテニス
6 月17日　エナジーサポートアリーナ
団体ダブルス
長屋邦彦・酒井日出子・伊藤カオル組
●ゴルフ
7 月23日　犬山カンツリー倶楽部
一般 深井明英
シニア・レディース 田中茂樹

話題の岩村城下町・馬籠・妻籠宿散策
集合　犬山駅東口
対象　市内在住・在勤・在学で 4 時間

程度歩ける健康な人
定員　先着40人
費用　 1 人4,000円（当日徴収）
申 込　 9 月30日 ㊐ 9：00〜10月 7 日 ㊐

に氏名・性別・生年月日・住
所・電話番号・血液型・持病の
有無・緊急連絡先の氏名・電話
番号を市勤労青少年ホームへ

体協ハイキング
日時　11月 3 日㊗ 8：15〜17：00
場所　三重県桑名市
　　　「多度山周遊コース」
集合　あいち観光自動車駐車場（梅坪

跨線橋南信号より南へ100m）
対象　市内在住・在勤・在学で健康な

小学生以上（小学生は保護者同
伴）

定員　先着60人
費用　2,000円（保険料、雨天時の長島

リゾート「湯あみの島」入場料
を含む）当日徴収

申込　 9 月22日㊏〜10月14日㊐
　　　 9：00〜17：00に住所・氏名・電

話番号・生年月日を直接市体育
協会事務局へ（ 1 人で 2 人分申
込み可）。

※小雨決行。雨天の場合は長島リゾー
ト「湯あみの島」へ行きます。

第37回空手教室演武会
日時　10月28日㊐ 9：00〜16：30
場所　犬山南小学校体育館
参加者　犬山空手教室スポーツ少年

団・犬山空手道会会員
内容　空手、古武道形並びに組術の演

武など、1年間の練習の成果を
家族や地域の皆さんに観てもら
います。

※団員の募集を行っています。見学・
体験もどうぞ！

掲載を希望する人は企画広報課広報・広聴担当へ。11月 1 日号の締め切りは 9 月19日㊌

●お詫びと訂正
　広報犬山 9 月 1 日号 3 ページ、
特集内「⑧買い物支援ネットワー
ク移動販売・朝市」の日時に誤り
がありました。「毎週㊐」ではな
く、正しくは「毎週㊏」です。お
詫びして訂正します。
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警察音楽隊避難訓練コンサート
　 7 月21日、南部公民館で愛知県警察音楽隊による
避難訓練コンサートが行われました。公演中に地震
が発生した場合の正しい対処法を体験し、被害を最
小限に食い止める取り組みです。
　地震発生を示すブザーが鳴ると、観客は一斉にそ
の場にしゃがみ、姿勢を低く頭を守ってじっとする
「シェイクアウト訓練」をし、その後係員の誘導で
落ちついてロビーへ避難しました。

手づくりウインナー教室
　 7 月27日、市特産品協会の体験事業として「手づ
くりウインナー教室」が株式会社サイトウで行われ
市内の小中学生とその保護者ら54人が参加しました。
　参加者らは同社社員から作り方について説明を受
けた後、ウインナーづくりに挑戦。腸詰めした肉は
途中をねじって鎖状にし、20分ほどゆでることで完
成。できたてのウインナーをほおばると「おいしい！」
と笑顔があふれました。

図書館で勾
まが

玉
たま

作り
　 7 月21日、市立図書館では小学生児童とその保護
者を対象に「夏休み工作教室」が開催されました。
今年は勾玉作りがテーマで、保護者含めて44人が参加。
　参加者らは滑石と呼ばれる柔らかい鉱物を加工し
勾玉作りに挑戦しました。まずは石をのこぎりで自
由な形に切り、その後サンドペーパーで削ってから
布で磨いて光沢を出していきます。最後は開けた穴
にひもを通して完成。中には自分の納得がゆくまで
磨き続ける児童の姿もありました。

図書館でこどもワークショップ
　 7 月24日、市立図書館でスペースの利用方法につ
いて検討するワークショップが行われ、市内小中学
生と保護者、スタッフの大学生が参加しました。
　ワークショップでは各地の図書館の事例や個人の
経験などをもとにそれぞれがアイデアを出し合い、
その中には「授乳室が欲しい」「完全個室ブースが欲
しい」といったものから「寝ころんで自由に本が読
みたい」「床が全部クッションになっている」といっ
た個性的なものまで飛び出しました。
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QRコード

カティーの

独言
ひ と り ご と

1図書館
だより

新着本の紹介（一部）

真夜中の子供
辻仁成著

日本屈指の歓楽街・博多中
洲。その街で真夜中を生き
る無戸籍の少年がいた。凶
行の夜を越え、彼が掴

つ か

み
とった自らの居場所とは？
家族を越えた絆を描く。
『文藝』掲載を単行本化。

旅の絵本 ₉
安野光雅著

救助犬セント・バーナード
の産地であるグラン・サ
ン・ベルナール峠、結婚式
が始まる村の小さい教会、
さまざまな国旗が見える首
都ベルン…。スイスの雄大
な自然と美しい町並みを描
く。

ようかいえんのばけくらべ
白土あつこ作・絵

ばけだぬきのばけたは、よ
うかいえんのみんなと山に
遠足にでかけます。楽しく
遊んでいると、たぬきのぽ
んきちがやってきて、ばけ
くらべをすることになり…。

一般書
『聖地鉄道めぐり』 渋谷申博
『有職装束大全』 八條忠基
『戦国　戦の作法』 小和田哲男
『深夜航路』 清水浩史
『天の川が消える日』 谷口義明
『日本軍用機事典』 野原茂
『あたらしい草花あそび』 相澤悦子
『葉室麟　洛中洛外をゆく。』 葉室麟
『島のエアライン　上・下』 黒木亮
『人間に向いてない』 黒澤いづみ
『絶望キャラメル』 島田雅彦
『話しベタですが…』 浅田次郎

児童書
【小学校低学年】
『せんそうをはしりぬけた
　　　　　　「かば」でんしゃ』
『妖怪いじわるスマートフォン』
『チビまじょチャミーとほしのティアラ』

【小学校中・高学年】
『バイオロギングで新発見！』
『雨ふる本屋と雨もりの森』
『篤姫』
『365日のWONDER』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『いいからいいから 5 』
『へんしんたんてい』
『ミジンコでございます。』

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

10月のイベント（場所：図書館本館）
7 日㊐　「DVD上映会」鬼と呼ばれた男 松永安左エ門 14：00〜
13日㊏　「ももたろう」おはなし会 11：00〜
27日㊏　「ももたろう」おはなし会 11：00〜
27日㊏　脇明子さん講演会 〜読む力は生きる力〜 14：00〜

●市内の文化財
　「栗栖の渡し」「内田の渡し」「鵜飼の渡し」
　江戸幕府は、軍事上の理由から大きな河川での架橋を
原則認めなかったため、各地に渡船場が設けられました。
「栗栖の渡し」は、犬山市内の木曽川渡船場の中で最も
上流にあり、下流には「内田の渡し」と「鵜飼の渡し」
がありました。このうち、内田と鵜飼の渡しには運航上
の目印となるよう、安全祈願も兼ねた常夜灯が現存して
います。
　犬山に縁ある「蕉門十哲」の一人、内藤丈草は内田の
渡しから木曽川を越えて遯

とん

世
せい

しており、その様が『尾張
名所図

ず

会
え

』に描かれています。図会では、寂しそうに手
を振る人や涙を流す人たちが印象深く、明日へ漕

こ

ぎ出す
別れの場として記憶に刻まれています。

●今月の一冊と市内の文化財
『野菊の墓』
（伊藤左千夫・著、1906年・刊）
　♪つれて逃げてよ〜、ついてお
いでよ〜♪で始まる名曲「矢切の
渡し」。小説の主人公である民子
と政夫も、この歌詞のような気持
ちだったかもしれない…。
　矢切の渡しは現在、東京都内に唯一残る渡し場であり、
中学に進学する政夫が小雨降る中を荷船に乗って、民子
と別れた場所でもある。周辺は、よろよろと野菊が咲い
ている風景で、民子は自らが野菊の生まれ変わりという
ほど野菊を好ましく思っていた。余儀なき結婚の後、息
を引き取った民子の左手に握られていた政夫の写真と手
紙。その後、民子の墓の周りには、政夫によって野菊が
一面に植えられる。揺れながら艪

ろ

が咽
むせ

ぶ矢切の渡しは、
二人の切なく咽び泣く心を水面に映す悲恋の場でもあっ
た…。
※小説の読後感想は、読書会「藍の会」が広報犬山 6 月
15日号で紹介しています。

　犬山市の皆さん、はじめまして。
ドイツから来ましたカタリナ・カ
ウフマンと申します。カタリナと
呼んでください。ジャッキーさん
に続き、 8 代目の国際交流員にな
ります。
　はじめての記事ですので、少し
自己紹介をさせていただきます。
私は1992（平成 4 ）年10月16日に
ドイツの首都ベルリンに 3 人兄妹
の末っ子として生まれました。 5
歳の時までベルリンで育ち、その
後、ベルリンから少し離れたレー
ゲブルッフ（Leegebruch）とい
う村に引っ越しました。その村の
人口はわずか6,700人です。
　ベルリンはとても歴史がある町
で、たとえば、第二次世界大戦後
に建てられた、ベルリンの町を東

西に分けていた「ベルリンの壁」
が有名です。現在、ベルリンの壁
が世界最長の野外ギャラリーと
なっており、多くの観光客を集め
ています。それ以外にも、多数の
美術館や博物館があり、毎日どこ
かで演劇やコンサートなどを楽し
むことができます。
　皆さんはドイツで最も有名な飲
み物をご存じですよね。そうです、
ビールです。ドイツ人だけでなく、
他の国の人々もビールが大好きな
ので、ドイツではさまざまなビー
ル祭りが開催されます。そのなか
で最も知られているのは、ミュン
ヘンのオクトーバーフェストかも
しれませんが、ベルリンでも毎年
8 月第 1 週に世界最長ビアガーデ
ン（2.2㎞！）が開催されます。
約90か国から350を超えるビール
工場が、2,400種類のビールを販
売します。
　私が、日本と日本文化に最初に
出会ったのは、ちょうどマンガと
アニメがドイツに広まりはじめて
いた中学時代でした。それから
色々と日本について調べるうち

に、実際に日本をみたくなり、
2009年から約 1 年間、東京都にあ
る高校に留学しました。その 1 年
は、自分の若い頃でもっとも楽し
くて、面白い 1 年となりました。
　そこでは、たくさん友達ができ、
日本の日常生活を体験し、日本語
も勉強することができました。そ
の後、ドイツに帰国後、高校を卒
業し、ポツダム大学に 1 年、ライ
プチヒ大学に 2 年通い、言語学を
学びました。修士課程では、ハレ
大学日本プログラムに進学し、途
中、 1 年間慶應義塾大学に留学し
ました。
　高校時代の 1 年と大学院時代の
1 年を通じ、日本の食文化が好き
になり、さまざまな伝統的なこと
を体験しました。たとえば、茶道
や弓道、御

お

神
み

輿
こし

などです。犬山市
でも、茶道や弓道を行いたいと
思っています。そして、これから
は犬山市の国際交流員として、皆
さんにドイツについて色々なこと
を知ってもらえればと思っていま
す。
　よろしくお願いします。

「はじめまして！」

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

9月16日㊐ 塚原歯科医院 （犬山） 61-4540

9月17日㊗ 青木歯科医院 （扶桑） 0587-93-3388

9月23日㊗ いぬやま歯科医院 （犬山） 61-7515

9月24日㊡ たけのこ歯科 （犬山） 39-6522

9月30日㊐ あさの歯科医院 （扶桑） 0587-92-3718

■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

9月16日㊐ すみれ内科クリニック （楽田）
宮田眼科 （犬山）

68-0025
61-0200

9月17日㊗ 犬山駅西病院 （犬山）
さとう病院 （羽黒）

61-2017
67-7660

9月23日㊗ 村上内科 （犬山）
カワムラ整形外科 （楽田）

62-2201
67-1134

9月24日㊡ 城南クリニック （犬山）
くわばらクリニック （城東）

61-0132
61-1118

9月30日㊐ 安藤医院 （犬山）
山本皮フ科クリニック （犬山）

61-0316
62-6855

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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カ南東部沖にあるマダガスカル島
に生息しています。現地では北東
部熱帯多雨林にのみ生息し、花の
蜜・果実・種子や葉などを食べて
暮らしています。近年生息数が激
減し、特に絶滅が心配されている
キツネザルです。
　このクロシロエリマキキツネザ
ル、野生では通常 2 〜 5 頭の群れ
をつくり、サルの仲間では珍しく
メスが優位な社会を築きます。も
しかすると現代社会のヒトと一緒
なのかもしれませんね…。
　日本モンキーセンターにいるメ
スの「クミン」には“ON/OFF”
が存在します。もちろんみなさん
が遊びに来てくださっている開園
中はONです。ですが夕ごはんを
食べ、部屋の電気が消えるとOFF
モードに切り替わります。なんと、
お腹を上に向けて、仰向けでごろ
りと横になります。その大胆な脱
力感はすばらしいです。きっと彼
女は開園時間、“女優”を演じて

いるのでしょう。彼女のOFFモー
ドが見られるのも私たち飼育員の
特権かもしれません。閉園時間直
前に見られることもあるのでぜひ
クミンに会いに来てください。
　モンキーセンターでは10月 1 日
〜31日に世界キツネザルフェス
ティバル2018を開催します。キツ
ネザルの仲間たちのことを知るこ
とができる楽しい参加型のイベン
トや普段よりバージョンアップし
た展示を準備しています。ぜひキ
ツネザルフェスティバルの開催期
間中にご来“猿”お待ちしていま
す。

　今回は私が担当しているキツネ
ザルの中で「クロシロエリマキキ
ツネザル」をご紹介します。クロ
シロエリマキキツネザルはアフリ

『想像以上!? 個性の宝庫、
　エリマキキツネザル』

（公財）日本モンキーセンター
飼育員     中久木愛

鉄道はイギリスから
〜10月14日は「鉄道の日」〜

9

　日本で始めて鉄道が運行したの
は1872年10月14日（明治 5 年 9 月
12日）。これを記念して、1922年
10月14日に「鉄道記念日」が制定
され、1994年に「鉄道の日」と改
称され今日に至っています。
　明治村には蒸気機関車12号、蒸
気機関車 9 号、尾西鉄道 1 号蒸気
機関車の 3 両の蒸気機関車が保存
されています。そのうちの蒸気機
関車12号と 9 号の 2 両は動態展示
といって、動いている姿を見学者
の方にご覧いただくとともに、実
際に乗車いただくことができます。
　蒸気機関車12号は1874（明治 7 ）
年にイギリス製で製造された車両
です。明治政府は、産業革命の先
進地イギリスから車両・システ
ム・技術者などを取り入れました
（余談ですが、自動車の通行が左

側通行なのはその名残りとか）。
そのため、機関車の修理工場の建
物であった「鉄道寮新橋工場」
（1872年創建）や日本で初の複線
式鉄橋「六郷川鉄橋」（1877年創
建）も、イギリス・リバプールの
製鉄会社から部材を輸入して建て
られたものです。
　「鉄道の日」を機に、鉄道開業
当初にイギリスからもたらされた
車両・建物・橋に注目いただけだ
ければ幸いです。


