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　新しい市体育館としてエナジーサポートアリーナがオープンして 1年がたちました。「多様化、増大化する
市民ニーズに応え、市民の元気を創出する施設」、「市民の生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の支
えとなる施設」を基本理念とし、バリアフリー対応など幅広い年齢層を対象として、体力や健康の増進に役立つ
施設です。メインアリーナ、サブアリーナをはじめ、トレーニングルームやスタジオなどを備えた多目的利用
が可能な複合的施設となっています。また、災害時は避難所となり、施設内に防災倉庫も完備しています。

エナジーサポートアリーナ
（市体育館）1 周年！特集

　今回は名古屋経済大学のインターンシップ生 4人が、市役所のさまざまな仕事の
体験実習のひとつとして広報の取材をしてきました。皆さんにエナジーサポートア
リーナ（市体育館）の魅力をお伝えします！

もうあなたは体験しましたか？
◦メインアリーナ（1,760㎡、天井高12.6m）
　バレーボール 3面、バスケットボール 2面、バドミントン
8面を取ることができます。
　スポーツだけで
なく、さまざまな
イベントにも利用
できます。

◦サブアリーナ（406㎡、天井高12.6m）
　天井が高く、バレーボール 1面、バドミント
ン 2面を取ることができます。

◦観覧席　600席、車いす
スペースは 6席あります。

◦シャワー室
　シャワー室完備で運動
後の汗もさっぱり！

◦ロビー　 2 階のロビー
には、サイン展示スペース
もあり、バレー、野球、卓球
などそれぞれのスポーツ
で活躍した選手の
サインが飾られ
ています。

◦多目的室　音響設備やス
クリーンも備え、会議や講習
会に利用できます。120人ま
で収容でき、3分割での利
用もできます。

◦多目的スタジオ
　音響設備と壁面 3面にミラーを設置
し、スタジオプログラムやダンスレッ
スンなど、2分割での利用もできます。
　体育館の管理者が実施するスタジオプロ
グラムはレベルに合わせて20以上！初心者
も経験者も楽しめます。

◦トレーニングルーム
　幅広い年齢層に対応できるトレッド
ミルやエアロバイクなどのトレーニン
グマシンを数多く備え、個別の運動カ
リキュラムにより、利用者一人ひとり
に合った健康づくりや体力づくりがで
きます。

◦親子ふれあいルーム、
キッズアスレチック　
　小さい子どもも安心し
て遊べます！

メインアリーナで聞きました（バドミントン）
　この日、活動をしていた犬山レディースバドミント
ンクラブは、今年で創立40周年を迎える歴史あるバド
ミントンクラブで中には創立当時から今も活動されて
いる人もいます。メンバーは約40人で主婦層が多く、
週 2回（毎週㊋、㊌）活動しています。練習日以外に
年数回体験教室やイベントも行っています。
【みんなの声】
　福地早苗さん（上野）新しい体育館は広々していて
集中して練習できます。

�メインアリーナで聞き
ました（トランポリン）

　トランポリンができる
施設自体珍しいですが、
ミドルトランポリン 2
台、競技用のユーロトラ
ンポリン 2台、合計 4台
も設置しているところは県下でもエナジーサポートア
リーナだけです。毎週㊍19：00〜21：00に犬山トランポ
リンクラブが活動しています。また小学生を対象にミ
ズノトランポリン教室（半年ごと）も開講されていま
す。

【みんなの声】
　田口真由美さん（桃山
台）　友人の紹介で始めた
ら、楽しくてハマってし
まいました。
　澤野巧典君（五郎丸）　
体操選手のパパの勧めで
小 1から。 5級が合格し
てうれしい。

多目的スタジオで聞きました（ズンバ�ZUMBA）
　ズンバとはラテン系音楽と世界の音楽を融合させた
曲に合わせて体を動かすエクササイズです。参加者は
30人前後ですが年齢層は20〜60歳代と幅広く、男女を
問わず参加できるプログラムです。インストラクター
のカナシロマリオさんがさまざまなジャンルのダンス
から考えたオリジナルの振り付けをしています。
【みんなの声】
　田中均さん（犬山）先生に誘われて始めたときは思
うように体が動きませんでしたが今では本当に楽しく
やっています。家族みんなでズンバを楽しんでいます。

�トレーニングルーム
で聞きました

　さまざまなマシーンを
取り揃

そろ

えています。専門
のスタッフが個人に合わ
せたメニューを考え提案
するので無理のない効果

的なトレーニングをすることができます。初心者や高
齢者におすすめなのはニューステップというペダル
をこぐマシンです。
【みんなの声】
　平知恵美さん（インストラクター）　利用者とコ
ミュニケーションをとることを大事にしています。特
に高齢者は疾患のある人もいるので健康チェックを
しっかり行います。
　杉山和枝さん（前原）　オープンし
た時から週2,3回健康づくりのために利
用しています。トレーニングの後はごは
んがおいしく感じられますよ。

どんなことをやっているの？インターン記者が突撃取材しました！

指定管理者
ミズノスポーツサービス株式会社

マネージャー 濱
はま

本
もと

佳
よし

生
お

さん

（記者：経営学部経営学科2年
　　　土井有希穂さん ）

（記者：経営学部経営学科3年
　　　橋口奈々美さん ） （記者：法学部ビジネス法学科3年

　　　奥川涼介さん ）

（記者：法学部ビジネス法学科2年
　　　上原弘也さん ）

指定管理者
ミズノスポーツサービス株式会社 前

まえ

島
しま

彩
あや

伽
か

さん

※写真はサブアリーナでの練習
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問合　一宮児童相談センター
　　　（℡0586-45-1558）

愛知登文会
国登録有形文化財
建物特別公開2017

　市内 9か所の登録有形文化財建
造物を特別公開します。
　歴史的価値のある建物を間近で
見学できる機会です。
日時　10月29日㊐ 9：30〜17：00
※建物で時間が異なります。
場所　旧堀部家住宅/小島家住宅

「残月の間」/高木家住宅/
大島家住宅茶室/三井家住
宅（米清旧宅）/川村家住
宅/旧小守家住宅/尾関家住
宅/寂光院

内容　普段公開されていない建物
の特別公開

　　　専門家または所有者による
建物解説（川村家住宅を除
く 8か所は要予約）

　　　旧堀部家住宅、川村家住宅、
尾関家住宅、寂光院は自由
見学あり。（予約不要）

費用　無料
※小島家住宅「残月の間」のみ保
存協力金300円が必要
申込・問合　㈱都市研究所スペー

シア（℡052-242-3262平日
のみ、Eメールinfo@aichi-
tobunkai.org）

※建物解説は先着順で受け付けま
す。当日受け付けはありませんが、
定員に達していない場合は当日参
加も可能です。
※詳細は愛知登文会ホームページ
を見てください。

身体障害者運動会
日時　11月19日㊐10：00〜15：30
場所　市民健康館さら・さくら
対象　市内在住の身体障害者
費用　500円
申込・問合　10月31日㊋17：00ま

でに、犬山市身体障害者活
動センター「ふれんど」（℡
61-8008）か、最寄りの身
体障害者福祉協会役員へ

犬山市民総合大学
敬道館〜公開講座〜

　なすびさんを招き、ふるさと福
島の震災復興を願い挑戦した、世
界最高峰エベレストの登頂につい
て語っていただきます。

日時　11月25日㊏13：30〜15：00
場所　犬山市民文化会館
講師　なすび氏（俳優・タレント）
演題　「ふるさと福島への想いと

願い〜なすびなりの応援の
形〜」

定員　先着300人
※未就学児の入場はお断りします
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　チケットは10月24日㊋から
文化スポーツ課（市役所 3
階）と市民文化会館で販売

問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

第42回京大モンキー
日曜サロン

　「チンパンジーのジャンケン学
習〜人間の子どもとの比較〜」
　新聞報道でも話題になったジャ
ンケン学習について、京都大学霊
長類研究所のガオ・ジエさんにお
話しいただきます。
日時　10月22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）600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-monk
ey.jp/を見てください。

不自由な体で描く
「山の絵画展」

〜夢は野山を駆け巡る〜
　脳梗塞で手足が不自由になって
から、昔登った山の絵を描くこと
を生きがいにしている作者（栗木
基晴）の油絵約60点を展示します。
日時　10月24日㊋〜29日㊐
　　　10：00〜17：00
　　　（初日のみ13：00〜）
場所　市立図書館 2階展示室
問合　栗木（℡0587-53-1379）

里親養育体験発表会
　里親に興味のある人の参加をお
待ちしています。実際の里親さん
からの話を聴くことができます。
気軽に参加してください。
日時　11月10日㊎10：30〜12：00
場所　一宮市テニス場大会議室
　　　（一宮市今伊勢町馬寄字西

流 9 - 1 ）
内容　里親制度の説明、養子縁組

里親と養育里親の体験発表
料金　無料
申込　不要

【開館・利用時間】
　開館時間　 8：30〜21：30　　利用時間　 9：00〜21：00
　休館日　毎週㊊（㊊が㊗、休の場合を除く）、12月28日〜 1月 3日

【施設利用料など（主なもの）】
●施設利用料

施設名 施設区分 施　　設 空調設備

メインアリーナ

全面

単
　
　
位

2 時間

3,860円

単
　
　
位

30分

1,500円
（観客席貸切） 6,600円 2,050円
半　面 1,930円

1,500円
3 分の 1面 1,290円
4 分の 1面 970円

バドミントンコート1面 750円

サブアリーナ
全　面 1,490円

800円
半　面 750円

多目的室

全　面 2,390円 500円
A　面 1,170円 250円
B　面 700円 150円
C　面 540円 100円
A・B面 1,870円 400円
B・C面 1,240円 250円

親子ふれあいルーム 全　面 490円 100円

多目的スタジオ
（貸切利用）

全　面
1時間

1,670円 180円
A　面 720円 80円
B　面 960円 100円

※施設の時間区分は 2時間単位（ 9：00〜、11：00〜、13：00〜、15：00〜、17：00〜、19：00〜）、多目的スタジオは 1時間単位の貸
し出しとなります。
※市外の人の利用、入場料を徴収する場合、営利宣伝目的の利用の場合は別途規定料金となりますので問い合わせてください。

●個人利用料（トレーニングルーム・多目的スタジオ）

個人利用 利用料

トレーニングルーム
一　　般

1回

620円

11回

6,200円
市内在住65歳以上 510円 5,100円

多目的スタジオ
一　　般 830円 8,300円

市内在住65歳以上 620円 6,200円

トレーニングルーム・
多目的スタジオ共通券

一　　般 930円 9,300円
市内在住65歳以上 740円 7,400円

登　録
利用者

一般
1か月

4,720円 利用登録後、利用料を支払っ
た日から 1か月間利用回数
の制限なく利用できます。

市内在住
65歳以上 3,770円

1　市内在住で障害者手帳を持っている人は、一般の利用料金の半額になります。
2　トレーニングルームの利用にあたっては、初回講習が必要となります。

所在地　犬山市大字羽黒字竹ノ腰17- 2
駐車場　262台（うち障害者対応 8台）
問合　℡67-8080、Fax67-9090

利用について
催 し
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東京大学犬山研究林
秋のふれあい
自然観察会

日時　11月19日㊐10：00〜12：00
集合　市民健康館さら・さくら
　　　北玄関
※駐車場は第 3駐車場を利用して
ください。
定員　先着20人
費用　 1人100円
持物　長袖、長ズボン、運動靴、

タオル、飲物、ヘルメット
（貸出可）

申込　10月23日㊊ 9：00から環境
課（℡44-0345）で受け付け

※中学生以下のみでの参加や、乳
幼児同伴による参加は不可。

平成29年度手話講座
　はじめて手話をする人向けの講
座です。楽しく手話を学びません
か？あいさつや名前を覚えましょ
う。
日時　Aコース　10：00〜11：45
　　　11月 9 日㊍、16日㊍、30日

㊍、12月 7 日㊍
　　　Bコース　19：00〜20：45
　　　11月10日㊎、17日㊎、24日

㊎、12月 1 日㊎
場所　福祉会館 3階302会議室
定員　各コース15人
対象　市内在住・在勤で手話や聴

覚障害者の福祉に関心のあ
る人

費用　無料
申込　氏名・住所・電話番号・年

齢・希望のコースを記入
し、市社会福祉協議会　ボ
ランティアセンター（℡61-
2563　Fax62-9923　Eメール
volunteer@inuyama-
welfare.net）へ

戌
いぬ

年記念事業
大募集

　平成30年は戌年です。本市は、
全国で唯一「犬」の付く自治体で
あり、この12年に 1度訪れる 1年
を絶好の機会と考え、市の知名度
を高めたり、郷土愛を深めたりす
ることを目的に、「犬」に関する
事業を「犬山市戌年記念事業」と
して募集します！
対象事業　平成30年 1 月 1 日から

平成30年12月31日までに行
われる「犬」に関連した事
業で、市内で実施され、多
くの市民が参加できる事業

※ただし、営利活動を主とする事
業など、内容によっては対象とな
らない場合があります。
市の応援内容
①「犬山市戌年記念事業」の名称
利用
②後援名義使用の承認
③市広報や市ホームページ等で戌
年事業としてPR
申込・問合　「犬山市戌年記念事

業申込書」に必要事項を記
入し、事業実施の 1週間前

までに企画広報課（〒484-
8501犬山市大字犬山字東畑
36　℡44-0312　�Fax44-0360

　　　Eメール 010100＠city.inuy
　　　ama.lg.jp）へ
※申込書は企画広報課にありま
す。また、市ホームページにも掲
載しています。

平成30年度障害者
職業能力開発校
訓練生募集

募集する科　ITスキル科、OAビ
ジネス科、CAD設計科、
デザイン科、総合実務科

対象　障害者
※科によって条件があります。
入校日　平成30年 4 月 6 日㊎
※選考あり
費用　入校料、授業料は無料
※教科書代、食費など実費必要
申込　10月16日㊊〜11月22日㊌ま

でに公共職業安定所（ハ
ローワーク）で手続きして
ください。（入校願書、健
康診断書等必要）

※詳細は愛知障害者職業能力開発
校に問い合わせてください。
問合　愛知障害者職業能力開発校

〒441-1231　愛知県豊川市
一宮町上新切33-14

　　　℡0533-93-2102
　　　Fax0533-93-6554

若者の就労無料相談
　専門のキャリアカウンセラー（進
路・就職相談の専門家）による個
別相談と適性診断を実施します。
日時　11月 1 日㊌10：00〜12：00、
　　　　　　　　13：00〜16：30
場所　ハローワーク犬山　プレハ

ブ会議室
対象　無業の状態にある若者（15

歳〜概ね40歳）、子どもの
就職に悩みがある親

定員　 8人
費用　無料
申込　前日までにいちのみや若者

サポートステーション（℡
0586-64-6349　㊋〜㊏10：
00〜17：00受付）へ

消費者トラブルに
気をつけて

　インターネット通販で、10万円
のブランドの上着が 3万円だった
ので注文し、クレジットカード払
いにした。商品が海外から届いた
が、正規品についているはずのタ
グがなく、偽物だと思う。商品に
傷もあり、また、カード払いの金
額が購入価格より、 3千円高く
なっているので不審に思う。どう
したらよいか。
アドバイス
　インターネット通販では、注文
しようとするウエブサイトが信用
できるかよく確認しましょう。市
場価格より大幅に安価な商品を販
売するサイトや日本語に不自然な
言い回しがあるサイトの場合、詐
欺的サイトである可能性がありま
す。注文をする前に、連絡先や電
話番号など店舗情報がきちんと記
載されているか、記載の電話番号
が実際につながるか、信用性につ
いて事前によく確認しましょう。
心配なときは早めに相談してくだ
さい。

無料相談窓口
●犬山市消費生活センター
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受け付けは16：30まで）
問合　℡44-0398
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊐　 9：00〜16：30
　　　（㊏㊐は16：00まで）
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）

東之宮古墳
散策ツアーを開催

　国指定史跡「東之宮古墳」は、
犬山市白山平山頂（成田山裏山）
にある今から1700年程前につくら
れた古墳です。この古墳の周辺地
域には、妙感寺古墳や成田山、瑞
泉寺などの歴史遺産や豊かな自然
遺産があります。市では東之宮古
墳をはじめとする文化遺産をめぐ
る 2つの散策ツアーを開催しま
す。東之宮古墳周辺の魅力を一緒
に発見しませんか。
①東之宮古墳健脚コース
日時　11月11日㊏ 9：00〜12：00
集合　犬山駅西口
②祭礼犬山城下町コース
日時　11月11日㊏ 9：00〜11：00
集合　犬山遊園駅西口

【共通事項】
雨天予備日　11月18日㊏
対象　どなたでも
定員　各回15人
費用　無料
申込　事前申し込み必要
※定員になり次第締め切り
問合　青塚古墳史跡公園ガイダン

ス施設（℡68-2272）（㊊休
館、㊗の場合は翌平日）

※当日は動きやすい服装で来てく
ださい

おさかなレスキュー
　市内のため池では、外国から
入ってきたブルーギルなどの外来
魚が増えて、昔から生息していた在
来魚がどんどん消えつつあります。
　市では、平成14年度から、ため
池の外来魚の捕獲を地域のみなさ
んとともに行っています。
日時　10月28日㊏9：00〜12：00
場所　雑木池（善師野字奥雑木洞）
費用　無料
持物　汚れてもいい服装、飲み物、

たも網、バケツ、泥の中で

脱げない靴
申込・問合　犬山里山学センター
　　　（℡65-2121）

無料セミナー開催
　全国の事例を交えながら、支え
あいの取り組みについて学べるセ
ミナーを開催します。
日時　10月28日㊏10：00〜12：00
場所　南部公民館　講堂
講師　公益財団法人さわやか福祉

財団　長瀬純治氏
対象　市内在住の人
持物　筆記用具
問合　長寿社会課（℡44-0325）

中高年男性料理入門
　初心者向けの男性料理教室です。
　高齢者のみの世帯、一人暮らし
の人が増えています。男性もいざ
という時に困らないよう、台所に
立ってみませんか。調理の基礎か
ら家庭で簡単にできるちょっとし
たコース料理まで学べます。
　何か始めてみようかなと思って
いる人、ぜひ挑戦してみてください。
日時・内容　

回 日にち 　内　容

1 11月17日㊎
ご飯の炊き方、だし
汁のとり方等基本の
調理

2 12月 1 日㊎ 買い物と購入した材
料の調理

3 12月15日㊎ 和風献立の調理
4 1 月12日㊎ 中華風献立の調理
5 1 月26日㊎ 洋風献立の調理

※時間は全て 9：45〜13：30
（受け付け 9：30〜）
場所　市民健康館
講師　市食生活改善推進員
対象　市内在住の男性で初めて受

講する人のみ、調理をした
ことがない人

定員　先着16人
費用　材料代実費
※初回は1,100円程度（ 5回分の
米と調味料等の代金を含む）
※ 2〜 5回目は各回500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
巾またはバンダナ（頭を覆
うもの）

申込・問合　10月20日㊎〜11月10
日㊎に市民健康館（℡63-
3800）へ（電話可）

催 し

募 集

相 談

生 活
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住宅の
未来・活用セミナー
開催

　市では、近年増加している空き
家についてさまざまな取り組みを
行っています。今回空き家に関す
る問題を専門家に討論してもらう
セミナーを開催します。
日時　①11月 5 日㊐10：00〜
　　　②11月 5 日㊐14：00〜
場所　①楽田ふれあいセンター　

しろやま多目的ホール
　　　②市体育館多目的室
内容　不動産契約、相続、建物改

修など空き家に関する問題
についてパネルディスカッ
ション

対象　市内に住宅を所有している
人または相続予定の人

費用　無料
問合　都市計画課（℡44-0331）

平成28年度
自動車騒音
常時監視結果

　市では、騒音規制法第18条の規
定に基づき、自動車騒音の状況お
よび対策の効果を把握し、公害防
止の基礎資料とするため、市内の
主要幹線道路を対象に面的評価に
より自動車騒音の測定を行いまし
た。
●面的評価とは…
　評価区間の道路端から両側50m
までに立地する住居等において、
道路端での騒音レベル実測値や交
通量等のデータから、個別住居ご
との自動車騒音レベルを予測する
ことにより、騒音に係る環境基準
を超過する住居等の割合を評価す
るものです。
※測定結果は環境課（℡44-0345）
またはホームページで閲覧できます。

行政相談週間10月16日㊊〜22日㊐
ご利用ください！

　「行政相談」を知っていますか？
　総務省では、国や特殊法人などの行っている仕事について、国民の皆
さんから苦情や意見・要望をお受けする「行政相談」を行っています。
この行政相談制度を皆さんに知っていただき、利用していただくために、
市役所で行政相談週間に「行政相談所」を開設しています。
　年金、医療保険、税金、登記、環境衛生、消費者保護、交通安全、道路、
窓口サービスなどについて、苦情やご意見、ご要望などがありましたら、
気軽に相談してください。相談は無料で、秘密は守ります。

●無料行政相談所
日時　10月20日㊎10：00〜15：00
場所　市役所 1階市民相談室
行政相談委員　若井宗臣氏・小澤量子氏
※当日都合が悪い人は毎月第 4㊎10：00〜15：00の定例相談日に、気軽に
相談してください。
※10月27日㊎の定例相談日は、20日㊎に変更しています。
※行政相談委員は総務大臣から委嘱をされている民間ボランティアで皆
さんの身近な相談相手です。

公平委員会の
委員を選任

　 9月28日付けで犬山市公平委員
会委員に髙橋美

よし

博
ひろ

さんが選任され
ました。任期は平成33年 9 月27日
までです。

　公平委員会は、 3人の委員で構
成され、市職員の給与、勤務時間
その他の勤務条件に関する措置の
要求や職員に対する不利益処分に
ついての不服申立てなどを審査す
る機関です。
　なお、そのほかの委員は次の皆
さんです。
　齊木昭子、眞野健二（敬称略）

コミュニティバスの
再編に向けた説明会
開催

　平成30年度に再編するコミュニ
ティバスの検討経過や基本方針等
を説明します。
日時　11月 7 日㊋19：00〜
場所　市役所 2階201・202会議室
※詳しくは地域安全課に問い合わ
せてください。
問合　地域安全課（℡44-0347）

愛知県最低賃金改定
のお知らせ

　愛知県の最低賃金は、10月 1 日
から時間額871円に改正されまし
た。愛知県内の事業場で働く常用、
臨時、パートなどすべての労働者
に適用されます。
　日給制、月給制の労働者の場合
は、時間当たりの金額に換算して
最低賃金の時間額871円と比較し
ます。
問合　江南労働基準監督署
　　　（℡0587-54-2443）

フィットネス
フロイデ
特別休業のお知らせ

　フィットネスフロイデでは設備
更新工事およびメンテナンスのた
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　11月27日㊊〜12月 4 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

ごみ処理の費用と
資源物の売却益について

　平成28年度に市内で排出されたごみを処理するために支出した金額と
資源物の売却益について、お知らせします。
平成28年度ごみ処理費　� （円）

種別 処理費 市民 1 人あたり

収集運搬費 361,533,640 4,852

中間処理費 423,309,776 5,681

最終処分費・その他 187,663,859 2,519

合　計 972,507,275 13,052

（小数点以下四捨五入　平成29年 3 月31日現在人口　74,509人）

平成28年度資源物の売却益　（円）

品　目 売却益

空きびん 38,414

アルミ缶 1,192,100

スチール缶 359,800

ペットボトル 5,226,589

飲料用紙パック 449,720

プラスチック製容器包装 1,817,861

新聞 2,045,920

雑誌 614,920

段ボール 665,022

布類 165,770

鉄くず 3,439,490

携帯電話 74,100

小型家電 140,904

廃食油 111,450

　主に収集運搬費はごみの回収・容器設置等に要する費用、中間処理費
は都市美化センターで焼却や破砕に要する費用、最終処分費・その他は
最終処分場の維持管理、灰の埋立や新しい焼却施設のための基金積立費
用になります。
　資源物の売却益は収集を行った資源物を売却することにより平成28年
度中に得た収益金です。市の歳入として処理し、そこからさまざまな事業
費として使われています。小売店による自主的な店頭回収が多くなって
いることにより、市で収集する量と売却益は近年少しずつ減少しています。
　今後、都市美化センターの老朽化に伴い、維持管理の中間処理費が増
えていくことが見込まれます。新ごみ処理施設ができるまでの間、都市
美化センターを使用していくには、ごみを減らし、設備等にかかる負担
を少なくする必要があります。
　ごみの分別や資源物の再利用など、さらなるごみの減量にご協力くだ
さい。
問合　環境課（℡44-0344）

生 活

愛知北FMで行政相談の紹介をする若井
さんと小澤さん（ 9月19日）

昨年の無料行政相談所開設のPR活動
10月20日、市役所ロビーで行います。

髙橋　美博さん
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ライン大橋および
管理橋の通行規制

　ライン大橋（車道）および管理
橋（歩道）の維持管理工事の実施
に伴い、次のとおり通行規制を実
施します。ご不便をおかけします
が、ご協力をお願いします。
期間　車道　�11月〜平成30年 3 月

上旬
※㊐㊗の規制はありません。
　　　歩道　�10月下旬〜平成30年

2 月末
時間　車道　 8：30〜17：00
　　　歩道　全日
内容　車道　片側交互通行
　　　歩道　�通行幅の制限（ 1 m

程度確保）
※荷下ろし、点検等の作業中は通
行止め。
※歩道の規制延長は80m程度。
問合　ライン大橋管理組合事務局

各務原市役所管理課
　　　（℡058-383-1904）

骨髄移植ドナー
支援事業について

　市では、骨髄または末梢血管細
胞移植ドナーへの助成事業を行っ
ています。
内容　骨髄等の提供のために要し

た通院、入院に対する助成。
1日につき 2万円（ 1回の
骨髄等の提供につき14万円
を限度）

対象　市内に住所を有し、公益財
団法人日本骨髄バンクの事
業において骨髄等の提供を
完了し、これを証明する書
類の交付を受けた人

申込・問合　市指定の申請書に記

入し、公益財団法人日本骨
髄バンク発行の証明書を添
付し市民健康館（℡63-38

　　　00）へ

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「おいしく食べて生活を豊かにす
る歯」
　食べることは、体に栄養をとり
いれ、命を支える基本です。歯は
食べ物が初めて出会う「消化器」
として重要な役割を果たしてお
り、おいしく食べるためには歯が
欠かせません。
　歯がある人は歯のない人に比べ
て、血液中のビタミン濃度が1.25
倍高いという、歯が消化に深くか
かわることを表すデータがありま
す。また歯が丈夫だと、繊維の多

い野菜や果物の摂取が多くなるこ
ともわかっています。食物繊維や
ビタミンの豊富な野菜や果物を摂
ることは、生活習慣病予防に効果
的です。またビタミンがよく吸収
できることは老化を防ぐともいわ
れています。
　食べることは、単に生命維持の
ためだけでなく、食べ物を舌で味
わったり、鼻で香りをかいだり、
料理の彩りを目で楽しむなど五感
を総動員する行為であり、生きる
楽しみでもあります。歯が丈夫で
あれば、歯ごたえを楽しむことも
できます。よく咬

か

めておいしく食
べることができると、気の合った
人たちとの会食にも積極的に参加
することにつながり、ストレス解
消や心の健康にも効果があるので
す。

11月の市民健康館さら・さくら
各種無料相談ガイド

相談 日時 内容 担当

①いきいき健康
　相談

15日㊌
13：30〜14：30

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

15日㊌
13：30〜14：30

栄養に関する相談 管理栄養士

③おくすり
　なんでも相談

15日㊌
13：30〜15：00

薬に関する相談
はぐろ薬局
薬剤師
原宏太郎

④アルコール
　相談

5日㊐
9：30〜13：30
※秋桜健康福祉
まつり内

飲酒に関する悩み
相談

断酒会会員

⑤こころの悩み
　相談

30日㊍
13：30〜15：30

こころの悩みに関
する相談

くりきメンタル
クリニック医師
栗木隆司

※毎月第 1火曜日実施のいきいき健康相談と歯科衛生士による歯科相談
はメンテナンス休館のため実施しません。
申込　①②については前日までに、⑤については 2日前までに要予約
問合　市民健康館（℡63-3800）

図書館で
骨密度チェック

　骨粗しょう症予防のため、読書
の合間に測定してみませんか？
日時　11月29日㊌10：00〜
※予約時に指定した時間に来てく
ださい。
場所　市立図書館
対象　市内在住の20歳以上の人
　　　（平成28年11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　10月26日㊍から市民健康館
（℡63-3800）へ（電話可）

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）
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、保健師による個別相談

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）
※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。

　「赤ちゃんとの向き合い方は、
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。
　今回は、赤ちゃんとの絆を深め
るための関わり方や発達を促すた
めのポイント等、今必要な話を聞
いたり、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。
期間　11月14日㊋〜12月12日㊋
　　　（全 5回）
時間　10：00〜11：00
　　　（第 4回のみ10：00〜11：30）
場所　市民健康館さら・さくら
　　　201研修室、204会議室、交

流ホール
対象　 0歳児とその保護者（両親、

祖父母）、妊婦等（保護者
のみの参加可）

定員　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（ 6か月

未満児は講義室で保護者の
見守り）

申込・問合　10月12日㊍〜19日㊍
にさら・さくらつどいの広
場（℡63-3817）へ

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 3 期　受講生募集

回 日　時 講座名 講　師 託児

1 11月14日㊋

10：00〜11：00

講話「絵本、児童文学、スクリーン
などから学ぶ子育て」

子育て支援
サークルアドバイザー
長田初美氏

あり

2 11月21日㊋
親子遊び　マザリーズ
「人をつなぐ　言葉を育てる」

名古屋女子大学講師
児玉たまみ氏

あり

3 11月28日㊋
「秋の恵みを食してみよう！
身近に潜む危険な生物を知ろう！」

森林インストラクター
半谷美野子氏

なし

4 12月 7 日㊍ 10：00〜11：30
「人形劇団が教える可愛いパペット
作り」

人形劇団つくしんぼ
野口京子氏

なし

5 12月12日㊋ 10：00〜11：00 ワークショップ「自分でほめよう」
NPO法人子どもと文化の森
岩根佐代子氏

あり

生 活

子 育 て

健 康
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　平成30年 4 月 1 日からの入園受付および面接を次のとおり行います。必ず子ども同伴で保護者が申請をしてく
ださい。
子ども未来園・保育園の入園受付
①11月14日㊋〜16㊍に各子ども未来園・保育園（入園希望園）で行います。
※羽黒南・楽田東子ども未来園の 1号認定（教育標準時間認定）の受け付けは、11月15日㊌、16日㊍の 2日間の
みです。
（定員（ 3歳児 3人）を超える申請がある場合は、別日に抽選を行います）
②希望園、児童年齢により受付時間が異なります。（下表参照）
※公立（子ども未来園）の 3歳〜 5歳児の受け付けは11月15日㊌、16㊍の 2日間のみです。
（兄弟同時入園で 3歳以上の子どもがいる場合はこの 2日間に来てください）
※ 3歳〜 5歳児は希望園で子どもの集団面接を行いますので、面接時間までに子ども未来園へ来てください。
提出書類　入園申込書、支給認定申請書等
持物　母子手帳、印鑑等
公立（子ども未来園）

児童年齢
園受付日

11月14日㊋ 11月15日㊌ 11月16日㊍

3 〜 5 歳児 −
9：30〜11：00

面接時間10：00〜10：30
9：30〜11：00

面接時間10：00〜10：30

0 〜 2 歳児
9：30〜11：00
13：00〜16：00

13：00〜16：00 13：00〜16：00

私立（白帝保育園・犬山さくら保育園）

園　名
園受付日

11月14日㊋ 11月15日㊌ 11月16日㊍

白帝保育園
9：30〜16：00

犬山さくら保育園

問合　子ども未来課保育担当（℡44-0324）

平成30年度の子ども未来園・保育園の入園受付

みんなでつくろう
安心の街

　安全に安心して暮らせる社会を
つくるには「自分の身は自分で守
る」「犯罪の起きにくい社会を自
分たちの力でつくる」という気持
ちが大切です。

●住宅対象侵入盗の実態
　住宅を対象とした侵入盗被害の
約 3割が無施錠箇所から侵入され

ています。
　侵入盗は強盗などの凶悪犯罪に
発展するおそれのある危険な犯罪
です。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。

●住宅対象侵入盗の対策
　戸締りは万全ですか。細心の注
意が皆さんを守ります。日頃から、
以下の点に気をつけましょう。
①出掛けるとき、在宅中もカギを
かける。
②ドアや窓は補助錠を取り付ける。
③窓ガラスには防犯フィルムを貼
る。

④防犯ベル・センサーなどの防犯
器具を取り付ける。
⑤夜間は門灯や玄関灯を点灯する。
⑥侵入の足場になるものを放置し
ない。
⑦敷地の周囲は植栽等で死角をつ
くらないようにする。
⑧出掛けるときには近所に一声か
ける。
⑨近所の挨

あい

拶
さつ

運動を積極的にして
不審者を近づけさせない。
⑩多額の現金を家におかない。

問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

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。

市民税・県民税 3期

国民健康保険税 5期

介護保険料 7期

後期高齢者
医療保険料 3期

納期限 10月31日㊋

　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）

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
10/17㊋、11/ 7 ㊋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

10/22㊐、11/12㊐ 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
を行っています（10月22日㊐はシ
ステム停止日のためマイナンバー
カードの交付は行いません）。
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日
10/22㊐、11/12㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は事前に予約してくだ
さい。
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）

「犬山市PR動画」
高校生バンド&
出演者大募集

　高校生活の思い出に、思う存分
歌って弾いて盛り上がろう！
　「犬山市ＰＲ動画」に出演する
高校生バンドと動画に出演する男
女モデルを募集します。
募集　 3人以上で構成するバンド

1組（ボーカリスト含む）
（ガールズバンド歓迎）と
出演者男女各 1人

条件　市内に在住または在学する
高校生でギター、ベース等
で簡単な楽曲が演奏でき、
やる気がある人

※この事業は、公募による市民メ
ンバーが主体的に動画制作を行
う、NPO法人いぬやまe−コミュ
ニティーネットワークおよび市企
画広報課の協働事業です。
※この事業に参加する市民メン
バーが作詞・作曲した楽曲の演奏
出演となります。
※男女の出演者はカップル役とな
ります。
※制作動画は市が開設するYou
Tubeアカウントで配信されま
す！
申込・問合　10月31日㊋までにＮ

ＰＯ法人いぬやまe−コ
ミュニティーネットワーク
（℡62-1888、Eメールict_

apply@inuyama.net） へ
代表者の氏名、住所、電話
番号（自宅および携帯）、
年齢を連絡してください。

ハワイアンフラ
団員募集

　フラダンスがはじめての人も楽
しく踊れるようにサポートします。
　ハワイアンミュージックにのせ
て優雅に体を動かしてみましょう。
日時　毎月第 2・ 3・ 4㊍
　　　10：00〜11：00
場所　犬山国際観光センター
　　　「フロイデ」
対象　女性
費用　月額7,000円
※体験は無料です。
問合　桜井
　　　（℡090-3449-0282）

子 育 て

水道緊急時

市 税 等
納 期 限

時間外受付

〜期間中に申請できない場合〜
　11月中の申請（11月17日㊎〜
11月30日㊍）について
書類受付　子ども未来課
※ 9：00〜17：00㊏㊐㊗除く
面接日時（ 3歳〜 5歳児のみ）
12月12日㊋、13日㊌
10：00〜10：30、10：30〜11：00
面接場所　橋爪子ども未来園
※12月 1 日㊎以降の申請につい
ては子ども未来課に問い合わせ
てください。
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記 念 講 演

里山＆桃太郎
かかしコンクール

　紅葉を目前にした10月〜11月
に、里山を楽しむイベントで、栗
栖・桃太郎公園の良さや楽しさを
発信します。
①「コスプレin桃太郎公園」＆「昭
和のあそびパーク」
日時　10月15日㊐10：00〜16：00
②むかしあそびチャレンジ大会
　竹馬、てんぐのゲタ、的当てパ
チンコなどの名人戦。名人には、
認定証と豪華賞品差し上げます。
日時　10月15日㊐12：30〜
③もみじでんがく祭
日時　11月 1 日㊌〜30日㊍
④「コスプレ・ゆるキャラin桃太
郎公園」＆「昭和のあそびパーク」
日時　11月 3 日㊗10：00〜16：00
⑤かかしコンクール入賞者表彰
日時　12月 3 日㊐
＜①〜⑤共通事項＞
場所　桃太郎公園
問合　栗栖・桃太郎発展会
　　　（℡61-8195）

オーロラクラブ
ガラス絵作品展

　ガラス絵の色彩の美しさが観覧
者を魅了する作品展です。
日時　10月18日㊌〜22日㊐
　　　10：00〜17：00
　　　（初日は13：00から最終日は

16：30まで）
場所　市立図書館 2階展示室
問合　杉田（℡090-1627-5177）

磯部邸朗読会
　城下町の雰囲気ある蔵で、日本
の名作に耳を傾けてみませんか。
可
かわい

愛らしい、感動的、ちょっぴり
怖くて面白い 3作品です。
日時　10月19日㊍14：00〜15：30
場所　旧磯部邸
内容　おこんじょうるり
　　　狐堤灯（さねとうあきら）

破約（小泉八雲）
出演　すーるべるすーる
費用　無料（要申込）
申込・問合　
　　　牧野（℡080-1627-7557）

犬山歴史研究会
10月講演会

　歴史講座シリーズ第 7弾は「犬
山祭ユネスコ無形文化遺産登録記
念講演会」です。尾張近隣の特徴
あるいくつかの祭りを紹介しなが
ら、犬山祭の価値やその歴史を浮
き彫りにしていく講演会です。
日時　10月22日㊐13：30〜
場所　市福祉会館
費用　500円（当日受付、予約不要）
問合　丸山（℡62-5781）

新婦人犬山
サークル発表会

日時　10月22日㊐10：00〜15：00
場所　犬山国際観光センター
　　　「フロイデ」 3階
　　　会議室 1・ 2・ 3
内容　午前　�パッチワーク、新聞

ちぎり絵などの体験
　　　午後　サークル発表
※展示は終日行っています。
費用　無料
問合　㊌㊏13：00〜17：00に新婦人

犬山支部（℡61-2928）へ

シルバー
人材センター
写真同好会写真展

　移り行く季節の風景や出会った
行事の情景を中心に20数点の作品
を展示します。
日時　10月23日㊊〜29日㊐
　　　 9：00〜18：00
　　　（初日は11：00〜最終日は

16：00まで）
場所　犬山国際観光センター
　　　「フロイデ」交流プラザ
問合　犬山市シルバー人材セン

ター（℡62-8505）

陶芸教室作品展と
江口曽川特別展

　第20回陶芸教室作品展は会員の
アイディアいっぱいの作品を展示
します。
　江口曽川特別展は、今年白寿で
逝去した犬山焼本窯元尾関の絵師
で、戦後の犬山焼に大きな貢献を
した江口曽川氏の作品を数点展示
します。
日時　10月26日㊍〜28日㊏
　　　10：00〜17：00
場所　尾関作十郎相生陶房
　　　（犬山市大字犬山字相生13）
費用　無料
問合　尾関（℡62-2635）

　掲載を希望する人は、企画広報課広報広聴担当へ。12月 1 日号の締め切りは10月19日㊍、12月15日号の締め切りは11月 2 日㊍。

出張糖尿病教室
日時　11月19日㊐9：30〜13：00
場所　市民健康館さら・さくら
内容　運動療法と食事療法
対象　糖尿病疾患を持っている人

およびその家族、友人など
定員　先着50人
費用　500円
申込・問合　10月31日㊋までに犬

山中央病院内科受付（℡
62-8111）へ

※13：00〜17：00（平日のみ）
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※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

募 集

市長に要望書を提出  〜市民の体育施設を「より安全に」「より使いやすく」〜

　犬山市体育協会は、スポーツに親しみやすい環境づくりのために「羽黒中央公園の利
用者サービスと安全対策の向上に関する要望書」と「木曽川犬山緑地内のスポーツ施設
環境の向上に関する要望書」を山田市長に提出しました。要望事項は以下の通りです。
〈羽黒中央公園〉【美津濃（株）とミズノスポーツサービス（株）との連携による要望書】
1　駐車場の確保（少なくとも週末など臨時的であっても、現在よりも駐車場の混雑を
緩和する方策を検討していただき、新たな駐車場の確保を要望します。）
2 　多目的スポーツ広場観覧者用の日除け・雨除け対策（猛暑のために熱中症にかかる

可能性も非常に高くなっており、屋根のある休憩施設の整備など、安全かつ所要な日除け・雨除け対策を要望します。）
〈木曽川犬山緑地〉
1　野球場・多目的グラウンド（石が出ていたり、内野と外野の境界線である芝と土の段差が大きく、さらに外野は凹凸が激
しい。また、野球場の東面は水はけが悪い状態であるため、早急に抜本的な改良整備を要望します。）
2 　テニスコート（コート全面に凹凸ができ、亀裂も入り、コートラインも見えにくい状態であるため、早急な整備を要望し
ます。）
3 　スポーツ施設エリア内の日除け・雨除け（急な雷雨の発生や猛暑が続く夏期に備えて、屋根のある休憩施設の整備を要望
します。）

第39回全国スポーツ少年団軟式野球大会
　準優勝『木津ブライト』
　全国大会へは 2年連続出場し、今大会見
事準優勝！チーム一丸となり、練習の成果
を存分に発揮した結果になりました。

日時　12月11日㊊
場所　犬山カンツリー倶楽部
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　先着100人
部門　男性一般の部、男性シニア（満

70歳以上）・レディースの部
費用　10,915円（メンバー6,055円）プ

レー、昼食、賞品代を含む。プ
レー後各自で清算してくださ
い。今回キャディはつきません。
70歳以上の人は、ゴルフ場利用
税950円が免除されるので健康
保険証、運転免許証などを持参
のこと。

申込　11月12日㊐10：30より犬山カン
ツリー倶楽部 2階で受付

問合　犬山ゴルフ協会
　　　斉藤（℡67-1586）

●第 8回前期バレーボール交流大会
日時　 5月27日㊏
場所　エナジーサポートアリーナ
部門　Aチーム（ 6年生の部）
　　　優　勝　楽田クルーズ
　　　準優勝　こくまろkid's
　　　第 3位　城東スプリングス
　　　Bチーム（ 5年生の部）
　　　優　勝　楽田クルーズ
　　　準優勝　犬北キティズ
　　　第 3位　こくまろkid's
●第31回犬山市スポーツ少年団
　春季サッカー大会
日時　 6月 3日㊏
場所　羽黒中央公園多目的スポーツ広場
部門　 4年生の部
　　　かがやき杯　犬山東FC-A
　　　はばたき杯　GFC
　　　 3年生以下の部
　　　ふれあい杯
　　　犬山北ロケット
　　　はつらつ杯　GFC
　　　さわやか杯　FCフェザーズ

第17回全日本少年少女空手道選手権大会
関　彪太（小学 1年生）
奥田稀羽・増田雄心・小島慶大（小学 2年生）
真子陽遥（小学 3年生）
上村檜英・一木咲太（小学 4年生）
※小島慶大くんが形の部で 3位に入賞しました！
（犬山空手道会所属）

おめでとう！全国大会で上位入賞！

市民ゴルフ大会

スポーツ少年団大会

初心者空手教室
親（祖父母）子空手教室

競技方法　スコア方式、男性一般は白、
男性シニアはゴールド、レ
ディースは赤マーク

※大会終了後、成績発表と表彰を行い
ます。本人が表彰式不参加の場合は賞
品を授与しませんので、あらかじめご
了承ください。

日時　11月11日㊏・18日㊏
場所　市武道館　10：00〜12：00
対象　市内在住の年中以上小学 2年生

の親およびその祖父母
定員　先着10組
費用　400円（ 1組）
申込　10月15日㊐〜11月 5 日㊐
　　　市体育協会に直接申込
　　　住所・氏名・年齢・電話番号が

必要
内容　ふれあい体幹トレーニング、空

手の基本練習
※10月22日㊐ 9：00より犬山南小学校
体育館で演舞大会を開催します。見学
大歓迎です。

結　 果1

第61号⑦

問合　NPO法人犬山市体育協会事務局
（ 9：00〜17：00　℡54-1016
Eメールoffice＠inuyama-taikyou.net）
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野外民族博物館リトルワールドでの救急広場開催
　 9月 9日、野外民族博物館リトルワールドにて、市
消防署職員と女性消防団員による救急医療週間に伴う
応急手当普及啓発活動として『救急広場』が行われま
した。初めてリトルワールド内での開催となった今回
の催しは、犬山市国際交流員のジャクリーン・シュ
ピーザさんを 1日救急隊長として迎え、犬山市公式
キャラクターわん丸君と一緒に館内を回っての広報活
動や、テント内での応急手当普及活動を行いました。

全国障害者スポーツ大会出場高校生訪問
　 8月29日、今年10月に愛媛県で行われる「第17回全
国障害者スポーツ大会」に出場する高校生が山田市長
を訪れました。出場するのは県立一宮聾学校高等部 2
年生の小山結莉さん、県立小牧特別支援学校高等部 2
年の吉野龍さんの 2人。小山さんは陸上競技の100mか
200m走どちらかに、吉野さんは陸上競技の100m車い
す走、ビーンバッグ投（重さ150gほどの、乾燥した大
豆などの入った12センチ四方の袋を投げる競技）にそ
れぞれ出場する予定です。また、小山さんは一昨年に
続き 2回目の出場、吉野さんは初出場となっています。

犬山ニュータウン「面白漢字講座」
　 9月13日、犬山ニュータウン集会場にて「面白漢字講座」
が行われ、地域住民17人が参加しました。講師は同地域に
お住まいの高橋幸雄さんが務めています。高橋さんは79歳
の時に難関資格である漢検 1級に見事合格。その知識を活
かし、認知症予防になればと漢字講座を始めました。
　この日の講座では漢字の由来や「熟字訓」を地域の人々に
紹介。「熟字訓」とは「秋

さ�ん�ま

刀魚」や「百
さるすべり

日紅」など、 2字以
上の漢字からなる熟字に訓読みをあてたもの。高橋さんは
「どうしてそのことばにその漢字が使われているのか、そ
れを考えるのが熟字訓の面白さです」と話してくれました。

いきいき敬老事業75歳のつどい
　 9月 4日〜 8日、名鉄犬山ホテルで敬老事業75歳の
つどいが開催され、5日間で567人の参加がありました。
　食事の後は、各地区の高齢者あんしん相談センター
からくらしに役立つ情報提供のほか、アトラクション
として音楽療法士とともに懐メロや童謡を歌ったり、
ハンドベルの合奏をしたりして、参加者は心身をリフ
レッシュできた様子でした。



23広報犬山　H29.10.15号22 広報犬山　H29.10.15号

新着本の紹介（一部）

茄子の輝き
滝口悠生著

　別れた妻の面影、震災後
の不安な日々、同僚との他
愛ない会話。熱を発し続け
る不確かな記憶をめぐる連
作短編 6篇に、ある秋の休
日の街と人々を鮮やかに切
り取る「文化」を併録。

ジェリーフィッシュ・ノート
アリ・ベンジャミン著

　友だちがいなくなった。
原因究明に挑む、イケてな
い中 1理系女子スージー。
孤独な戦いの相手は…小さ
な小さな猛毒クラゲ！ ?思
春期の心の葛藤を描いた、
全米図書賞児童書部門ファ
イナリスト作品。

オニのきもだめし
岡田よしたか作 

　オニだっておばけはこわ
いー。「いややなあ、こん
なくらいみち。なんかおば
けでそうやなあ」家路を急
ぐ、ふたりのあかオニ。彼
らに起こった、世にもおそ
ろしいできごととは？

一般書
『日本の神様と仏様大全』� 三橋健　　　
『水を石油に変える人』� 山本一生　　
『蕎麦の旅人』� 福原耕　　　
『Zooっとたのしー！動物園』
� 小宮輝之　　
『親子おやつ』� 久保田恵美　
『大人のカルトナージュ』� 永島聡美　　
『政・略・結・婚』� 高殿円　　　
『もう生まれたくない』� 長嶋有　　　
『風と共にゆとりぬ』� 朝井リョウ　
『薫風ただなか』� あさのあつこ
『標的』� 真山仁　　　

児童書
【小学校低学年】
『おさるのよる』
『サラとピンキー　パリへ行く』
『かいけつゾロリのかいていたんけん』
【小学校中・高学年】
『科学の実験大図鑑』
『小学校がなくなる！』
『こんとんじいちゃんの裏庭』
『靴屋のタスケさん』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『いえすみねずみ』
『へんしんテスト』
『こねことこねこ』
『きょうりゅうオーディション』

　京都・神護寺の国宝として名高い源頼朝の肖像画。
誰もが目にしたことのあるこの肖像画の人物は、頼
朝ではなく別人ではないのか…。今でも決着がつい
ていない歴史論争ゆえに、教科書の注釈も「伝

●

源頼
朝像」と改められている。この頼朝が、際立って信
頼を寄せた武将こそ、作中の黒雪賦で描かれている
梶原平三景時である。
　小説では、景時が子息である景

かげ

季
すえ

や景高の名を頼
朝に告げる場面から、次第に頼朝への失望、周囲の
謗
そし

り、弾劾、そして謀反…、と展開していく描写が
巧みである。ついには、鎌倉追討の院宣を得るため
京に向かった景時であったが、駿河の清見関で景季
とわずかな手勢を残すまでに追い詰められる。景季
に、雪上で「斬れ」と命じた景時の最期。雪が溶解
するごとき鎌倉幕府の姿を、遠くに見つめていたの
かもしれない…。
　鎌倉期を取り巻く4人の人物を主に考証され、第52
回直木三十五賞を受賞した永井路子の出世作である。

●市内の文化財「磨墨塚」
　トロイの木馬を思わせる、大きな馬型のすべり台
がある羽黒摺墨の磨墨塚史跡公園。園内の小さな竹
薮には、頼朝から梶原景季に与えられた名馬・磨墨
の石碑があります。『平家物語』では「まことに黒か
りければ、磨墨とつけられけり」との記述があり、
義経軍による宇治川の合戦で佐々木高綱の名馬・
生
いけずき

食（池月などと書く場合もあり）と、先陣争いし
たことでも知られています。

●10月のイベントの変更
　広報犬山 9月15日号に掲載した「おはなしぼっく
す」おはなし会10月21日㊏は11月18日㊏11：00に変更
しました。

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

11月のイベント（場所：図書館本館）
4 日㊏　秋のおはなし大会「人形劇」� 13：30〜
11日㊏ 「ももたろう」おはなし会� 11：00〜
18日㊏ 「おはなしぼっくす」おはなし会� 11：00〜
25日㊏ 「ももたろう」おはなし会� 11：00〜

　今年の 6月、ドイツでは同性婚の
合法化が可決され、今月から施行さ
れます。これまでは夫婦でなくても
病院で家族として医師の説明を受け
たりできるパートナーシップ法があ
りましたが、同性婚を合法化するこ
とによって、養子を迎えられるなど
異性愛のパートナーと同じ権利が与
えられ、法律的にすべてが平等にな
りました。すでにヨーロッパのさま
ざまな国で同性婚が認められてお
り、ドイツは遅れていると言われて
いました。カップルの二人がお互い
のことが好きで、パートナーとして
一緒に人生を過ごしたいなら、宗教
や人種、性別を問わず結婚を認めて
あげるべきだと私は考えています。
　恋に落ちたり、結婚したくなるぐ
らい好きな人と出会えたり、一緒に
いるだけで胸がどきどきしたり、恋
はとても素敵な気持ちですね。好き

な人が告白してくれたり、好きな人
に告白して相手も好きだと言ってく
れたら、本当に幸せですよね。
　恋愛に関しては、文化によってさ
まざまな考えがあるので面白いで
す。私が日本の中学生をドイツに連
れて行ったとき、ドイツの学校を訪
問しました。休憩時間に、外のグラ
ウンドにいた同い年ぐらいのカップ
ルを日本の中学生たちは興味津々で
覗いていました。すると、そのカッ
プルはキスを！しかも、「チュッ」
というキスではなく、結構本気のキ
スで、ずっと続けていました。ドイ
ツで育った私にとってその光景は普
通のことでしたが、日本の中学生が
「きゃ〜」「こんなことしていい
の！？」と驚いていました。彼女た
ちの反応を見た私は笑って、そうだ、
日本ではカップルが手をつないで歩
くことだって珍しいから、中学生が
学校でキスするなんて、日本の中学
生にはすごい驚きだろうなと思いま
した。私が中学生のころも、ドイツ
では人前で愛情表現をする若者が多
かったことを思い出しました。
　でも最近になって、恋愛に関して
変わったことがあります。インター
ネットの普及で、出会いが簡単に

なったとともに、気軽にデートをし、
本気で付き合うカップルが減った気
がします。オンラインのマッチング
サービスが増えて、デートした相手
が合わなければ、すぐに次の人を探
せます。便利になりましたが、オン
ラインで人と出会うというのが危険
なところもあると言われています
ね。ところで、日本でよく耳にする
合コンや街コンは、とても面白い習
慣だと思います。ドイツでは、そう
いう習慣はありません。合コンが生
まれたのは日本の伝統的なお見合い
と関係があるかはわかりませんが、
お見合いも日本独特の文化ですね。
あと、日本でもう一つ面白いと思っ
たのは、東京ディズニーランドで初
デートしたカップルは必ず別れると
いう噂

うわさ

です（笑）。…（11月15日号
に続く）

■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号五郎丸交差点東へ300m）
　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

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。

※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。

■休日歯科診療 電話受付時間／9：30〜11：30
　　　　　　　㊗は12：00まで

■災害情報はここから
○犬山市安心情報メール
　�登録は空メール送信かQRコード（右記）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

■今月の一冊と市内の文化財
『炎環』（永井路子・著、1964年・刊）

と  き 病・医院名 電　話

10月15日㊐ 石原歯科医院� （羽黒） 67-0909

10月22日㊐ 木下歯科� （扶桑） 0587-93-8161

10月29日㊐ 河田キャスタ歯科� （犬山） 62-6828

11月 3 日㊗ 河田歯科医院� （犬山） 61-0428

と  き 病・医院名 電　話

10月15日㊐ 黒川すこやかクリニック （犬山）
こばやし耳鼻咽喉科 （犬山）

61-0083
61-3154

10月22日㊐ いたつ内科クリニック （楽田）
竹内皮膚科クリニック （犬山）

67-6333
62-7511

10月29日㊐ 宮田医院 （羽黒）
たくや整形外科 （楽田）

67-5566
69-1800

11月 3 日㊗ ハートクリニックさわだ （犬山）
松村クリニック （犬山）

62-5556
61-1488

図書館
だより

図書館まめ知識

恋愛（1）
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同性愛者に平等の権利を求める
ドイツで行われたデモ



QRコード

広報犬山　平成2 9年1 0月1 5日号

　元和 2（1616）年 4月17日、75
歳で徳川家康は駿府城（静岡市）
に死去しました。徳川氏による支
配の基礎を固め、豊臣氏の滅亡を
見届けたうえでのことでした。25
歳年下で、幼いころは小姓として、
長じては側近として家康を支えて
きた正成にとって、その死は大き

この単元を学習しているところで
しょうか。作者はうえだみや先生、
動物園に勤務する獣医師です。動物
園で起こる一日のできごとを、獣医
師のしごとをとおして描いていくお
はなしです。いくつかの動物が登場
しますが個々のエピソードにはとて
もリアリティがあり、サルの治療も
出てきます。このおはなしが国語の
教科書に取り上げられたことをきっ
かけに、動物園の獣医さんのおはな
しをしてほしいとのリクエストが、
日本モンキーセンターに数多く届く
ようになりました。

　日本動物園水族館協会に加盟する
動物園はぜんぶで91。そこに勤める
獣医師は270人あまりしかいません。
全国の獣医師総数は 3万 9千人ほど
ですので、 1パーセントにも満たな
い数です。

　動物園獣医師の診る患者さんは動
物園に暮らす動物たち、すなわち野
生動物です。長く人とお付き合いの

ある家畜や伴侶動物と異なり、動物
園動物の生理や病理、診療方法につ
いてはまだまだ判

わか

らないことが多く
あります。私たち動物園獣医師も
日々の研

けん

鑽
さん

が欠かせません。サルつ
ながりでは、京都大学霊長類研究所
の研究者や獣医師らと合同のカン
ファレンスを開き、難しい症例を持
ち寄って治療法を検討しています。
また、専門的な獣医療分野において
は、市内の動物病院に意見を求める
こともあります。

　日本モンキーセンターの動物病院
は、地元犬山の獣医さんの助けも借
りながら今日も稼働しています。

　「どうぶつ園のじゅうい」は、小
学 2年生の国語の教科書、上巻末に
ある説明文のタイトルです。小学 2
年生のお子さんはちょうど今ごろ、

なショックだったでしょう。
　遺言により遺体はまず駿府南東
の久能山に葬られ、一周忌の元和
3（1617）年 4月に日光の東照社
（東照宮）に改葬されました。正
成は両方の葬儀に参列し、没後は
自分の遺骨も日光の家康廟近くに
葬るよう遺言しました。その願い
通り、現在も日光の釈迦堂には正
成の墓所があります。白帝文庫に
は、刀剣や鞍などの武器・武具類、
白い房毛をぐるりとあしらった南
蛮帽子、葉茶を入れる茶壷など、
正成が家康から拝領した品々も残
されています。
　家康の死後、正成は本格的に尾
張藩の政務を執ることになりまし
た。犬山城主となったのは元和 3
（1617）年で、将軍秀忠からの拝

領と伝えます。家康側近かつ尾張
藩付

つけ

家
が

老
ろう

であった正成は、このの
ちは犬山城主かつ尾張藩付家老と
なるわけです。これと同時に、前
犬山城主で 6年前に死去した平岩
親吉の旧臣のうち163名が正成に
預けられました。正成が初めて犬
山城に入城したのは、翌元和 4
（1618）年のことです。

犬山城白帝文庫主任学芸員
筧真理子

「どうぶつ園の
　　　じゅうい」

家康の死と
犬山城拝領

（公財）日本モンキーセンター
　獣医師　木村　直人

7

成瀬正成
一代記 7

「英雄三十六歌撰　東照宮」
犬山城白帝文庫蔵

「どうぶつ園のじゅうい」にも出てくる
ニホンザル（ヤクニホンザル）


