
11/15
No . 1 2 7 0

平成28年度犬山市決算状況

二
〇
一
七
年

十
一
月
一
五
日
号

栗栖で秋の「収穫祭」（10月28日開催）



2 3広報犬山　H29.11.15号 広報犬山　H29.11.15号

民生費
高齢者、障害者福祉、子育て、医療などの経費
◦障害者自立支援事業　　　◦高齢者生きがい支援事業
◦福祉医療助成事業　　　　◦公立保育所保育事業
◦児童手当等支給事業

衛生費
健康づくり、ごみ処理などの経費
◦がん検診事業　　◦都市美化センター運営管理事業
◦予防接種事業

土木費
道路や公園などの管理や整備などの経費
◦地区公園整備事業（羽黒中央公園および体育館整備）
◦防災公園街区整備事業　　◦河川改良維持事業
◦道路維持修繕改修事業　　◦都市計画道路整備事業

公債費
市の借金返済にかかる経費

総務費
市役所運営、広報、防災活動などの経費
◦防災対策事業　　　　　◦コミュニティバス運行事業
◦戸籍住民基本台帳事業　◦広報広聴事業

消防費
消防や救急活動などの経費
◦消防施設整備事業　◦消防団運営事業

商工費
産業振興、消費者行政、観光振興などの経費
◦企業立地促進事業　◦観光客誘致事業

教育費
学校教育、生涯学習、スポーツ振興などの経費
◦小中学校施設営繕事業　　◦東之宮古墳整備事業
◦包括体育施設事業（羽黒中央公園および体育館管理）

議会費
議会運営にかかる経費

農林業費
農業振興、農業用施設管理などの経費
◦土地改良事業（ため池耐震化）　◦営農支援事業

繰越金
12億3,536万円（5.0％）
　前年度から繰り越された余剰金

市税
117億1,797万円（47.3％）

繰入金
9 億4,840万円（3.8％）
　基金の取崩しや他会計
からの繰入金

使用料及び手数料
5 億3,968万円（2.2％）
　施設使用料や証明書
　手数料など
分担金及び負担金
2 億7,941万円（1.1％）
　保育料など

その他
12億2,882万円（5.0％）
　寄附金
　給食費などの諸収入
　土地の売却などによる財産収入

国・県支出金�43億3,263万円（17.5％）
　事業に対する国・県補助金など

地方譲与税等�18億3,087万円(7.4%)
　国や県が集めた税金等が配分されたもの

市債�14億4,230万円（5.8％）
　事業を行うための借入金

地方交付税�12億13万円（4.9％）
　市の財政状況に応じて国から配分されたお金

平成28年度 犬山市決算状況
一般会計歳入歳出決算額

歳入決算の概要

　市の会計の中心となる一般会計の歳入歳出について、その決算額と内訳についてお伝えします。

市税の内訳

種類 決算額 収納率

市 民 税 51億4,032万円 97.3％

固 定 資 産 税 52億5,557万円 97.7％

軽 自 動 車 税 1億4,457万円 95.1％

市 た ば こ 税 4億1,930万円 100.0％

入 湯 税 1,617万円 100.0％

都 市 計 画 税 7億4,204万円 97.1％

合　　計 117億1,797万円 97.5％

　平成28年度一般会計の歳入決算
額は247億5,557万円で、平成27年
度決算額と比較して20億8,877万
円の大幅な減額となりました。
　歳入の内訳を見ると、歳入全体
の47.3％と最も大きな割合を占め
るのは、市民の皆さんが納めた市
税で117億1,797万円、次に17.5％
を占めるのが国や県からの補助金
である国・県支出金43億3,263万
円、7.4％を占めるのが国や県が
集めた地方消費税や自動車取得税
などが配分された地方譲与税等18
億3,087万円という順になってい
ます。
　減額の主な要因は、羽黒中央公
園などの大型事業の進捗により
国・県支出金、市債が合わせて17
億8,387万円減額したことによる
ものです。
　また、地方譲与税等が 2億9,300
万円の減額となりました。
　一方で、企業収益の増加や納税
義務者数の増加、新増築家屋の評
価の増額などにより市税が 2億
9,432万円の増額となったほか、
ふるさと犬山応援寄附金の増加に
より寄附金が7,860万円の増額、
未利用地の売却により財産収入が
5,593万円の増額となりました。

歳出決算の概要
　平成28年度一般会計の歳出決算
額は234億6,868万円で、平成27年
度決算額と比較して21億4,029万
円の大幅な減額となりました。
　歳出の内訳を目的別に見ると、
民生費が85億1,358万円と全体の
36.3％を占めています。その次に
土木費33億2,439万円（14.2％）、
総務費29億1,389万円（12.4％）、
教育費26億8,613万円（11.4 ％）
と続きます。
　減額の主な要因は、羽黒中央公
園などの大型事業の進捗により土
木費が19億9,288万円減額したこ
とによるものです。その他では、
財政調整基金や健康市民づくり基
金などの各種基金の積立金の減額
などにより総務費と衛生費がそれ
ぞれ 3億3,556万円、 3億5,713万
円の減額となりました。
　一方で、新体育館の備品購入費
や指定管理委託料などにより教育
費が 3億4,135万円の増額となり
ました。

※各課事業の内容や決算額、事業評価などを記載した「決算説明書/事業評価シート」を
　市ホームページで公表しています。

自主財源
（64.4％）

依存財源
（35.6％）

民生費
85億1,358万円
（36.3％）

土木費
33億2,439万円(14.2%)

総務費
29億1,389万円（12.4％）

教育費
26億8,613万円（11.4％）

商工費 8 億1,326万円（3.5％）

衛生費
19億7,374万円（8.4％）

議会費 2 億6,328万円（1.1％）

公債費�19億3,490万円（8.2％）

農林業費 2 億2,806万円（1.0％）

消防費 8 億1,745万円（3.5％）

歳出
2₃4億

6,868万円

歳入
247億

5,557万円

※数値は四捨五入を行っていますが、
端数調整により四捨五入ではない箇
所があります。
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　健全化判断比率とは、財政健全化法に
定める財政指標で、①実質赤字比率、②
連結実質赤字比率、③実質公債費比率、
④将来負担比率の 4つがあり、それぞれ
異なる視点から財政状況を判断できます。
　それぞれの指標から早期健全化や財政
再生の必要性を判断するために 2段階で
基準が設けられています。

早期健全化基準
　 4つの指標のいずれか 1つでも早期健
全化基準を超えると「早期健全化団体」
となり、財政健全化計画を策定し、自主
的な改善努力による財政の健全化に取り
組むことになります。

財政再生基準
　さらに比率が悪化し、財政再生基準を
超えると「財政再生団体」となり、財政
再生計画を策定し、市債の発行が制限さ
れるなど、国の強い関与による確実な財
政の再生に取り組むことになります。

　公営企業の経営健全化の必要性を判断
するために基準が設けられています。

経営健全化基準
　資金不足比率が経営健全化基準を超え
た場合には経営健全化計画を策定し、自
主的な改善努力による経営の健全化に取
り組まなければなりません。

39万3,289円
※平成29年 3 月31日時点の人口74,509人で
計算しています。

　市の財政状況をホームページで公開し
ています。
　平成28年度の決算説明書の他に、平成
29年度予算説明書や、平成30年度当初予
算編成過程なども公開していますので、
ご覧ください。

特別会計歳入歳出決算額 財政の健全化判断比率及び資金不足比率

健全化判断比率が悪化すると？

資金不足比率が悪化すると？

市民1人あたりの市債残高

もっと詳しく知りたい人は

市債残高の状況

水道事業会計決算額

平成28年度決算における健全化判断比率

平成28年度決算における資金不足比率

　一般会計は地方公共団体の会計の中心
となるもので、基本的な行財政運営経費
を経理しています。
　これに対して、特別会計は特定の事業
における歳入歳出を一般会計とは区別し
て個別で経理しています。
　本市では 7つの特別会計を設置してお
り、決算額の合計は、歳入が177億7,864
万円、歳出が162億3,555万円でした。平
成27年度と比較して、歳入が 3億7,791
万円の増額、歳出も 2億5,405万円の増
額となりました。
　増額の主な要因は、歳入歳出のいずれ
も公共下水道事業特別会計が増額したこ
とによるものです。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき毎年度、健全化判断比率を算定し、監査委員の審査に
付した上で、議会に報告し、市民の皆さんに公表することが義務付けられています。
　本市は健全化判断比率の 4つの指標とも基準をクリアしていること、資金不足も発生していないことから、財
政運営に大きな問題はないといえます。

　平成28年度末の市債残高は、一般会計
が202億2,902万円、特別会計が90億7,458
万円で、合わせて293億360万円となり、
平成27年度末と比較して、 6億5,746万
円の減額となりました。
　一般会計の市債残高は、近年は増額傾
向にありましたが、将来負担軽減の観点
から残高を減少させるため、平成28年度
からは返済額以上に借り入れを行わない
予算としています。また、羽黒中央公園
などの大型事業の進捗により、借入額が
減少したこともあり、一般会計の市債残
高が 3億3,417万円減少しました。

　水道事業会計は、民間企業と同じように事業収益で運営されている企業会計です。水道施設の運転・管理など
事業を運営するための「収益的収支」と、水道施設を建設・整備するための「資本的収支」に分かれています。
皆さんが納めた水道料金は収益的収支の収入となります。

市債残高の推移

会　計　名 歳　入 歳　出

国 民 健 康 保 険 88億3,194万円 79億7,651万円

犬 山 城 費 3億6,903万円 2億9,228万円

木曽川うかい事業費 8,059万円 6,585万円

公 共 下 水 道 事 業 23億8,268万円 22億6,758万円

農業集落排水事業 6,603万円 6,193万円

介 護 保 険 49億7,784万円 45億1,229万円

後 期 高 齢 者 医 療 10億7,053万円 10億5,911万円

合　　計 177億7,864万円 162億3,555万円

※数値は四捨五入を行っています。

収　入 支　出 補てん額

収　益　的 12億8,506万円 11億851万円 −

資　本　的 8,654万円 3億8,988万円 3億334万円

実質赤字比率…�財政規模に対する一般会計などの赤字の割合
です。本市では赤字は発生しておらず該当は
ありません。

連結実質赤字比率…�財政規模に対する全ての会計の赤字の割合
です。本市では赤字は発生しておらず該当
ありません。

実質公債費比率…�財政規模に対する公債費（市の借入の返済費）
の割合です。今後、早期健全化基準を上回る
見込みはありませんが、返済額が増加する局
面もあることから市債発行を抑制しつつ、持
続可能な財政運営に努めます。

将来負担比率…�財政規模に対する将来負担すべき債務総額の
割合です。今後、早期健全化基準を上回る見
込みはありませんが、市債残高の増加を抑制
することで、持続可能な財政運営に努めます。

資金不足比率…�公営企業会計ごとの事業に対する資金不足額
の比率です。本市ではいずれの会計において
も資金不足は発生していないため、該当はあ
りません。

▼本市該当なし

▼4.1（平成28年度本市数値）

▼24.7（平成28年度本市数値）

▼全ての公営企業会計において該当なし

▼本市該当なし
健全 注意！ 危険！

健全 注意！ 危険！

健全 注意！

健全 注意！

健全 注意！ 危険！

▲0

▲0

▲0

▲0

▲0

※ここでの公営企業会計は健全化法上の分類であり、本市では水道事業会計、犬山
城費特別会計、木曽川うかい事業費特別会計、公共下水道事業特別会計、農業集落
排水事業特別会計を指します。

▲12.83
早期健全化基準

▲17.83
早期健全化基準

▲25.0
早期健全化基準

▲20.0
経営健全化基準

▲20.00
　　財政再生基準

▲30.00
財政再生基準

▲35.0
財政再生基準

▲350.0
早期健全化基準

詳しくは 犬山市の財政
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

0

50

100

150

200

250
（億円）

特別会計一般会計
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　平成28年度一般会計・特別会計の歳入歳出決算等の決算審査結果の概要は以下のとおりである。
（総括）
　平成28年度は、犬山市の最上位計画である「第 5次犬山市総合計画」の計画期間における中間点に位置するこ
とから、ポイントを絞った見直しが図られた。特に人口目標では、総合計画で初めて人口減少を前提とした目標
が設定されている。社会基盤を支える人口の減少問題は無論であるが、世界的にも類を見ない我が国の高齢化率
の問題は、行政運営を図る上での財源問題に直結する。少子高齢化社会を見据えた財源確保のさらなる検討をは
じめ、公共施設使用料の受益者負担の適正化などに積極的に取り組むとともに、事務事業の効率的な執行と見直
し、知恵と工夫を凝らした行財政全般にわたる改革を、鋭意進められるよう強く望むものである。
　市内の公共施設については、再配置が検討されているところであるが、分散している施設を統廃合した上での
複合化や、地域に複数ある同一施設もその利用頻度を見ながら存廃の検討をされたい。また、大部分の公共施設
において、供用開始からの経年劣化が進んでいる。公共施設等管理基金も活用しながら、設備修繕や更新などを
計画的に実施しているところであるが、修理費としてどの時期に、どの程度必要となるのか、把握に努めるとと
もに、将来構想を見据え長期的視点に立った検討をされたい。
　また、今後は各事業・施設ごとにおける歳入と歳出を関連付けた上で、収支バランスの把握にも努められたい。
この点について、例えば「広報犬山」で積極的かつ継続的に情報を公開し、市民と共通認識をもった上で、各事
業等の今後の方針を決められたい。

催 し

文化庁委託事業
多文化共生フォーラム
2017

「日本語教室×子育て支援のW
ネットワークで考える“地域づく
り”」
　外国人の子育てを応援できる地
域って？誰もが安心して子育てが
できる地域って？
　そんな地域づくりに、貢献でき
るネットワークがきっとあるは
ず！
　先進地の事例を参考にしなが
ら、みんなで、いっしょに考えま
しょう。
　「世界のおやつ」でのティータ
イム、尾張北部のグループの活動

紹介ブースも設けます。誰でも参
加できます。
日時　11月26日㊐13：30〜16：30
　　　（13：00開場）
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ　 2階研修室
費用　無料
※託児あり 1歳〜未就学児、 8人
まで。事前申し込みが必要
申込・問合　NPO法人シェイク

ハンズ（℡090-9940-2939
　　 Fax48-1533�E-mail� info@

shake-hands.jp）

第43回京大モンキー
日曜サロン

　「空からみた野生ウマ：ドローン
を使ったフィールドワーク」
　野生ウマの社会や特徴につい
て、京都大学野生動物研究セン

ターの井上漱太さんにお話いただ
きます。
日時　11月26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。

いぬやま未来塾
〜ファシリテーションのノウハウとドウハウ参加型で拓

ひら

く未来！〜
　市民参加のまちづくりに取り組もうとする人たちが、相互理解・合意形成・問題解決に役立つ「ファシリテー
ション」についての理解を深め、ファシリテーターに必要なスキルを学び、ノウハウだけではなくドウハウを持
ち帰り現場につなげることを目的としています。
○参加型の意義とファシリテーターの役割を理解し、必要な資質とスキルを身につける
○自己理解、相互理解、共通理解を進める参加型の方法論を学び、活用できるようになる
○社会的合意形成手法を扱うよりよいファシリテーターのポイントを学び現場に持ち帰る

日　　時 内　　容
第 1回 12月 3 日㊐13：00〜17：00 「なぜ『参加型』？〜参加者主体の場を作る意味と意義〜」

第 2回 12月 9 日㊏13：00〜17：00 「ファシリテーターの 4つの役割〜場作り、関係づくり、プロセス作
り、合意形成〜」

第 3回 12月17日㊐13：00〜17：00 「変化のための参加型〜課題解決・ビジョン達成と人々の行動変容〜」
第 4回 平成30年 1 月13日㊏10：00〜17：00 「よりよい参加型のポイントと参加型の可能性」

場所　福祉会館
講師　特定非営利活動法人　NIED・国際理解教育センター　伊沢令子氏
対象　まちづくりに関心のある人、団体・グループで活動している人、事務局職員、行政職員、企業の人事・研

修・総務・企画担当者など、所属セクターや分野不問
定員　25人（原則として全ての回に参加希望の人を優先します）
費用　全 4回参加する人　5,000円（会員・学生　4,000円）
　　　 1回　　　　　　　1,500円
申込・問合　各回前日の12：00までに犬山しみんていの会（〒484-0082　犬山字北古券甲98- 1 　℡61-7710　Fax

61-8108　Eメールcenter@inuyama-shimintei.com）へ

文化史料館
冬期企画展

「芝居する獅子―塔野地の獅子芝
居・獅子舞―」
　塔野地の獅子芝居は「嫁獅子」
とも言われ、祓

はら

いを主とした神事
芸能から生まれました。農村の祭
礼と通過儀礼を背景に育ってきた
民俗芸能の一つです。主に祭礼の
余興に演じられ、大変人気があり
ました。黒紋付きに獅子頭をか
ぶった女装の舞い手が、最初に祓
いの舞を行い、その後、歌舞伎の
女形芸を中心に演じる獅子芝居で
す。
　本展では、昭和60年犬山市の文
化財に指定された塔野地獅子芝居
と現在も継承されている塔野地獅
子舞の魅力を紹介します。

日時　11月29日㊌〜平成30年 2 月
19日㊊ 9：00〜17：00

※12月29日㊎〜31日㊐は休館日
※最終入館16：30まで
場所　文化史料館展示室 2
費用　一般100円
　　　（中学生以下無料）
※本館・別館共通
問合　文化史料館（℡62-4802）

青塚古墳
ガイダンス施設
企画展

「地域に眠る文化遺産in栗栖」
　栗栖地区には、市内唯一の縄文
時代の遺跡「尾崎遺跡」が存在し
ます。最近では栗栖小学校の児童
による分布調査「栗栖プロジェク
ト」により広範囲に新たな遺跡の
存在がわかってきました。
　今回の企画展では、これまで知
られていた遺跡だけでなく、「栗
栖プロジェクト」によって分かっ
た新たな歴史を紹介します。
日時　12月 5 日㊋〜平成30年 3 月

4 日㊐
場所　青塚古墳史跡公園ガイダン

ス施設
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　（℡68-2272㊊休館　㊗の場

合は翌平日）

監査委員
髙木正章

監査委員
鈴木伸太郎

平成28年度

犬山市一般会計・特別会計
歳入歳出決算審査意見（要旨）
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新年交礼会および
叙勲・褒章受章者
祝賀会について

　市内各界各層の皆さんとの新春
の交礼の場として例年実施してい
る新年交礼会を開催します。
　参加を希望する人は事前に申し
込んでください。
日時　平成30年 1 月 4 日㊍
　　　10：30〜
場所　犬山国際観光センター 4階
　　　フロイデホール
費用　1,000円
申込　11月28日㊋までに費用を添

えて総務課か各出張所、犬
山商工会議所（℡62-5233）
へ

※期限を過ぎてからの申し込みの
場合、参加者名簿へ氏名等の掲載
ができません。
問合　総務課（℡44-0300）

青少年健全育成
教育講演会

「死んだらあかん
　だから生きるんだ」

〜苦しさの中にも
　　　きっと幸せがある〜
　犬山市青少年健全育成市民会議
では、いじめ、差別などの問題に
ついて一緒に考える講演会を開催
します。
日時　①12月13日㊌13：30〜
　　　②12月14日㊍13：40〜
場所　①南部中学校（体育館）
　　　②犬山南高等学校（体育館）
内容　学校や社会で壮絶ないじめ

に遭い非行・暴走族に走っ
た講師が、見事立ち直って、
子どもたちの相談サポート
を行うまでに至る経緯

講師　多文化共生ＮＰＯ世界人理
事長

　　　具志アンデルソン飛雄馬氏
対象　どなたでも
費用　無料
申込・問合　11月20日㊊から文化

スポーツ課（℡44-0353）へ

催 し

費用　 1講座500円（当日集金、材料代別）
申込・問合　11月17日㊎から南部公民館講座担当（℡68-0834　 9：00〜17：00　電話申込可　㊊除く）へ
※定員になり次第締切
※申し込み後のキャンセルの場合、材料代を負担していただくことがあります。
募集講座

講座名 日時・場所・講師・定員・材料代など

簡単で手早くできる！
お正月のおもてなし料理

日時　12月 7 日㊍ 9：30〜13：00　場所　料理実習室　講師　田中貴久枝氏
定員　先着20人（ 1人1,000円） 
内容　手早くできて、身近な材料で和食 3品とデザートを作ります。
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

日時　12月 8 日㊎10：00〜12：00　場所　講義室　　　講師　安藤祥子氏
定員　先着25人（ 1人2,800円）
内容　パンジービオラを使用し、ハンギングバスケット壁掛けタイプを作成します。
持物　園芸用手袋、わりばし、新聞紙またはレジャーシート、ハサミ

正月飾りの寄せ植え講座

日時　12月19日㊋10：00〜13：00　場所　講義室　　　講師　富塚貢氏
定員　先着15人（ 1人1,500円）
内容　�寄せ植えの材（種類）は、マンリョウを主木としてフキタンポポ、ヤブコウジ等を富士石

と白砂をあしらって景を作ります。
持物　ゴム手袋、ビニール風呂敷、

手作りケーキで
ハッピークリスマス

日時　12月22日㊎ 9：30〜13：00　場所　料理実習室　講師　牧野恵子氏
定員　先着15人（ 1人1,500円）
内容　�スポンジケーキにイチゴのババロアをサンドし生クリームとイチゴで仕上げるかわいい

ケーキを作ります。
持物　�エプロン、ふきん、持ち帰り容器（直径18cmのケーキ持ち帰り）、筆記用具、電動ハンド

ミキサー（ある人のみ）

南部公民館「冬の1DAY講座」参加者募集募 集

第40回読売犬山
ハーフマラソン
ボランティア募集

日時　平成30年 2 月25日㊐
内容　給水所、手荷物預かり、記

念品渡し、走路指導員など
※内容によって時間の変動あり。
※スタッフジャンパーなどを支給
します。
申込・問合　12月22日㊎までに、

氏名、連絡先、住所を文化
スポーツ課（℡44-0352）
へ（電話申込可）

社会保険労務士
による無料相談会

　年金・労働社会保険・人事労務
の専門家である社会保険労務士が
あなたの身近な問題の相談に無料
で応えます。
日時　12月 3 日㊐10：00〜15：00
場所　イオンモール扶桑
　　　アピタ大口店
　　　アピタ江南西店
　　　テラスウォーク一宮

　　　名鉄百貨店一宮店
　　　リーフウォーク稲沢
問合　愛知県社会保険労務士会尾

張支部（℡0586-68-5711）

成年後見人制度
無料相談会

日時　11月22日㊌13：00〜15：00
場所　福祉会館 4階401
申込　不要
問合　（一社）コスモス成人後見サ

ポートセンター愛知県支部
事務局（℡052-908-3022）

平成30年度市内小中学校
体育施設利用団体の募集

場所　市内の全ての小中学校
対象　次の全てを満たす団体
　　　①構成員が10人以上
　　　�②構成員の過半数が市内在

住、在勤、在学者
　　　③責任者が20歳以上
　　　�④登録確定後に構成員全員

が傷害保険（スポーツ安全
保険など）に加入

※所定様式（「学校体育施設利用
団体登録申請書」と「学校体育施
設利用団体登録者名簿」）は、文
化スポーツ課、市ホームページか
ら。

※希望が他団体と重複した団体
は、登録調整会への出席が必要で
す。
日時　平成30年 1 月13日㊏
　　　19：00〜
場所　市役所201会議室
※申請は、 1団体につき週 1回分
「構成員の過半数が市内小中学生」
と「市スポーツ少年団所属」の団
体は、週 2回分まで申請ができ、
その他の団体と希望が重複した場
合は、優先的に登録します。
申込・問合　12月11日㊊までに所

定様式を文化スポーツ課
（℡44-0352）へ

仲良し
わんスポ交流会
参加者募集

　健常者・障害者の区別なく、軽
スポーツを楽しみませんか。
日時　12月9日㊏10：00〜
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
対象　市内在住の小学生
定員　先着50人
費用　無料
申込・問合　11月30日㊍までに所

定様式を市スポーツ推進委
員連絡協議会（事務局　文
化スポーツ課内　℡44-035

　　　2）または特定非営利活動
法人ぽんぽこネットワーク
へ

※軽スポーツチーム対抗（当日発
表）で行います。当日の運営ボラ
ンティアも募集します（若干名）。
所定様式は、文化スポーツ課、市
ホームページから

区分 施　設 種　目 時間帯

小
学
校

運動場 少年軟式野球、少年サッカー
グラウンド・ゴルフなど 土日：終日

体育館 バレーボール、卓球、バドミントン、
ミニバスケットボールなど

平日：夕方〜夜
土日：終日

中
学
校

運動場 軟式野球、サッカー
グラウンド・ゴルフなど

毎日夕方〜夜
体育館 小学校と同じ

（バスケットは一般用）

※中学校運動場は犬山中・東部中の夜間のみ利用できます。
※開放する時間や実施可能な種目は学校により異なります。
　詳しくは問い合わせてください。
※照明設備（運動場・体育館とも）は使用料が必要です。

具志アンデルソン飛雄馬氏

相 談
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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　12月 6 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
就職に悩みがある保護者

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）へ

都市計画
マスタープラン
中間見直し完了

　都市計画マスタープランを中間
年度にあたる平成28年度に見直し
ました。見直し後の計画は、都市
計画課、出張所、図書館、公民館、
学習等供用施設、市ホームページ
で閲覧できます。
問合　都市計画課（℡44-0330）

平針運転免許試験場
建替えにともなう
駐車場利用について

　平針運転免許試験場は、平成30
年 1 月からの建替え工事のため来
場者用の駐車場が利用できません。
公共交通機関を利用してください。
問合　愛知県警察本部交通部
　　　運転免許課（℡052-951-1611）

ごみ収集カレンダー掲載広告募集
　市では、地域産業の振興のため、平成30年度版ごみ収集カレンダーに
掲載する広告を募集します。

掲 載 場 所 ごみ収集カレンダー（A 4）の表紙下部

作成予定部数 30,000部

使 用 期 間 平成30年 3 月〜平成31年 3 月

広 告 規 格 縦45㎜×横85㎜

募 集 枠 4 枠

掲 載 料 1 枠　50,000円

掲載できない広告　政治活動・宗教活動・意見広告・公序良俗に反する
ものなど

申込・問合　12月15日㊎までに広告案を添えて掲載申込書を環境課清掃
担当（℡44-0344）へ

※詳細は、市ホームぺージをみてください。

福祉医療費助成の
払い戻し申請
について

　福祉医療費受給者（子ども・障
害者・母子父子家庭・精神障害
者・後期高齢者福祉医療受給者）
が県外等の医療機関等の窓口で各
受給者証を使用せずに支払った保
険診療自己負担額の払い戻しは、
市役所か出張所で申請が必要です。
※領収証の有効期間は、医療費を
支払った日の翌日から5年間です。
問合　保険年金課医療担当
　　　（℡44-0328）

消費者トラブルに
気をつけて

　「不用品があれば買い取る」と
女性が訪問してきた。突然だった
ので、すぐには用意できないこと
を伝えると、 1時間後に今度は男
性が来た。いらない洋服等を出し
たが「壊れた宝飾品があれば出し
てほしい」と言われ、指輪等を含
めて 2万 5千円で買い取っても
らった。その後、形見の指輪を渡
したことを後悔し、また買い取り
価格が安すぎると思い、買い戻し

たいと電話をしたところ「商品は
別の業者に渡した」と言われた。
アドバイス
　自宅で物品を買い取ってもらう
訪問購入では、購入業者は突然訪
問して勧誘することはできませ
ん。このような行為を行う購入業
者を家に入れないようにしましょ
う。購入業者は前もって電話等で
連絡した場合でも、消費者が事前
に承諾した買い取り対象以外の物
品について売却を求めることはで
きません。「貴金属はないか」な
どと当初とは違う物品の売却を突
然求められたときは、きっぱりと
断りましょう。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
　　　（受付は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）

小中学生が考えた犬山ドッグが給食に！
　各学校で調理していることが特長の犬山市の学校給食。食育活動の一環として、今年度も犬山ドッグのアイディ
ア募集を行いました。児童生徒から寄せられた、昨年の 2倍にもせまる1,432点にものぼり、子どもたちの犬山ドッ
グへの関心の高さや愛着を感じます。
　校内選考などを経て選ばれた 6点が、犬山ドッグの生みの親である犬山商工会議所、市観光協会、PTA、栄養
教諭、管理栄養士などの代表者により厳正に審査され、兼松さんの作品が「わんまる君大賞」に選ばれました。
選ばれた「もも太ろうドッグ」は、“いぬ年”である平成30年の 1月に、全小中学校の児童生徒みんなで味わい
ます。今年度の受賞作品を紹介します。

＊1位の作品には、わ
ん丸君のぬいぐるみ
が、2位・3位の作品
には、わん丸君のてぬ
ぐいが、市観光協会か
ら記念品として贈られ
ました。

その他の受賞作品
【給食の犬山ドッグ】
　 4位：「とりてんたるたるドッグ」（犬山南小 1年）寺澤結月さん
　 5位：「とりたまキャベツのあおぞらドッグ」（東部中 1年）谷口結花さん
　 6位：「豆腐入りキーマカレードッグ」（城東小 5年生）長谷川樹生さん

　上記とは別に、犬山商工会議所、市観光協会によるアイデア賞の選考も行われました。
【商 工 会 議 所】　最優秀アイデア賞：「愛知のモリモリ玉子と犬山しゃちほこドッグ」（楽田小 5年）黒木美衣菜さん
　　　　　　　　 優秀アイデア賞：「シャチホコドッグ」（城東中 2年）伊藤巧真さん
【市 観 光 協 会】　最優秀アイデア賞：「犬山じょうのシャチホコがんばれドッグ」（楽田小 4年）鈴木楽太郎さん
　　　　　　　　 優秀アイデア賞：「犬山茶きびだん子あげドッグ」（城東小 5年）安藤寛徒さん
【朝ごはん部門】　ワンだふる朝ごはん賞：「 6群制覇スピナッチドッグ」（東部中 1年）服部悟也さん
　　　　　　　　 優秀朝ごはん賞：「とってもおいしい！栄養ドッグ」（犬山西小 4年）照井愛さん
　　　　　　　　 優秀朝ごはん賞：「とうふ田楽ドッグ」（楽田小 3年）服部立太郎さん

わん丸君
大賞

２位 3位

「もも太ろうドッグ」

楽田小 4年　兼松璃子さん

〈材料　ドッグ 2本分〉
ロールパン�� � 2 本
鶏のもも肉�� �35gを 4 個
　　しょうゆ�� �小さじ 2
　　酒�� �小さじ1/2
　　みりん�� �小さじ1/2
キャベツ�� �葉 1 枚
　　マヨネーズ�� �小さじ 2
　　きなこ�� �小さじ 1弱
　　砂糖�� �小さじ 1

〈作り方〉
①鶏肉にⒶで下味をつけ、しばらくおく。フライパンで焼き、照り焼きを作る。
②キャベツはせん切りにし、ゆでて冷ましておく。
③Ⓑを混ぜて、きなこマヨネーズにし、ゆでたキャベツとあえる。
④ロールパンに鶏肉、あえたキャベツを彩りよくはさむ。

「クリーミー
ドッグ」 「ぴーまんがきらいでも

    ぱくぱくかれードッグ」

犬山西小1年 岡㟢隼也さん栗栖小4年 長谷川瑛美さん犬山中1年 長谷川琴美さん

　ホワイトルウを手作りにし、彩りを考えてミックス
ベジタブルを入れました。クリームシチューとパンを
一緒に食べられるところがおすすめです。

　ピーマン、玉ねぎ、にんじんと、ゆで大豆、ひき
肉を炒め、カレー味にしました。工夫したことは、
食べやすいように、野菜をこまかく切ったことです。

　きなこは大豆から
できていて栄養があ
り、味のアクセント
にもなっているとこ
ろがおすすめです。
　自分が考えた犬山
ドッグが給食に出る
と思うと、とてもワ
クワクします。

　市食育推進事業に
関連し、「朝ごはん
部門」として朝食に
ぴったりなドッグの
選考も行われ、この
作品は11月 5 日の秋
桜健康福祉まつりに
掲示、紹介されまし
た。

1
2
3

1
2
3

Ⓐ

Ⓑ

相 談

生 活
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国民年金保険料
控除証明書送付

　平成29年中に国民年金の保険料
を納めた人へ、日本年金機構から
「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」を11月上旬に送付し
ました。年末調整や確定申告の際
に添付が必要となりますので、大
切に保管してください。
　ただし、10月 1 日から年末まで
に初めて保険料を納めた人につい
ては、来年 2月上旬の発送となり
ます。
　問い合わせ専用ダイヤルが下記
のとおり開設されていますので、
証明書の内容については、日本年
金機構に問い合わせてください。
開設期間　11月 1 日㊌〜平成30年

3 月15日㊍
時間　㊊〜㊎ 8：30〜19：00
　　　第 2㊏ 9：00〜17：00
※㊏㊐㊗（第 2㊏除く）、12月29
日〜 1月 3日は休み
問合　日本年金機構
　　　〈ねんきん加入者ダイヤル〉
　　　℡0570-003-004
　　　〈ナビダイヤル〉
　　　（050から始まる電話でかけ

る場合は℡03-6630-2525）

飼い主のいない猫に
エサをあげないよう
にしましょう

　お腹をすかせた猫がいれば、エ
サを与えたくなる。その気持ちは
動物愛護の観点からも大切なこと
かもしれません。
　エサを与え続ければ、猫はその
場所に居つき、排泄し、繁殖する
ようになり、ふんや尿などにより
近隣に迷惑が掛かるうえ、不幸な
命を生み出すことになります。

　エサを与えるのであれば、「飼
い主」として責任を持ち、近隣の
人の理解を得られるよう次のこと
に気をつけましょう。
●不妊去勢手術をする
　猫は 1年間に 2〜 3回出産しま
す。 1年で10〜15匹も増えてしま
い、とても 1人では世話ができま
せん。これ以上増えないように不
妊去勢手術をしてください。
●食べ残しは片付ける
　エサの食べ残しがあると、近隣
の猫やカラスなどの動物、ハエな
どの害虫も集まります。食べ残し
が腐ることで異臭が発生し大変不
衛生です。置きエサ行為はしない
で、食べ終わるのを待ってすぐに
片付けてください。
●ふん尿の始末をする
　猫のふん尿は臭いが強いです。
猫のトイレを用意し常に清潔にし
可能であればエサ場を自宅の敷地
内など迷惑にならない場所に設置
しましょう。
●新しい飼い主を探す
　無責任にエサを与えるだけでは
野良猫を救うことはできません。
本当に救ってあげたいと思うので
あれば、大切に飼ってくれる飼い
主を探すことが、猫にとって一番
良いことではないでしょうか。
※他人の敷地（駐車場など）で無
断にエサやりをしている行為は、
不法侵入に問われる可能性もあり
ますので絶対にしないでくださ
い。マナーは必ず守りましょう。
問合　保健センター（℡61-1176）

臨時休館のお知らせ
　青塚古墳史跡公園ガイダンス施
設は11月28日㊋に企画展準備のた
め臨時休館します。
問合　青塚古墳ガイダンス施設

（℡68-2272㊊休館　㊗の
場合は翌平日）

一日犬山年金事務所
を開設します

　年金制度に対する理解を深める
ため、一宮年金事務所（日本年金
機構）の職員が、市役所で一日年
金事務所を開設します。
　年金受給の手続きや相談、後納
制度の申込手続きや相談、国民年
金保険料の納付の相談、厚生年
金・健康保険の加入の相談、その
他制度に関する相談を行いますの
で、利用してください。
日時　11月22日㊌10：00〜12：00
　　　　　　　　13：00〜15：00
場所　市役所202、203、204会議室
持物　①基礎年金番号の分かる年

金手帳・年金証書など
　　　②本人を確認できる免許

証・健康保険証など（代理
人の場合は委任状が必要）

　　　③相談・手続きの内容に応
じて必要な書類、案内文書
など

定員　①年金受給の手続きや相談
　　　16人
　　　 8：30から保険年金課窓口

で整理券を配布
　　　②納付相談等（定員なし）
※混雑状況により待ち時間があり
ます。
問合　保険年金課年金担当
　　　（℡44-0328）
　　　一宮年金事務所国民年金課
　　　（℡0586-45-1415）

尾張都市計画
生産緑地地区
変更案を縦覧

　尾張都市計画生産緑地地区の変
更（犬山市決定）にあたり、都市
計画法に基づく変更案の縦覧を行
います。
日時　11月27日㊊〜12月11日㊊
　　　 8：30〜17：15（㊏㊐㊗除く）
場所　市役所 2階都市計画課
問合　都市計画課（℡44-0330）

※この変更案に意見のある人は、
縦覧期間中に市長に対して意見書
を提出することができます。

小規模事業者
設備投資等補助金

　犬山商工会議所では、生産性の
向上を図る小規模事業者に対し、
設備投資等の補助を実施します。
内容　事業計画に沿った10万円以

上の減価償却資産となる設
備投資に対し、審査により
補助金交付を決定。補助率
2 / 3 、補助限度額30万円

対象　市内に事業所があり、事業
を 1年以上行っている小規
模事業者

申込・問合　11月30日㊍までに所
定の申請書を犬山商工会議
所（℡62-5233）へ

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

　野球選手、サッカー選手など一
流のアスリートは歯のケアを欠か
さないそうです。それは歯をしっ
かりかみしめることで、普段より
大きな力が発揮できるからだと言
われています。歯は全身の筋力や
バランス感覚など運動能力に深く
関わっています。
　かむために必要な筋肉は、あご
の筋肉だけではありません。首す
じ、胸、背中にある12種類の筋肉
を動かします。歯をしっかりかみ
しめると、体にも力が入り、重い
物などを持ち上げることができる
ようになります。反対に体を鍛え
るとかむ力が高まるという研究
データもあります。
　歯がなくなると、体のバランス
の低下を招くとも言われていま

す。まだ因果関係は明らかにされ
ていませんが、入れ歯を入れてい
るときは歩幅が広く、歩く速さも
速くなってリズムも安定します
が、入れ歯をはずしているときは、
歩くことに悪影響を及ぼし、転び
やすいと言われています。
　活動的に過ごして若さを保つた
めにも、歯を大切にしましょう。

愛知県医師会
健康教育講座

　愛知県医師会では、県民の皆さ
んの健康づくりに役立つよう、健
康についての情報を講演会形式で
わかりやすく説明します。
日時　11月27日㊊14：00〜15：30
場所　江南市民文化会館 2階
　　　第 1会議室
　　　江南市北野町川石25- 1
　　　℡0587-55-2321
講演　―認知症とメタボを防ぐた

めー　日頃の食事と運動で

健康生活維持しよう！
講師　山之内糖尿病予防研究所
　　　クリニカルデスク
　　　山之内国男氏
対象　愛知県民
定員　120人
費用　無料
※会場収容人数を超えた場合は、
入場をお断りする場合があります。
問合　愛知県医師会医療業務部地
　　　域医療第 2課（℡052-241-

4139）

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　11月30日㊍13：30〜15：00
医師　宮田眼科　宮田昭男氏
場所　市民健康館
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

相談 日時 内容 担当

①いきいき
　健康相談

5日㊋
13：30〜14：30
20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歯科衛生士に
　よる歯科相談

5日㊋
13：30〜14：30

歯科に関する相談 歯科衛生士

③栄養士による
　栄養相談

20日㊌
13：30〜14：30

栄養に関する相談 管理栄養士

④おくすり
　なんでも相談

20日㊌
13：30〜15：00

薬に関する相談
タカギ薬局
薬剤師
高木亮一

⑤アルコール
　相談

9日㊏
10：00〜15：00

飲酒に関する悩み
相談

断酒会会員

申込　①〜③については前日までに要予約（相談は 1人15分程度）
問合　市民健康館（℡63-3800）

12月の市民健康館さら・さくら
各種無料相談ガイド

生 活

健 康
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●星月夜（西古券）
℡54-3473

「車
くるま

麩
ふ

カツ定食」

エネルギー　649kcal
野菜　　　　250g
地産地消　　市内産食材使用
禁煙　　　　店内全面禁煙

　市内農家さんから直接仕入れる
無農薬の米や野菜を使い、伝統的
な製法で作られた調味料で味付け
をした、菜食料理を提供しています。
　季節ごとの野菜で犬山の旬を味
わえます。

●御食事処　志乃ぶ（富士見町）
℡62-0991

「健康そのまんま定食」

エネルギー　469kcal
野菜　　　　122g
塩分　　　　2.7g
地産地消　　県内産食材使用

　トマト、ルッコラ、貝割れ大根、
にんじん、きゅうり、水菜などの
野菜をたっぷり使った、見た目鮮
やかな豆腐サラダをメインとした
ヘルシーメニュー。豆腐は市内豆
腐店の手作りです。

●「麦cafe」（瑞泉寺）
℡090-9902-8378

「酵素玄米ライスバーガー
高野豆腐の味噌カツ」

エネルギー　480kcal
塩分　　　　1.9g
地産地消　　市内産食材使用
禁煙　　　　店内全面禁煙

　お店では、動物性食材や化学調
味料、白砂糖を使用せず、無農薬・
無化学肥料の野菜や自家栽培の野
菜を取り入れています。メニューの
ポイントは、犬山産無農薬大豆で
作った自家製玄米味噌のタレです。

健康いぬやま応援メニュー
　　〜めざせ5つ星〜協力店の紹介

　市では、「健康いぬやま応援メニュー」協力店を募集中です。協力店は市ホームペー
ジに掲載の他、 9月にリリースしたウォーキングアプリ「てくてく」の地図上にも掲
載されます。
問合　事業については市民健康館（℡63-3800）もしくは保健センター（℡61-1176）へ
※メニューについては各店舗へ

神経系難病患者
家族のつどい
「ゆめの会」

　保健所では神経系難病の患者と
その家族のつどいを開催します。
第 3回は神経内科の専門医から神
経系難病の治療と生活について話
していただき、皆さんの質問にも
答えていただきます。
　参加希望の人、関心のある人は、
申し込んでください。
日時　11月22日㊌13：30〜15：30
内容　医療講演「神経系難病の治

療と生活」患者家族交流会
講師　結ファミリークリニック　

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

変性症、多系統萎縮症、多発
性硬化症、筋萎縮性側索硬
化症（ALS）などの神経系
難病の患者とその家族

申込・問合　11月21日㊋までに
　　　江南保健所健康支援課
　　　地域保健グループ難病担当
　　　（℡0587-56-2157）へ
※保険料として年 1回50円が必要
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）
　日常の食事が適量でバランスが
よい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。食生活改善推進員によるアド
バイスも受けられます。（予約不
要、時間内であれば随時受け付け）
日時　11月29日㊌10：00〜11：45
　　　（受付終了11：30）
場所　市立図書館
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）

健康講座
膝・股関節の痛みや
不調の解消

〜身体のつくりや動きのしくみを
知って柔軟性を手に入れよう〜
日時　12月20日㊌ 9：30〜11：30
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
内容　股関節痛や膝痛など下半身

の気になる痛みを予防する
ためのポイントや体操が学
べる講座です。下半身に違
和感のある人必見です！

講師　健康運動指導士
　　　土屋真人氏
対象　どなたでも
定員　先着50人
持物　健康手帳、室内用運動靴、

水分補給用飲み物
費用　300円
申込・問合　11月20日㊊から市民

健康館（℡63-3800）へ

高齢者が地域で集え
る場を紹介します！

　市では、住みなれた地域でいつ
までも暮らせる地域づくりを推進
しています。
　誰でも気軽に集える場は、孤立
防止や介護予防、認知症予防にも
つながります。
　近くで集える場を知りたいとき
は、お住まいの地区の高齢者あん
しん相談センターへ問い合わせて
ください。

●尾張富士グリーンハイツ
『お茶しませんか』
　空き家の有効利用から始まった
お茶会が集会所に場所を移して今
年で 5年になりました。毎月、最
終週の水曜日の10：00〜15：00ま
で、尾張富士グリーンハイツ集会
所で活動しています。おしゃべり
は講師も準備もいらないので、気
負いすることなく参加できます。
近況や最近の話題になっているこ
とを話し笑い合っていると、あっ
という間に時間が過ぎてしまいま
す。参加料は100円ですので、ぜ
ひ来てください。

　羽黒・池野地区の集える場に関
する問い合わせは、羽黒・池野地区
高齢者あんしん相談センター（℡
68-1635）まで。
※掲載を希望される住民主体活動
を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

パブリックコメント
募集

　市では「第 8次犬山市高齢者福
祉計画及び第 7次犬山市介護保険
事業計画（素案）」について、皆
さんからの意見（パブリックコメ
ント）を募集しています。
募集期間　11月16日㊍〜12月15日

㊎17：15まで
公開場所　長寿社会課、各出張所

で閲覧、市ホームページに
掲載

意見提出先　期間中に住所、氏名
と意見を記入し長寿社会課
（Eメール030200＠city.inu

　　　yama.lg.jp�郵送�Fax44-036
　　　4）へ

ウォーキングアプリ「  　　    　　」で協力店を掲載

　11月 5 日㊐に市民健康館で開催された「秋桜健康福祉まつり」において健康いぬやま応援メニュー協力店の認
定式が行われ下記 3店舗が認定されました。
※健康いぬやま応援メニュー〜めざせ 5つ星〜について、詳しくは広報犬山 9月15日号を見てください。

健 康

【エネルギー】【エネルギー】【エネルギー】 【野菜】【野菜】 【塩分】【塩分】 【地産地消】【地産地消】【地産地消】 【禁煙】【禁煙】

高 齢 者



16 17広報犬山　H29.11.15号 広報犬山　H29.11.15号

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。

育児・介護休業法が
改正されました

　10月 1 日㊐から、子どもが 1歳
6か月に達する時点で、保育園に
入れないなどの場合には、育児休
業期間を最長 2歳まで再延長でき
るようになりました。
　また、事業主は、労働者やその
配偶者が妊娠・出産したことを
知ったとき、または介護をしてい
ることを知ったときには、関連す
る制度について、個別に制度等を
周知するための措置を講ずる努力
や、小学校就学の始期に達するま
での子を養育する労働者につい
て、育児に関する目的で利用でき
る休暇制度を設ける努力をしなけ

ればなりません。
　詳細は厚生労働省ホームページ
または下記まで問い合わせてくだ
さい。
問合　愛知労働局雇用環境・均等

部指導課（℡052-219-5509）

就学援助費
新入学準備金

　平成30年度に小学校へ入学する
子どもがいる家庭で、経済的な理
由により入学にかかる費用の負担
で困っている保護者に、就学援助
費として新入学準備金を入学前に
支給します。
　支給を希望する人は、11月30日
㊍までに学校教育課へ申請書を提
出してください。なお、所得基準
等の審査があります。
問合　学校教育課（℡44-0350）

児童生徒作品展
　市内の小中学校に通う児童生徒
による作品展を行います。「書写
作品（書道）、絵画作品（絵）、立
体作品（工作）」等が展示されます。
日時　12月 1 日㊎〜 7日㊍
　　　�9：00〜17：00（ 7 日 ㊍ は

12：00まで、4日㊊は休館日）
場所　南部公民館
　　　展示室1、2、3
費用　無料
問合　学校教育課（℡44-0350）
※開催中の展示作品に関する問い
合わせは各学校にしてください。

図書館工作教室
「読書通帳バインダー」を作ろう
日時　12月16日㊏13：30〜
場所　市立図書館 2階展示室
講師　手づくり絵本同好会会員
対象　小学生以下（小学校低学年

以下は保護者同伴）
定員　15組
費用　無料

持物　はさみ、カッター、定規、
色鉛筆または色サインペン

申込　12月 1 日㊎10：00から市立
図書館（℡62-6300）へ（電
話申込可）

ちょっと早めの
クリスマス
おはなし会

　パネルシアターや大型絵本の読
み聞かせ・手遊びなど、図書館で楽
しいひとときを過ごしませんか。
日時　12月 6 日㊌11：00〜
場所　市立図書館 2階展示室
対象　 4歳以下の子どもと保護者
定員　先着30組
費用　無料
申込　11月22日㊌10：00から市立

図書館（℡62-6300）へ（電
話申込可）

映画鑑賞会
『SING』

　動物たちが歌唱コンテストで奮
闘する姿を数々のヒットソングに
乗せて描くミュージカルアニメで
す。
日時　12月16日㊏10：30〜
　　　（開場10：00〜）
会場　市民文化会館大ホール
　　　（全席自由席）
対象　市内在住・在学の児童とそ

の保護者（18歳未満・高校
生可）

定員　1,100人
費用　無料（入場整理券が必要）
申込　11月24日㊎ 8：30から子ど

も未来課で入場整理券を配
布します。

※先着順に 1人 4枚まで配布
※申込時に住所と氏名の記入が必
要
問合　子ども未来課育成担当
　　　（℡44-0323）

や、深夜に閉店しているはずの店
の中に人影が見えるとの皆さんか
らの情報提供によって事件が解決
したケースは数多くあります。
　「事件が起きた時間帯に、不審
な人がいた」「普段見かけない人
がいた」「パトカーのサイレンを
聞いて急発進していった車を見
た」など、ほんの少しの情報が犯
人にいきつく大きな手がかりとな
ります。
●聞き込み捜査にご協力を！
　聞き込み捜査とは、事件が発生

したとき、捜査員が皆さんの自宅
などを訪問し、犯人や事件の手掛
かりとなるさまざまな情報を聞く
捜査活動のことです。
　提供していただいたその一言が
事件を解決する重要なカギとなり
ます。皆さんの個人情報が知られ
るということはありませんので、
ぜひとも協力をお願いします。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

あなたの情報で
事件解決

　犬山警察署管内では空き巣など
の侵入盗が多発しています。次の
点を参考にし、警察の捜査へ協力
をお願いします。
●犯罪について知っていることは
積極的に通報する
　過去には、不審な車のナンバー

警察署だより

平成29年度の市税等の納期限

　市税、国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料の納期限は下表のとおりです。
　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 固定資産税・
都市計画税

市民税・
県民税

国民健康
保険税 介護保険料 後期高齢者

医療保険料
11月30日㊍ − − 6期 8期 4期
12月25日㊊ 3期 − 7期 9期 5期

平成30年 1 月31日㊌ − 4期 8期 10期 6 期
2 月28日㊌ 4期 − 9期 11期 7 期
4 月 2 日㊊ − − 10期 12期 8 期

◯市税等の納付は便利な口座振替で
　市税等の納付は、口座振替が便利です。申込手続きをすると、納付に出かける手間や納期を忘れるなどの心配
がなく、自動的に各納期限に振替納付されますのでぜひ利用してください。
　手続きは、預金通帳・通帳使用印・納税通知書か領収証書を持って、市指定の金融機関へ申し込んでください。
◯市税を一時に納付できない人のための猶予制度について
　市税を納期限までに納付できない原因や事情がある場合に、徴収の緩和措置として「徴収の猶予」と「換価の
猶予」があります。
　猶予を受ける人の財産状況、その他の事情により分割で納付することができます。ただし、猶予できる期間は
原則として 1年以内で、完納することが認められた場合に限ります。

〈徴収の猶予〉
◦�財産について災害を受けまたは盗難にあったとき
◦�納税者またはその生計を一にする親族が病気にか
かり、または負傷したとき
◦�事業を廃止・休止したとき
◦�事業について著しい損失を受けたとき�

〈換価の猶予〉
◦�納付することにより、事業の継続や生活の維持が著
しく困難になるおそれがあるとき
◦�納税に対し誠実な意思を有していることが認められ
ること
◦�市税の納期限から 6か月以内に申請されていること
◦�猶予を受けようとする市税のほかに滞納がないこと

※猶予制度の詳しい内容や納税のことでお困りの際は、早めに収納課へ相談してください。
問合　収納課（℡44-0316、44-0317）

子 育 て

市 税 等
納 期 限
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平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
11/21㊋、12/ 5 ㊋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
11/26㊐、12/10㊐ 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。
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日

11/26㊐、12/10㊐ 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）

第21回
おもしろそうだがや
開催

　手作り作品の展示や実演・体験
コーナーもあります。余遊亭では
生演奏が行われ、食べ物の店が並
びます。
日時　11月19日㊐10：00〜16：00
　　　（雨天決行）
場所　魚屋町・余遊亭（余坂町）
※開催時間内は歩行者天国となり
ます。
問合　おもしろそうだがや　実行

委員会／ぎゃらりぃ木屋
（℡Fax61-0591　㊋㊌定休）

ケレメシュ
コールシュ団員募集

　和やかな雰囲気の中で合唱を楽
しんでいる女性合唱団です。
　11月19日㊐の市民音楽祭にも参
加します。
日時　毎週㊊13：00〜15：00
場所　福祉会館 2階音楽室
費用　月額4,000円
問合　服部（℡67-3964）

桜桂会祭
　プロの三味線奏者とピアニスト
のコラボ演奏をはじめ、地域団体
のステージ、屋台の無料提供など、
地域の皆さんに喜んでいただける
内容です。
日時　11月16日㊍10：00〜15：30
場所　犬山病院　本館外来および

福祉施設
問合　犬山病院環境医療課藤ノ木

（℡61-1505）

M.B.S.遊歩道写真展
　各地で写したベストショット作
品50点を展示します。
日時　11月18日㊏〜26日㊐
　　　 9：00〜17：00
※初日は11：00から、最終日は16：
00まで
場所　旧磯部家住宅
費用　無料
問合　岡田（℡62-2429）

栗栖・木曽川散策路
ウォーキング

　地元の人たちが中心となって、
昨年度より栗栖地区の木曽川河岸
に散策路をつくる活動がはじま
り、現在、美しい景観が望めるよ
うになりつつあります。今回、新
たに開通した河岸の散策路と栗栖
地区の文化遺産をめぐる散策会を
開催します。
　また、文化遺産カード「二つ岩」
も同日配布を開始します。
※配布方法などについては下記ま
で問い合わせてください。
日時　12月16日㊏（小雨決行）
　　　10：00〜12：00
場所　桃太郎神社鳥居前集合
※歩きやすい服装で来てください。
内容　栗栖地区内の文化遺産散策
　　　（二つ岩、瀬ノ上遺跡など）
費用　300円���
定員　20人

申込・問合　12月14日㊍までにＮ
ＰＯ法人ニワ里ねっと（青
塚古墳史跡公園ガイダンス
施設　℡68-2272　㊊除く）
へ

「おがせ池・
龍女ものがたり」
紙芝居上映会

　各務原市各務おがせ町の「おが
せ池」の龍神伝説をテーマにした
紙芝居「遠いむかしのお話『おが
せ池・龍女ものがたり』（約20
分）」の紙芝居上演会を開催します。
　上演終了後には制作・上演ス
タッフとの交流会もあります。
日時　11月26日㊐13：30〜14：30
　　　（受付13：00）
場所　小弓の庄
定員　先着40人
費用　無料
問合　小弓の庄（℡68-3767㊊除く）

あんきにくらそう会
講演

在宅医療〜おうちに病院がやって
くる〜
日時　11月23日㊗13：30〜14：30
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ 2階　多目的研修室
1、 2

講師　結ファミリークリニック
　　　鈴木欣宏氏
費用　無料
対象　どなたでも
問合　ＮＰＯ法人犬山あんきにく

らそう会（℡63-0008）

さくら虹色まつり
日時　11月26日㊐ 9：30〜13：30
　　　（雨天決行）
場所　犬山さくら保育園
内容　ミニバザー　 9：30〜
　　　ファミリーコンサート
　　　（整理券配布 9：15〜）
　　　 1部　10：00〜
　　　 2部　11：30〜
　　　子ども縁日、模擬店
問合　濱田（℡61-0814）

第11回オカリナ
フロックス
無料コンサート

日時　11月24日㊎14：20〜15：20
場所　さら・さくら交流ホール
内容　アヴェマリア、ビュティフ

ルサンディ他
問合　武澤（℡62−2421）

ザ・チャレンジフラ
無料体験参加者募集

日時　11月25日㊏
　　　12月 2 日㊏、 3日㊐
　　　10：00〜11：30
場所　市民健康館さら・さくら健

康推進室101
持物　飲み物、タオル
※動きやすい服装で来てください。
対象　女性（年齢不問）
定員　先着10人
申込・問合　11月15日㊌〜19日㊐

に藤津（℡090-7679-0044）
へ

ニット作品展
日時　11月30日㊍、12月 1 日㊎
　　　 9：00〜17：00
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ 2階
内容　手づくりニット約100点の

作品展
問合　佐藤（℡62-3573）

巨樹・古木を巡る
　臨渓院、成田山から妙感寺、御
旅所を経て瑞泉寺、臥龍寺、輝東
寺などを訪れます。
日時　12月 3 日㊐ 9：30集合
場所　犬山遊園駅東口集合
　　　（小雨決行）
費用　200円（資料代、保険料）
問合　犬山市エコアップリーダー
　　　巨樹巨木調査グループ
　　　原田（℡62-1059）
　　　木村（℡62-2043）

犬山里山自然塾
「竹林塾」

　放置竹林整備と利活用の方法を
学ぶ。座学「竹林」実技「竹林の
整備」・「竹炭焼き」
日時　①11月25日㊏
　　　②12月 9 日㊏
　　　③平成30年 2 月17日㊏
　　　④ 3月17日㊏
　　　 9：30〜12：00
場所　①④里山学センター
　　　②③犬山市内竹林「実技」
費用　年額2,000円
申込・問合　11月19日㊐までに犬

山里山学センター（℡65-
2121　㊊除く　 9：00〜17：
00）へ

　掲載を希望する人は、企画広報
課広報広聴担当へ。 1月 1日号の
締め切りは11月17日㊎、 1月15日
号の締め切りは11月28日㊋。

時間外受付

水道緊急時
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冬季市民水泳大会
スイミングフェスティバル
2018

日時　平成30年 1 月 8 日㊗
　　　 8：00開場　 9：00競技開始
場所　�犬山国際観光センターフロイデ温

水プール
対象　�市内在住・在勤・在学で25M以上

泳げる小学生以上の健康な人
定員　100人
部門　（ 1）個人競技（ 1人 2種目まで）
　　　①100M個人メドレー
　　　②25M自由形
　　　③25M背泳ぎ
　　　④25M平泳ぎ
　　　⑤25Mバタフライ

　 7月 8日㊏から 3回にわたってエナジーサポートアリーナで講師に栗田
敏行氏を迎えて、空手教室を開催しました。
　最初に、栗田氏より「感謝の気持ちを込めて練習すれば、必ず何か得る
ものがある。身につくまで練習をすることが大切」とお話がありました。
　子どもたちは食い入るように講師の動きを見て、話を真剣に聞いて稽古
に取り組みました。
　栗田氏の分かりやすい指導、いつもと違う練習に刺激を受け、子どもた
ちは楽しくやる気を持って臨んでいました。

　　　⑥50M自由形
費用　�500円（スポーツ保険、プログラ

ム代）
　　　�1 種目200円（小・中学生は無料）

当日徴収
申込　�12月 3 日㊐15：00までに市体育協

会事務局へ申込用紙に所要事項を
記入し提出

会長杯ソフトテニス大会
日時　12月 3 日㊐雨天時12月17日㊐
場所　山ノ田公園テニス場
対象　�犬山ソフトテニス連盟登録者およ

びソフトテニス愛好家（中学生以
上）

費用　無料
申込　�11月26日㊐までに氏名・住所・電

話番号を明記の上、市体育協会事
務局か連盟登録者に直接申し込み

『ソフトテニス教室』
ジュニア世代育成強化事業

日時　�平成30年 1 月 8 日㊗・20日㊏・ 3
月11日㊐ 9：00〜16：00

場所　エナジーサポートアリーナ
対象　�秋季市民ソフトテニス大会中学生

の部　男女ベスト 4または協会・
学校から推薦のあった者

費用　1,000円（スポーツ保険を含む）
申込　12月 1 日㊎〜15日㊎
　　　�住所・氏名・年齢・保護者名・電

話番号・学校名を明記の上市体育
協会事務局で受け付け（電話・Fax
・メール可）

指導者�　熊田章甫氏「勝つためのソフト
テニス熊田道場」著者

内容　勝つための競技力アップ
　　　（実践練習）
持物　�運動のできる服装、飲み物、ラケッ

ト、体育館シューズ、弁当

全国大会に出場！【体育協会から激励費を贈呈し、応援しました】

ジュニア世代育成強化事業『空手教室』【未来へ羽ばたくアスリートを育てます】

●犬山バウンドテニス協会
水口幸子選手
　 2月19日㊐に開催された東海ブロッ
クバウンドテニス選手権大会シニア女
子シングルス部門で優勝。 3月12日㊐
に開催された全日本バウンドテニス選
手権地区大会シニア女子ダブルス部門
で優勝し、全国大会の出場権を獲得し

ました。 9月15日㊎に開催された全日本バウンドテニス大会で
はベスト 8に入り健闘しました。
宮地洋子選手
　 2月19日㊐に開催された東海ブロックバウンドテニス選手権
大会フリー女子ダブルス部門で優勝し、全国大会への出場権を
獲得しました。全国大会では惜しくも 2回戦で敗退しました。

●犬山グラウンド・ゴルフ協会
加藤積幸選手
　愛知県西地区秋季理事長杯男
子の部 5位入賞、グラウンド・
ゴルフ愛知県大会（国体選手選
考会）で準優勝し国体出場権を
獲得しました。
　加藤選手はグラウンド・ゴルフを始めて10年です。「グラ
ウンドのコンディションに左右されない打ち方を常に心がけ
て、克服できるよう練習しています。 3年間理想の打ち方を
身につけるために試行錯誤しました」と語っています。
　えひめ国体では愛知県チームは47チーム中18位と健闘し、
加藤選手は 2ゲームに出場しスコア43とチームに貢献しまし
た。

『ジュニアスキー教室』
ジュニア世代育成強化事業

日時　平成30年 1 月27日㊏・28日㊐
　　　 1泊 2日
場所　モンデウス飛騨位山スノーパーク
対象　市内在住の小・中学生
　　　�中級斜面を安全に滑降できるレベ

ル以上の人
費用　�6,000円（スポーツ保険・宿泊代

を含む）
※参加料にはリフト券代は含まれません。
〈参考〉リフト 1日券子ども（中学生以
下） 1人2,500円程度
申込　�12月 1 日㊎〜15日㊎に住所・氏

名・年齢・保護者名・電話番号・
学校名を明記の上市体育協会事務
局で受け付け（電話・Fax・メー
ル可）

定員　10人
指導者�　モンデウス飛騨位山スノーパー

クスキー教室指導員
　　　�公認スキー指導員（犬山スキー連

盟会員）
内容　�雪上講習、理論講習、用具メンテ

ナンス講習、タイム計測
持物　スキー用具一式

市民大会
結果は優勝者または優勝チーム

●バスケットボール
7 月 2 日㊐　エナジーサポート
　　　　　　アリーナ
一般男子　ドライオンズ
一般女子　LBC
●水泳
8 月20日㊐　犬山中学校プール
〈200M個人メドレー〉
小学生男子　佐野太優
小学生女子　加藤夢徠
中学生男子　北川凌羽
中学生女子　渕上琴葉
高校生男子　佐野雄飛
〈50M自由形〉
小学生男子　石畑佑樹
小学生女子　山崎和泉
中学生男子　神谷信乃介
中学生女子　本庄亜有
高校生男子　石本雄也
高校生女子　後藤さやか
一般（29歳以下）男子　深町碧音
一般（29歳以下）女子　片山愉子

一般（30歳代）男子　熊﨑宏治
一般（40歳代）男子　平　陽呂志
一般（50歳代）男子　秋野友広
一般（60歳代）男子　北川憲治
〈50M平泳ぎ〉
小学生男子　石本一馬
小学生女子　松田怜奈
中学生男子　平塚達也
中学生女子　村上果那
高校生男子　堀本凛太郎
一般（29歳以下）男子　深町碧音
一般（30歳代）男子　芝田雅司
一般（40歳代）男子　渕上　卓
一般（60歳代）男子　北川憲治
〈50M背泳ぎ〉
小学生男子　大海瞬己
小学生女子　山崎和泉
中学生男子　石畑智章
中学生女子　山口穂菜美
高校生男子　永柄晃生
高校生女子　林　佳音
〈50Mバタフライ〉
小学生男子　佐野太優
小学生女子　高木　愛
中学生男子　中濱道大
中学生女子　尾関喬音
高校生男子　深町玲樹
一般（50歳代）男子　秋野友広
〈200Mメドレーリレー〉
小学生女子　takagi�ST
中学生男子　犬山中A
中学生女子　城東中A
〈100M自由形〉
小学生男子　永柄陽生
小学生女子　加藤夢徠
中学生男子　神谷信乃介
中学生女子　谷倉里歩
高校生男子　石本雄也
一般（29歳以下）男子　林　拓弥
一般（30歳代）男子　熊﨑宏治
一般（40歳代）男子　大橋友和
〈100M平泳ぎ〉
小学生男子　永柄陽生
中学生男子　加古翔大
中学生女子　村上果那
高校生男子　堀本凛太郎
〈100M背泳ぎ〉
中学生男子　石畑智章
中学生女子　山口穂菜美
高校生男子　永柄晃生
〈100Mバタフライ〉
小学生女子　高木　愛
中学生男子　西村航人
中学生女子　高橋未来
高校生男子　佐野雄飛
〈200Mフリーリレー〉
小学生女子　takagi�ST
中学生男子　犬山中A
中学生女子　城東中A
一般男子　　takagi�ST

スポーツ少年団大会
●前期ミニバスケットボール大会
日時　 7月 1日㊏
場所　エナジーサポートアリーナ
部門　 6年生男子
優勝　犬西ミニバス
準優勝　城東小ミニバス
　　　　 6年生女子
優　勝　犬山ミニバス
準優勝　�南部ミニバス
　　　　 4年生以下女子
優　勝　犬山ミニバス

第42回会長杯
秋季グラウンド・ゴルフ大会

日時　 9月15日㊎
場所　木曽川犬山緑地グラウンド
総合優勝　男子　古野弘之（羽黒遊々会）
総合優勝　女子　加藤秀子（金時会）
第Ⅰゾーン　男子
優　勝　大野宗男（羽黒遊々会）
準優勝　稲垣　稔（第二名犬）
第 3位　田端徳行（橋爪中）
第Ⅱゾーン　男子
優　勝　古野弘之（羽黒遊々会）
準優勝　小島太一（前原）
第 3位　長瀬　尚（金時会）
第Ⅰゾーン女子
優　勝　戸松七生（和の会）
準優勝　座馬保美（女性の会）
第 3位　後藤千枝子（城南）
第Ⅱゾーン女子
優　勝　加藤秀子（金時会）
準優勝　亀井恵子（しろひがし）
第 3位　水野美恵子（城南）

愛知スポーツ
レクリエーション
フェスティバル2017

年齢別テニス　決勝トーナメント
　　　　　　　惜敗
軟式野球　西尾張地区大会
　　　　　優勝県大会出場
弓道　男子の部　犬山A県大会出場
　　　　　　　　犬山B敗退
　　　女子の部　犬山A・Bとも敗退
卓球　決勝トーナメント惜敗
壮年サッカー　 2回戦惜敗
年齢別バドミントン　予選リーグ敗退
年齢別ソフトテニス　予選リーグ敗退
グラウンド・ゴルフ　犬山市A・B・C
　　　　　　　　　　県大会出場

第61号⑧

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）

募 集

結　 果1
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ONE＋NATION music circus in 犬山を開催
　10月 7 日㊏、山ノ田公園野球場でONE＋NATION�
music�circus� in�犬山が開催されました。昨年に引き続
き 2回目となる野外音楽フェスで名古屋出身のSEAMO
やRAYSなど16組のアーティストが競演し、約800人の
観客を魅了しました。
　日が暮れると重低音のサウンドが響き、色とりどりの
鮮やかなライトに包まれた空間で大勢の人が一体となっ
てアーティストの歌声に酔いしれました。

おあしす運動
　 9月26日、市内各小中学校の通学路や校門前でおあ
しす運動が行われました。
　犬山北小学校正門前では犬山地区婦人会のメンバー
が登校してきた小学生らに「おはようございます」と
声をかけると大きな声で「おはようございます！」と
応えていました。登校後の子どもたちも加わり、元気
なあいさつの輪が広がっていました。

スポーツ少年少女フェスティバル
　体育の日の10月 9 日、木曽川犬山緑地で第20回ス
ポーツ少年少女フェスティバルが開催されました。野
球やサッカーを始め、日頃さまざまなスポーツ競技に
親しんでいる子どもたち約800人が参加し、指導者や保
護者も一緒に汗を流しました。
　チャレンジ種目ではスリッパ飛ばしや箸出し入れな
どのユニークな競技もあり、予想外の才能に周囲から
拍手を受ける子も。学年別マラソンでは団ごとの応援
にも力が入り、大きな歓声があがっていました。

シルバー城下町プラザ 1 周年
　犬山城下町の中ほどにあるシルバー城下町プラザが
開店 1周年を迎えました。犬山市シルバー人材セン
ターが運営しており、観光案内所に併設されたスペー
スでは会員による手作り品や農産物の販売もあり、近
所の高齢者だけでなく観光客も気軽に立ち寄れる場所
になっています。
　 9月27日の記念イベントでは、訪問美容師二俣洋志
さんによる懐メロギター弾き語りライブのほか豚汁の
無料配布も行われ、多くの人でにぎわいました。
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新着本の紹介（一部）

家族のあしあと
椎名誠著

　父がいた、母がいた、きょ
うだいがいた―。シーナ少
年が海辺の町で過ごした黄
金の日々が、昭和の匂いと
ともに蘇る。「岳物語」の
前史にあたる、謎に包まれ
た大家族の物語。

リンちゃんとネネコさん
森山京著

　リンちゃんは小学 4年生
の女の子。ひょんなことか
ら、おばあさんのネネコさ
んに出会ったリンちゃん
は、ネネコさんを学校でや
るお芝居の主人公にしよう
と思いたち…。

まねきねこだ！！
高畠那生作

　たくさんのまねきねこ
が、パラシュートを背負っ
て空から降ってきました。
地面に着陸したまねきねこ
はすぐに動き出し、家や店
の中に入り込んで、何かを
探しています。

一般書
『海賊がつくった日本史』� 山田順子　
『地名の謎を解く』� 伊東ひとみ
『温泉の科学』� 西川有司　
『物語のティータイム』� 北野佐久子
『いのち愛しむ、人生キッチン』
� 桧山タミ　
『柳生新陰流』� 赤羽根龍夫
『真ん中の子どもたち』� 温又柔　　
『孟徳と本初』� 吉川永青　
『あなたの人生を、誰かと
　　比べなくていい』� 五木寛之　
『悩むなら、旅に出よ。』� 伊集院静　
児童書

【小学校低学年】
『おてつだいおばけさん 3』
『わたしのげぼく』
『あいたくなっちまったよ』
『ロケット発射場の一日』
【小学校中・高学年】
『少年Nの長い長い旅03』
『友だちに話したくなる地図のヒミツ』
『列車で行こう！』
児童書（絵本）

【幼児向け】
『おつきみバス』
『このママにきーめた！』
『あま〜いしろくま』

●国立国会図書館デジタル化
　資料送信サービスが利用できます。
　国立国会図書館がデジタル化した資料は、国立国会図
書館デジタルコレクションに収録して提供しています。
著作権保護期間が満了した資料、著作権者の許諾を得た
資料等については、インターネットを通じて本文の画像
を公開しており、どなたでも自宅のパソコン等から閲覧
することができます。
　この他のインターネットに公開していないデジタル化
資料のうち、絶版等の理由で入手困難な資料について、
10月 4 日から市立図書館で閲覧できるサービスを開始し
ました。
　平成29年 7 月時点で約148万点のデジタル化資料が閲
覧できます。
（利用方法）
①利用の申し込み（図書館カードを持っている人が対象）
　市立図書館の窓口で、国立国会図書館デジタル化資料
の利用を申し込んでください。
②図書館内の利用者用パソコンで閲覧することができます。
※ご自身で持ち込んだパソコン等ではご利用になれません。
※データの保存、コピーサービスはご利用になれません。

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

12月のイベント（場所：図書館本館）
6日㊌　ちょっと早めのクリスマスおはなし会� 11：00〜
9日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜
16日㊏　読書通帳バインダー作り� 13：30〜
17日㊐　DVD上映会� 14：00〜
23日㊗　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜

　「結婚するのはこの人だ！」と思っ
たら、次はプロポーズですね。日本
でもドイツでも、男性からプロポー
ズすることのほうが圧倒的に多いで
す。ドイツでは婚約指輪を心臓に近
い左の薬指にしますが、結婚指輪を
右の薬指にすることが昔は一般的で
した。しかし最近は婚約指輪でも結
婚指輪でも、好きな指でいいのでは
ないかと考える人が多くなってきま
した。また、ドイツでは指輪をつけ
る指を「Ring（指輪）fi�nger（指）」
と呼ばれています！日本語で言うと
「指輪指」、なんだか言いにくいで
すね。
　ちなみに、婚約指輪というのは、
ローマ帝国でも存在していたそうで
すが、ダイヤモンドの婚約指輪はダイヤ
モンド会社のキャンペーン活動に
よって、1930年代以降人気が出たら
しいですよ。私もいつか素敵な婚約
指輪がもらえたらもちろんうれしい

ですが、高い婚約指輪を買うのは少
しお金の無駄という気もします。婚
約指輪より素敵な新婚旅行にお金を
かけたい、もしくはかけてほしいです。
　ドイツでは結婚前に独身最後の
パーティー（Junggesell（inn）enabs
chied）を行うという面白い習慣が
あります。花婿は男性の友達同士、
花嫁は女性の友達同士、花婿と花嫁
が別々にパーティーを行います。お
そろいの服を着て街を練り歩いた
り、お酒などを売っている集団をド
イツで見かけたら、その集団は独身
最後のパーティーを行っている可能
性が高いです。
　ドイツでは、 2回結婚式を挙げま
す。1つ目の結婚式会場は役場です。
結婚したい男女が保証人 2人と、親
族などを伴って戸籍役場に行き、担
当者からの質疑応答を経て結婚が認
められます。そして、 2つ目の結婚
式の会場は教会です。神様の前で互
いに結婚の誓いをし、司祭や牧師が
2人の結婚成立を宣言し祝福するの
です。（最近は教会に行かず、役所だ
けで行うというカップルもいます。）
　結婚式では花婿と花嫁は、大体タ
キシードと洋画に出てきそうなウエ
ディングドレスに身を包み、役場や
教会での結婚式のあと、レストラン

など貸し切りにして二次会を行いま
す。そこで食事と一緒にウェディン
グケーキが出てきます。そして両親
のスピーチがあったり、友達が考え
てくれたカップルのための楽しい
ゲームをやったりします。二次会で
は花婿花嫁へのプレゼントを置く場
所が用意されています。お金を渡す
ときは、封筒の中に素敵なメッセー
ジカードを一緒に入れたり、プレゼ
ントを作ってそえたり、お金で折り
紙を作ったりします（日本と違って
金額は決まっていません！）。カッ
プルのために忘れられない一日にな
るように、みんなで頑張ります。結
婚式が終わってから、花婿花嫁は参
加者にお礼のハガキを送ることが多
いです。ドイツの結婚式は、日本と
似ているところと全然違うところが
あって、面白いですね。…（12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

と  き 病・医院名 電　話

11月19日㊐ ごろうまる歯科� （犬山） 62-0101

11月23日㊗ ないとう歯科� （扶桑） 0587-93-5500

11月26日㊐ 小島歯科医院� （犬山） 62-7288

12月 3 日㊐ 佐藤歯科医院� （犬山） 61-0037

と  き 病・医院名 電　話

11月19日㊐ 村上内科� （犬山）
マザークリニックハピネス�（城東）

62-2201
63-4103

11月23日㊗ 城南クリニック� （犬山）
宮田眼科� （犬山）

61-0132
61-0200

11月26日㊐ 安藤医院� （犬山）
さとう病院� （羽黒）

61-0316
67-7660

12月 3 日㊐ 宮崎整形外科・外科・内科�（羽黒）
カワムラ整形外科� （楽田）

68-0461
67-1134

●読書会藍の会の一冊
◎「日暮れ竹河岸」　広重「名所江戸百景」より飛鳥山
　　　　　　　　　　　藤沢周平著
　「日暮れ竹河岸」は、著者の生前最後の作品で浮世
絵を借景にした短編集である。
　「なんてかわいい子なんだろう。」花見客で賑わう
飛鳥山で女はゆきという幼子と出会った。ゆきの母
は病死、継母に厄介者にされながら育つ。子どもに
恵まれなかった女がゆきを抱き上げるラストは哀感
息づく感動の場面。短編だが深い。

図書館
だより

図書館まめ知識

恋愛（2）
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参加した結婚式でお嫁さんがもらったケーキ
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　尾張藩の創設に尽くし、犬山城
の整備にも力をふるった正成は、
寛永元（1624）年12月、病をおし
て江戸に向かいました。江戸屋敷
で療養中に、尾張藩主義直からは
医師が、徳川秀忠からは見舞いの
使者として老中土井利勝が派遣さ
れました。しかし、病は重く、同

りません。好物はセロリや白菜など
です。野生でもゴリラはバナナを食
べません。それはアフリカにはバナ
ナが自生しないからです。毎日午後
に開催される「タロウさんのお食事
タイム」では、タロウが大好きな葉っ
ぱを食べている姿を観察していただ
けます。
　モンキーセンターの職員は担当す
る動物の野生でのくらしや最新の研
究成果について情報収集し、食性や
健康状態に適した飼料を与える努力
をしています。今までは特定の種類
の食べ物を季節にかかわらず与えて
いましたが、より野生に近いくらし
ができるよう、給餌品目の増加を目
指しました。しかし、多くの種類の
食べ物を購入するためには、たくさ
んのお金がかかります。公益財団法
人として自立の道を選んだモンキー
センターにとって、現実的ではあり
ませんでした。そこで私たちは、支
えてくださる多くの個人や法人の皆
さまに寄附をお願いすることにしま

した。季節に合った食べ物の寄附が
集まり、給餌品目の増加を実現する
ことができました。今年の10月17日
に61周年の創立記念日でとりおこ
なった慰霊祭では、お供え物として
食べ物や草木の寄附を募り、多くの
方々から心温まる品を受け取りまし
た。
　新しく生まれ変わったモンキーセ
ンターでは飼育している動物たちが
豊かにくらせるよう、ほかにもさま
ざまな新しい取り組みをおこなって
います。これからも成長し続けるモ
ンキーセンターをどうぞ温かく見
守ってください。

　「ゴリラはバナナが好き」と思っ
ていませんか？でも、モンキーセン
ターでくらすニシゴリラのタロウに
バナナをあたえることはほとんどあ

2（1625）年 1月17日、59年の生
涯を閉じました。
　この時、日光東照宮の天海僧正
は、家康の廟所で拝礼する正成の
幻影を見て、「成瀬隼人正殿が亡
くなられたようだ」と語ったと伝
えられています。
　また、正成は17日が家康の月命
日でもあるので、その日に日光へ
行って死にたいと言い張り、困り
果てた家臣がふとんの四隅を持っ
て部屋の中を廻り「今、日光山御
橋内に着きました」と伝えたとこ
ろ安心して臨終を迎えたとも言わ
れています。正成の家康への厚い
忠義心が、こうした話となって伝
えられてきたのでしょう。
　正成は日光東照宮の家康御廟の
近くに葬られました。

　将軍家光は正成の死を悼み、江
戸における鳴り物を 3日間停止に
し、尾張藩主義直は名古屋に白林
寺を創建し、正成の菩提を弔いま
した。

犬山城白帝文庫歴史文化館
館長　白水　正

「動物だって季節を感じた
い～こんなに変わった霊
長類たちの食生活～」

正成の最期

（公財）日本モンキーセンター
事務部　安倍由里香

8

成瀬正成
一代記 8

日光の墓所

〈最終回〉


