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特集

問合　保健センター（℡61-1176）

問合　保健センター（℡61-1176） 問合　子ども未来課保育担当（℡44-0324）

　「初めての妊娠・出産で不安がいっぱい」「子育
てって楽しいけど大変」など気軽に相談してくださ
い。
①�母子健康手帳交付時に保健師や助産師による個別
面接
②妊娠後期頃、助産師による電話訪問
③産婦健康診査の補助�
④子育てに関する事業の案内など

　「子どもの笑顔はかわいい」「癒される」など、「子育ては、大変だけれど楽しみがある」と実感できる親が増
えることが、犬山の未来を託す子どもたちがたくましく成長していくことにつながります。
　犬山市は、子育て世代を全力でサポートするためのさまざまな子育て支援を行い、「こんな制度ほしかった！」と
いう保護者や家族の声にこたえられるよう、より子育てしやすい環境づくりに取り組んでいます。
　妊娠・出産・子育てを切れ目なく支援するため、平成29年度から新しい事業をはじめます。「子育てするなら
犬山」といわれるようなまちづくりをさらに進めていきます。

安心して出産するために
0歳児のマイ保育園事業
6月からスタートします！

子育て世代包括支援センター事業
保健センターで4月からスタートします！

　出産を控える女性が赤ちゃんと触れ合い、安心し
て出産を迎えるための心の準備をサポートします。
　楽田西子ども未来園と五郎丸子ども未来園で 0歳
児保育の様子を見学、子育てのプレ体験をしたり、
保育士や保健師に子育てについての相談をすること
もできます。出産前から園とのつながりをつくって
おくことで出産後には赤ちゃんと親の交流の場、子
育ての不安を和らげる身近な場所になりますよ。母
子健康手帳交付時等に「マイ保育園登録」をすると
利用できます。

あなたにとって「子育てに優しいまち」って
どんなまちだと思いますか？

林恵美子さん・大
たい

生
き

くん
　子どもには、遊びの中から色々なことを学んでほしい
と思っています。天気の良い日は、外で思いきり遊ばせ
てあげたいです。

小林俊恵さん・美
び お ら

央良ちゃん
　ワーキングママは時間的にも心も余裕がなくなりがち
ですが、私は以前、子連れで出かけた際に知らない方か
らかけれた一言に「ほっこり」して、自分をとり戻し「もっ
と今を楽しもう！」と思い直した事があります。家族は
もちろん、様々な方と触れ合うことは、親も子も想像以
上の「発見や喜び」があるものだと思います。

中西愛さん・りのあちゃん・ゆずちゃん
　今、あいさつの問題で、子どもにあいさつをしたら、
あやしい人！と勘違いされたという事例があったと思い
ます。このニュースを聞いたとき、少し悲しく思いまし
た。防犯の面でも必要なことだと思うので、あいさつし
やすいまちになってほしいです。

石川麻衣さん・歩
あゆ

磨
ま

くん
　核家族の子育てはとにかく孤独なので、ママ同士が関
わり合う機会をもっと市の方で作ってもらえるとありが
たいなと思います。（積極的に話しかけたりできるママ
ばかりじゃないので…）

働きながら子育てをするママも、
地域へ積極的に溶け込んで、

親子とも沢
たく

山
さん

の人の中で育っていけるまち

公園や広場がたくさんあって
自由に走りまわれるまち

子どもと大人が気持ちよく
あいさつできるまち、

障害者も健常者も関係なく遊べるまち

ママ達がつながり合って
子育てできるまち

　子どもを生み育てたいという希望をもち、不妊治
療を受けている夫婦への支援として、人工授精への
助成を行っています。
対象　�不妊症と診断され、保険適用外の人工授精の

治療を受けており、治療開始時点の妻の年齢
が43歳未満の夫婦（所得制限あり）

助成額�　人工授精に要した自己負担額の 1 / 2 相当
額、 1年度あたりの上限額は45,000円で通算
2年間

申請・�問合　今年度の申請分は平成30年 3 月15日㊍
までに保健センター（℡61-1176）へ

※申請書類は保健センターまたは市ホームページ
　　　　　　　　　　�で検索してください。

もっと子育てに優しいまちになるために

産婦健康診査の補助を始めます！ 一般不妊治療費の助成について
今までの妊婦健康診査に加え、産婦の健康を守るた
め医療機関で受ける健診費用を補助します。
対象　�平成29年 4 月 1 日以降に出産した、犬山市に

住民票のある母親
内容　①�3 月31日までに母子健康手帳の交付を受け

た人→子どもの出生が確認できたら、産婦
健康診査受診票を郵送します。

　　　※�出産後 1か月たっても郵送されない場合は
保健センターに連絡してください。

　　　②�4 月 1 日以降に母子健康手帳の交付を受け
る人→母子健康手帳交付説明会で、妊産婦・
乳児健康診査受診票のつづりを渡します。

補助額�　出産後 2 か月以内に受ける産婦健康診査
　　　　 1回分、上限　5,000円

妊娠から出産、子育てまで切れ目なくサポートします

ページ番号1001350

地域で支え合い、安心して子どもを産み育てられるまちへ
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　妊婦さんや子どもたちを取り巻く家族が、安心し
て子どもを産み、毎日笑顔いっぱいで健やかに育て
ることができるよう、保健師・助産師・栄養士・歯
科衛生士等が家庭や地域と一緒になって、妊娠期か
ら子育て期までの切れ目ない支援を目指します。
　保健センターでは、母子健康手帳の交付や乳幼児
健診、パパママ教室や離乳食講習、予防接種など様々
な事業を実施しています。また、赤ちゃんが生まれ
たすべての家庭には、地域の主任児童委員によるベ
ビワン♥

◦訪問を行い、子育ての相談にのったり、地
域の情報を提供するなどして地域ぐるみで子育てを
支援していきます。

　毎月保健センターで開催される、 5か月児すこや
か広場では、社会福祉協議会が、読み聞かせを通じ
た親子とのふれあいや読書のきっかけ作りのため、
絵本を 2冊プレゼントしています。参加された方に
は、ボランティアさんによる読み聞かせもおこなっ
ています。

　地域全体で子育てを支援する基盤形成を図るため
に、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う「児
童館・児童センター」。ここでは、子どもの成長・
発達に寄与する「遊び」・「集い」・「交流・ふれあい」
の機会や環境を整え、子どもたちが地域での様々な
体験活動を通して社会性を身につけています。
　子育て支援センターでは、親子でゆったりとあそ
びながら、子育ての相談はもちろんのこと子育てに
関する様々な情報も得ることができます。

　児童センターでは、近くの老人憩の家で行われる
高齢者サロンに遊びにいくなど、幅広い世代での交
流をしています。はじめは緊張していた子どもたち
も、最後は笑顔で「タッチ」！地域のおじいちゃん、
おばあちゃんもうれしくて、にこにこしています！

「イクボス宣言」
“仕事と家族”どちらも育てる
部下を応援します！

地域の助け合い
ファミリー・サポート・センター

　部下の育児や介護に理解のある上司を育てるため
の宣言が「イクボス宣言」です。全国知事会で昨年
11月に全会一致で採択されたイクボス宣言。全国の
自治体で次々と宣言されはじめ、上司が育児や介護
に理解を示していこうという地域が増えてきたよう
です。
　市では、 4月に山田市長自らがイクボス宣言をし
ます。また同時に市管理職も宣言し、さらには商工
会議所と連携し企業への推進も図っていきます。
　働く上司が、職場で共に働く部下やスタッフの
ワークライフバランス（仕事と生活の両立）を考え、
その人のキャリアと人生を応援しながら、また組織
自体も結果を残し、自らも仕事と私生活を楽しむこ
とができる憧れの上司になることを目指します。

　月に一度、犬山西児童センターで行われている「パ
パも遊ぼう」では、パパのお膝抱っこでふれあい遊
びなどが行われます。体を使った遊びはパパの得意
分野。仕事が忙しくて日常で時間がとれないパパや
子どもと遊ぶことに苦手意識があるパパが、保育士
から遊び方を学び体験するなど、子どもと過ごす憩
いの時間となっています。

　「残業があるから、子どもを迎えにいけない」「学
校行事や冠婚葬祭のため、兄弟をどうしても預けた
い」「たまには自分の時間を優先しリフレッシュし
たい」など、子育てを経験した人は誰かの手を借り
たいと思ったことがあるのではないでしょうか。こ
うした問題を地域で助け合うために、子育ての援助
をしてほしい人と援助をしてもよい人が会員となり
会員相互をつなぐ仕組み、「ファミリー・サポー
ト・センター」があります。子育て中のママや子育
て経験のある先輩ママらが助けとなります。何度か
利用する中で、援助をする人と子どもが仲良くなり
安心して預けることができます。

子ども未来課内（℡63-3818）

子どもたちの
健やかな成長を支援します
保健センター

親子でふれあう憩いの場
児童センター（児童館）・
子育て支援センター

　普段は仕事が忙しく、子育てはママに任せっきり。
子育ては決して楽しいばかりのものではありませ
ん。90パーセント以上は大変。そう思うと、ママは
本当に毎日よく頑張ってくれていてすごいな。頭が
上がりません。
　娘は元気いっぱい！体を動かして遊ぶようにな
り、赤ちゃんの時より父親として関わる機会が多く
なりました。どんなに関わりが深くても、寝る時は
ママがいい〜と言われてしまうことも。父親と母親
の関われる分野が決まっているので、自分ができる
ところで協力しています。
　児童センターで娘を通してパパ友もできました。

▲福井貴久さん・千
ち

夏
なつ

ちゃん（ 2 歳 7 か月）（左）　河合将照さん・咲
さき

ちゃん（ 1 歳11か月）（右）

パパの育児参加を大切に
犬山西児童センター
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4月の子育て支援事業
　子育てをしていく中で、各分野で経験豊かな先生に心の壁をつくることなく相談できることは、本音で語
れ、また言葉の一つ一つが胸に響いてきます。市では、学校教育、保育、子育て、臨床心理の分野に通じて
いる相談員が各分野に適した個別相談に応じています。また、子育て支援センター「さら・さくら　つどい
の広場」では、子育てについて、何でも相談できる「子育てアドバイザー」が子どもを遊ばせながらの相談
に応じています。

“子育てのこと　親であること　人生のこと”　相談できます

　家庭児童相談は、自分の思っていることを出せる
場所です。何を言ってもO.K。「相談」と言うと、か
た苦しいイメージですが日常のグチで構いません。
相談室の部屋の中でお話しすることは、相談員が他
で話すことはありません。初対面の人に言えない悩
みを受けることが、カウンセラーの役目であり、受
容することを基本としています。
　お母さんたちが一生懸命に頑張りすぎて、育児に
疲れた時、「人に話す＝相談する」だけでストレス
が解消され、自分で解決できることもあります。お
おらかに子育てすれば、お子さんもおおらかに育ち
ます。
　相談内容によっては、身内に相談し助言されるよ
り、客観的な立場の相談員へ話し、違った角度から
助言されることの方が、お母さんやお父さんが受入
れられることもあります。よかったら、いつでも相
談しに来てください。ときには、子ども未来園や児
童センターの「ぽんぽこ」にも出向いていますよ。
　自分ひとりで抱え込まず、他人に協力してもらう
ことも大事なことです。

家庭児童相談室　福祉会館4階（℡62-4300）

　子育ては本来、夢と希望に溢れたものです。そし
て「未来への扉」を開くことができるのは大人では
なく子ども。その大切な子育てがたった一人、お母
さん（保護者）だけに委ねられているとしたらなん
と寂しいことでしょうか。
　子どもが健全に育つには、親以外の大人にも愛さ
れ守られることが大切です。「自分には子どもがい
ないから関係ない。」いいえ、誰にも子ども時代が
あったはず。少子化の上、核家族が増えた今、世の
大人誰もが子どもを大切に思い、何らかの手を差し
伸べることが望まれます。それは甘やかすことでも
過保護でもありません。
　初めてのことは誰しも不安でわからないことだら
けです。ましてや命を育むことは毎日が待ったなし。
その心に共感すること、温かな目で応援すること、
時には訴えることのできない幼い子どもの代弁者と
なること、これらも支援の一つです。支援センター
で過ごした日々が思い出の 1ページになるよう願っ
ています。

さら・さくら つどいの広場（℡63-3817）

犬山市公式ホームページで
“子育て情報”を
発信しています！

　市ホームページには、市政情報をはじめ、

市民の皆さんの生活に関係する手続きなど

の情報や新着情報も随時掲載しています。

　子育て情報コーナーは、子育てに関する

情報を集約して情報発信しています。http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/index.html

ひとりで悩まないで！
18歳以下のお子様を育てる親さんへ

子育て世代に送るエール

家庭児童相談員

浅野美津子先生

子育てサークルアドバイザー　長
おさ

田
だ

初美先生

　各施設で子育て支援事業を実施しています。※日程は変更されることがあります

●児童館・児童センター　問合　犬山南児童センター（℡62-4477）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容 4 月の行事

子育て広場
「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0歳から）と

保護者

毎週㊊〜㊎
10：00〜15：00
㊗は除く

市内 7か所
児童館・
児童センター

体操・手遊び
ふれあい遊び
など

12日㊌
はじめましての会

パパも
あそぼう

未就園の乳幼児と
父親（家族も大歓迎）

4月15日㊏
10：30〜11：30

犬山西
児童センター

パパと仲良し
ふれあい遊び

※各児童館・児童セ
ンターでも自由に遊
べます。

●子育て支援センター　問合　さら・さくら つどいの広場（℡63-3817）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

にこにこタイム
未就園の多胎児と
保護者

4月 5日㊌
10：30〜11：30

市民健康館
さら・さくら

交流・情報交換

さくらっこ　ひよこ
6か月〜 1歳未満の
お子さんと保護者

4月14日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊び・
お話

さくらっこ　あひる
1歳〜 1歳 6か月の
お子さんと保護者

4月28日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊び・
お話・歯磨き講座

わくわくっこ　
コアラ

1歳 6か月〜 2歳 6か月
のお子さんと保護者

4月20日㊍
10：30〜11：30

英語で遊ぼう・絵本

●相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日（㊐・㊊・㊗除く）電話・来所による相談 9：00〜16：00
さら・さくら つどいの広場
（℡63-3817）

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

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

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

利用者支援
毎日（㊏㊐㊗除く） 8：30〜17：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などをおこないます。

子ども未来課
（℡44-0324）

発達支援
（要予約）

4月20日㊍・27日㊍　※ 3歳〜中学生
① 9：00〜　②10：30〜　③13：00〜　④14：30〜

子ども未来センター
（℡61-1295）

子育て情報
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産業が栄え　幸福が実感できる犬山へ
平成29年度　施政方針演説

　主な主要施策として、市民活動や起業など地域
課題を解決するための活動を応援するとともに、感

性を育む学びの場づくり、まちづくりの担い手育成、

「人・モノ等」のマッチング支援を、地方創生推進

交付金等の積極的な活用を図りながら進めていきま

す。

　地域コミュニティの維持や、多様な人材の参画に

つながるとともに、官民協働などの仕組みの指針と

なるような（仮称）協働のまちづくり基本条例の検

討を進めます。

　市民活動については、市民活動支援センターの
中間支援機能を見直し、様々な主体による社会活動

の情報収集や発信を強化していきます。

　また、地域での市民の様々な活動を支援するため、

利用者が限定される老人福祉施設の目的を変更した

り、学校の空き教室を有効活用するなど、地域に点

在する既存公共施設を最大限活用できるように見直

し、平成30年度から順次稼働できるよう、必要な調

整を積極的に進めます。

　楽田出張所は、竣工から37年が経過し、老朽化へ

の対応や手狭な駐車場の対策等が課題となってお

り、今後のあり方について、楽田ふれあいセンター

内への移設を視野に地域住民の意見等を踏まえ検討

します。

　生涯学習事業については、「市民総合大学敬道
館」「子ども大学」「ICT講習会」を主軸に展開して

いきます。

　また、ボランティア講師登録制度を活用し、市民

の特技・知識・経験を貴重な人的財産として活かす

ことで、生きがいづくりの場の提供と、地域の人材

育成を積極的に進めます。

　市民文化会館については、貸し出し方法を見直し

利便性を高めることで、市民に親しまれる芸術文化

活動の拠点施設となるよう環境整備にも力を入れて

いきます。

　教育については、「犬山市教育振興基本計画」の
見直しを行い「学びのまち犬山」らしい施策を展開

するとともに教育環境の整備を進め生涯にわたって

自ら学び続ける感性豊かなひとづくりの実現を目指

します。

　授業改善の取り組みについては、少人数学級、少

人数授業を核としたきめ細やかな学習指導や、市費

非常勤講師の配置による一人ひとりのニーズに応じ

た支援に努めます。

　学ぶ意欲の向上や基礎の定着を図るため、中学生

を対象とした土曜日の学習支援である地域未来塾

要 旨���※全文は市ホームページ「市長の部屋」参照

を、中学校区ごとに1か所ずつ開設します。

　スポーツ事業については、スポーツ大会や合宿
の誘致などにも取り組み、市内スポーツ活動の一層

の活性化を図るとともに、スポーツを地域資源とし

た地域全体の活性化にもつなげるため、体育協会を

はじめとした地域の関係者が連携したスポーツコ

ミッションの設立を進めます。

　子育て世帯に対する支援として、近隣市と同
水準となるよう保育料の引き下げを行います。加え

て、子どもの安全と保護者の安心のため、小学校内

での放課後児童クラブの実施を進めます。

　安心して妊娠、出産、子育てができるよう、切れ

目のない支援を目的に、「子育て世代包括支援セン

ター事業」を保健センターで新規に実施するととも

に、産婦健診の補助の開始など、子育て施策のさら

なる推進を図ります。

　健康づくり事業としては、健康課題を明確に
し、生活習慣病重症化予防事業に取り組みます。「糖

尿病重症化予防眼検診」の着手、「糖尿病性腎症重

症化予防事業」に向けた関係機関との体制整備、が

ん検診の受診率向上、ウォーキングアプリの新規導

入など、市民の健康づくりを支援することにより、

生きがいを持った市民による活力あるまちを目指し

ます。

　高齢者福祉、介護保険事業については、4月
からは、介護予防・日常生活支援総合事業を開始し

ます。生活支援コーディネーターを設置し地域住民

や民間事業者等多様な主体によるサービスの仕組み

づくりを目指すとともに、認知症地域支援推進員を

配置し、認知症にやさしいまちづくりを推進します。

　地域包括支援センターについては、市内5地区に

個別に設置し、より身近な相談窓口として、高齢者

が住みなれた地域で安心して生活ができるよう体制

強化を図ります。

　都市整備事業については、都市計画マスタープ
ランの中間見直しにより、新たな都市拠点及び市民

交流エリアとして位置づけすることとした「橋爪・

五郎丸地区」について、道の駅の整備や駅設置の可

能性を含め、必要な機能、規模、配置を検討し、基

本構想の策定をします。

　文化遺産の保存活用については、国宝犬山城
天守は、修理基本計画をもとに、修理の内容及び耐

震性向上のための構造補強工事に関する検討を行い

ます。

　東之宮古墳については、ふるさと納税におけるガ

バメントクラウドファンディングを拡充させ、史跡

整備への支援を呼びかけます。

　商工企業振興施策については、塔野地田口洞
地区をはじめ、第5次総合計画に位置づけた産業集

積誘導エリアにおいて、新たな工業用地の確保に向

けた動きを加速させます。

　市内の幹線道路のうち、都市計画マスタープラン

で位置づける「商業集積ライン」へ、民間事業者と

連携し、複数の商業系施設の誘致を推進します。

　防災対策としては、内田防災公園の整備をはじ
めとする防災公園街区整備事業について、防災公園、

多目的広場、駐車場、休憩施設の整備を進め、平成

29年度末に供用を開始する予定です。

　また、現在消防署北出張所を内田防災公園内に移

設する準備を進めており、平成30年度中の供用開始

を目指し、平成29年度は用地の造成工事や、建物本

体工事に着手します。

　環境事業について、現在、ごみの排出について、
市民の皆様に印刷物で配付し周知していますが、ス

マートフォンでも案内できるよう、ごみアプリを導

入し、情報提供の拡充を図ります。

　また、犬山市、江南市、大口町、扶桑町による広

域の新ごみ処理施設は、平成37年度供用開始を目指

し、事業を進めます。

　山田市政が 3年目を迎えた 3月市議会が 2月27日に開かれました。

　冒頭、平成29年度の市政をどう進めるのか、という施政方針演説が行われました。山田市長は、「地方を

取り巻く環境は、人口減少・超高齢化・公共施設老朽化など、全国共通の課題に直面している。将来を見据

え様々な課題に適切に対処していくためには、創意工夫にどれだけ本気で取り組んでいけるかが重要であ

る。」と述べ、平成29年度は、『産業が栄え　幸福が実感できる犬山へ』というまちづくりに向け、第 5次犬

山市総合計画の中間見直しの中で重点施策と位置づけている 3つの施策「学びと遊びのまちへ」「商売繁盛

のまちへ」「多様な暮らしができるまちへ」を中心に今後の展開を図っていくと演説しました。

　市の将来を見据え、様々な施策や事業を展開して

いく上で、市役所が本気で創意工夫に取り組んでい

くためには、情報へのアンテナをもっと高く敏感に

していくこと、データをもっと分析して思考するこ

と、知識やアイデアを持った人材ともっと積極的に

つながっていくことが重要と考えます。決められた

ことを、今まで通り行えばよいという感覚ではなく、

施策展開やサービスの付加価値を、受け手の側に

立って、いかに高めていくかということについて、

市役所全体がもっと自発的・意欲的に考え、できる

ことから実践してまいります。
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堀部邸春の企画展
犬山城下町遺産

　 4月 8日㊏〜30日㊐の期間で写
真・パネルを展示。
　普段非公開の建物部分も日にち
限定で公開します。
●特別公開
日時　 4月 8日㊏、15日㊏、22日

㊏11：00〜
　　　29日㊗11：00〜と14：00〜
場所　主屋 2階
内容　堀部邸で使われていた養蚕

道具の展示と解説
定員　各回15人（当日受付）
費用　無料
●写真家による歴史風景の解説
日時　 4月 9日㊐、16日㊐、23日

㊐11：00〜
内容　写真で掘り起こす犬山城下

町のDNA　
　　　写真　中野耕司
費用　無料
申込　不要
●第 9 回猪之子座
　犬山の昔話と栗栖の渡
日時　 4月 8日㊏14：00〜
内容　戦国ラブストーリー・お富

岩、悲劇・たぬき塚
　　　語り　広瀬まり
　　　解説　赤塚次郎
費用　500円
申込　不要
●文化遺産講座「月津塾」
　織田街道を考えよう！
日時　 4月30日㊐14：00〜
内容　木之下城と小口城を結ぶ戦

国幹線道路を学ぶ
　　　解説　赤塚次郎
費用　おこころざし
申込　不要
問合　木之下城伝承館・堀部邸

（㊊㊋休み㊗の場合は翌日
　　　℡90-3744）

国際交流員
ジャッキーの
「ドイツの部屋」

　ドイツの部屋は、ドイツの文化
や習慣を紹介するイベントです。
今回はドイツのイースターの習慣
を簡単に紹介します。白い卵の殻
に様々な模様を付けて、イース
ターエッグを作ります。
日時　 4月16日㊐13：30〜15：00
場所　南部公民館　料理実習室
講師　ジャクリーン・シュピーザ

（市国際交流員）
対象　小学生までの親子、きょう

だいでの参加も可能
定員　先着24人
費用　一家族500円
持物　一家族につき生卵 4個（ 4

種類のイースターエッグを
作ります）

申込・問合　 4月 3日㊊〜12日㊌
までに、①参加人数②郵便
番号および住所③氏名④年
齢⑤携帯電話番号または昼
間連絡のつく連絡先を犬山
国際交流協会事務局（℡
61-1000、Fax63-0156、Eメー
ルiia@grace .ocn .ne . jp、
〒484-0086犬山市松本町4-

　　　21）へ直接、電話、Eメール、

Faxで申し込みしてくださ
い。※Eメール、Faxは返信
を確認してください。※受
付時間　平日 9：00〜17：00
第 2 ㊊、㊏㊐を除く

※参加者にはドイツのお菓子をプ
レゼント！

ソーシャルビジネス
セミナー

　NPO活動をはじめとした地域課
題への取り組みに対する、金融支
援についてのセミナーを行います。
日時　 4月20日㊍18：00〜
場所　しみんてい（犬山市市民活

動センター）

講師　日本政策金融公庫一宮支店
職員

対象　NPO法人関係者、行政職員、
事業者

定員　20人
費用　無料
申込　犬山しみんていの会（℡

61-7710）Eメール（center@
inuyama-shimintei.com）

問合　日本政策金融公庫一宮支店
　　　須江（℡0586-73-3131）

第34回京大モンキー
日曜サロン

　「都市のはざまで生きる：ブラ
ジル・アマゾンで出会ったサルた
ちのくらし」
　若手研究者と交流しよう！今回
は京都大学霊長類研究所の武真祈
子さんのお話です。
日時　 4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）600円
　　　小中学生400円
　　　幼児（ 3才以上）300円
問合　日本モンキーセンター　
　　　赤見（℡61-2327、Fax62-
　　　6823、Eメール　info@j-mon
　　　key.jp）
※詳しくはhttp：//www.
　j-monkey.jp/をみてください。

全国一斉あそびの日
ウォーキング大会

　犬山の古代に想いをはせながら
犬山再発見をしてみましょう。
日 時　 4月23日 ㊐10：30〜14：00

（受付10：00〜10：30）雨天
決行

受付　名鉄犬山遊園駅東口広場
場所　犬山白山平と善光寺山　約

3キロ
対象　親子、子どもから大人まで

どなたでも
定員　200人　

催 し
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費用　小学生以上300円、未就学
児は無料

持物　参加票、弁当、飲み物、歩
きやすい服装

申込　郵便番号、住所、名前、電
話番号、同行者名、年齢を
はがきに書いて、 4月16日
㊐（必着）までに、郵送
〒485-0085犬山市大字犬山
字西古券275- 2 犬山市レク
リエーション指導者クラブ
松山清子、 Fax62-1631また
はEメール　athlete.77-88@
purple.plala.or.jpへ。

問合　犬山市レクリエーション指
導者クラブ　尾藤定（℡
090-8676-8026）

職　種 国税専門官

受験資格

①昭和62年 4 月 2 日〜平成 8年 4月 1日生まれの者
②平成 8年 4月 2日以降生まれの者で次にあげるもの
　・�大学を卒業した者及び平成30年 3 月までに卒業する見込み

の者
　・人事院が上記に掲げる者と同等の資格があると認める者

申込方法

インターネットにより申し込んでください。
【受付期間】平成29年 3 月31日㊎ 9：00〜 4 月12日㊌
　　　　　　（受信有効）
※インターネット申込みができない環境にある場合は、問
いわ合せ先まで連絡してください。

試 験 日
第 1次試験　平成29年 6 月11日㊐
第 2次試験　�平成29年 7 月12日㊌〜19日㊌のうち指定する

日

問 合 先

名古屋国税局　人事第二課　試験係
℡052-951-3511（内線3450）
国税庁ホームページの名古屋国税局コーナー
http：//www.nta.go.jp/nagoya

　名古屋経済大学では、資格取得支援のための課外講座の一部を、一般市民の皆さんにも開放しています。
　学生と同一料金で受講できます（全講座テキスト代込み）。

講座名 開講日 事前説明会（ 7 号館） 日数 受講料

1 宅地建物取引士 5月13日㊏

4月22日㊏

13：00〜 19日間 69,500円

2 行政書士 5月13日㊏ 14：00〜 20日間 66,500円

3 ファイナンシャル・プランナー 3級 6月10日㊏ 11：00〜 10日間 33,000円

4 日商簿記 3級 7月 1日㊏ 10：00〜 11日間 17,000円

5 ダイエットコーディネーター認定講座
前期

6月10日㊏
6月24日㊏

5月18日㊍
5月19日㊎

12：45〜

1 日
※同講座を
3回実施

46,600円

6 ダイエットコーディネーター認定講座
後期 10月14日㊏ 9月20日㊌

9月22日㊎

7 サプリメント管理士認定講座
前期

6月17日㊏
7月 1日㊏

5月18日㊍
5月19日㊎ 1日

※同講座を
3回実施

39,960円

8 サプリメント管理士認定講座
後期 10月21日㊏ 9月20日㊌

9月22日㊎

場所　名古屋経済大学犬山キャンパス（犬山市内久保61- 1 ） 7 号館各教室
定員　講座による（最大30人まで）
申込　PSES公務員試験セミナー（℡052-586-8165　㊊〜㊎ 9：00〜18：00）へ
※詳細は名古屋経済大学ホームページ（http：//www.nagoya-ku.ac.jp/）資格取得支援講座市民開放へ

2017年度　名古屋経済大学資格講座

税務職員募集（大学卒業程度）

募 集
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ごみ・リサイクル
4月分

●エコステーション（資源物の回収拠点）

日　時
4 月 9 日㊐
9：00〜16：00

4 月16日㊐
9：00〜12：00

4 月23日㊐
9：00〜12：00

場　所
わん丸リサイクル小屋

敷地内
（上坂公園西）

南部公民館駐車場 市役所西庁舎

回　収
品　目

新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・布類・飲料用紙パック・ア
ルミ缶・スチール缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装

対　象 市内在住の人

その他 各自で資源容器に投入してください

●わん丸エコステーション（常設）

日　時
平日：8：30〜12：00　13：00〜15：30
土曜：8：30〜11：30
※㊐㊗12/29〜 1 / 3 は休業

場　所 市都市美化センター敷地内

回　収
品　目

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

対　象 市内在住の人

その他 各自で資源容器に投入してください

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日　時 4 月 9 日㊐13：00〜16：00

場　所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内　容 家具・小物類・古本などの販売

対　象 市内在住の人

その他 一部抽選品あり（抽選は14：30〜）

　購入品は各自16：00までに搬出してください。

●わん丸リサイクル小屋収益　17,340円
　市環境保全基金へ積み立てさせていただきます。

●善意ありがとうございます。
　市環境保全基金へ積み立てさせていただきます。
　　100,000円　匿名希望

●地域で行われる資源回収
［犬山地区］
毎週㊐　�御幸町町内会
　　　　（坪内℡61-0667）
毎週㊍　�8：30〜10：00
　　　　�犬山駅前通り発展会
　　　　（長瀬℡61-0888）
3 日㊊　大本町
　　　　（脇田℡61-4725）
8 日㊏　練屋町
　　　　（前田℡62-0135）
25日㊋　�犬山市身体障害者福祉協

会（活動センターふれん
ど℡61-8008）

30日㊐　�上野住宅自治会
　　　　（鷲見℡62-3678）
※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。
※日程の変更・回収等については
各団体に確認してください。

●資源回収団体登録は 4 月中に
　平成29年度の資源回収団体登録
を受け付けています。PTAや子供
会、町内会、婦人会、老人クラブ
等の登録された各種団体が新聞・
雑誌などの資源回収活動を行った
場合、申請により回収量に応じた
活動奨励金が支払われます。昨年
度に登録された団体であっても、
新年度への自動更新はしていませ
んので、登録を希望する団体は申
請書を提出してください。
受付期限　 4月28日㊎
対象品目　�新聞紙、雑誌・雑がみ、

段ボール、布類
奨励金　 1 kgあたり 6円
※年 4回以上活動すると10,000円
/年の奨励金が加算されます。
支払手続　�実績報告書、請求書提

出により支払い（受付
月 6月、 9月、12月、
3月）

提出先　環境課か各出張所
問合　環境課（℡44-0344）

生 活
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飼い犬の登録と狂犬病予防注射
　狂犬病予防法により、飼い犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられ
ています。
　犬を新たに飼う場合は、市保健センターまたは次の動物病院で登録を
お願いします。
【料金表】

新規 登録済の犬

登　録　料 3,000円 −
予 防 注 射 2,850円 2,850円
注 射 済 票
交付手数料

550円 550円

計 6,400円 3,400円

【動物病院の一覧】

病　院　名 電話番号

犬山動物総合医療センター（羽黒） 67-1267
小島動物診療所（出来町） 61-0266
中原動物病院（内田） 63-5400
リタペットクリニック（松本町） 62-1212
オルセー動物クリニック（楽田） 67-2527
犬山ウエストサイド動物医院（北笠屋） 61-2155
野田動物病院（扶桑町） 0587-92-2122
ひかる動物クリニック（扶桑町） 0587-93-9999
やませどうぶつ病院（大口町） 0587-95-8674
こうなん動物病院（江南市） 0587-53-0122
おおはし動物病院（小牧市） 74-7030

【平成29年度狂犬病集合注射の日程】

日　時 場　所

4 月17日㊊

10：00〜10：15 栗栖小学校体育館
10：35〜10：55 城東出張所
11：05〜11：30 善師野公民館
13：00〜13：30 塔野地公民館
13：50〜14：05 西公民館
14：20〜15：00 保健センター

4月18日㊋

10：00〜10：20 内久保集会場
10：30〜11：30 楽田ふれあいセンター
13：00〜13：15 入鹿地区センター
13：25〜13：40 池野老人憩の家
13：50〜14：10 富士集会場
14：20〜15：00 羽黒東部老人憩の家

4月19日㊌
13：00〜13：40 今井老人福祉センター
13：50〜14：20 前原台集会所
14：30〜15：00 前原老人憩の家

浄化槽の維持管理
を適切に

　浄化槽の維持管理は法で定めら
れた所有者の義務です。
　浄化槽は、きちんと維持管理を
行うことで、下水道と同程度の処
理性能を発揮しますが、維持管理
を怠ると、悪臭等の原因になりま
す。定期的にこれらの作業を実施
してください。
●清掃
　浄化槽内に蓄積した汚泥を引き
抜きます。犬山市の許可を受けた
下記の清掃業者へ委託してくださ
い。
●犬山市浄化槽清掃許可業者
㈲犬山衛生管理組合
犬山市大字羽黒字井島 1番地59
（℡54-2397）
㈾犬山衛生社
犬山市天神町 5丁目25
（℡61-7888）
㈱東海SUNKEY
犬山市中山町 2丁目37
（℡63-3711）
サニター㈱
春日井市知多町 1丁目46
（℡32-7575）
輪栄工業㈱
小牧市久保新町87
（℡73-5210）
●保守点検
　浄化槽本体や付属機器の点検・
調整などを行います。愛知県の登
録を受けた保守点検業者へ委託し
てください。詳しくは下記へ問い
合わせてください。
問合　尾張県民事務所環境保全課
　　　（℡052-961-7211）
●法定検査
　浄化槽が適正に設置、使用され
ているかを調べます。詳しくは下
記へ問い合わせてください。
問合　（一社）愛知県浄化槽協会

（℡052-481-7160）
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合併処理浄化槽
設置整備事業補助金

　生活排水による公共用水域の水
質汚濁を防止するため、居住用住
宅のし尿汲み取り便槽や単独処理
浄化槽から合併処理浄化槽に転換
する場合に補助金を交付していま
す。
　新築時は対象外になる等交付要
件がありますので、補助対象に該
当するかや申請方法を事前に問い
合わせてください。

人槽区分 限度額

5 人槽 332,000円
6 〜 7 人槽 414,000円
8 〜10人槽 548,000円

問合　環境課（℡44-0344）�

春の全国交通安全運動
4月6日㊍～15日㊏

4 月10日㊊は県内一斉に交通安全
街頭大監視を行います。
○子どもと高齢者の交通事故防止
◯歩行者・自転車の交通事故防止
○交差点事故の防止
◯飲酒運転の根絶
○�全ての座席でシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用
を徹底
問合　地域安全課（℡44-0347）

農地取得に係る
下限面積の緩和

　農地法第 3条の許可に基づいて
農地を売買したり、貸し借りした
りする際に必要な経営面積が、犬
山市の農業従事状況をふまえ、平
成29年 4 月 1 日より20アールとな
りました。
　耕作放棄地の解消や、新規就農
の促進を目的とした変更です。
問合　産業課（℡44-0341）�

国民年金の
保険料を改定

　国民年金保険料の納付は、20歳
から60歳までの40年間です。保険
料の額を 4月分から改定します。
改定前　月額16,260円
改定後　月額16,490円
●年金出張相談所（無料）の開設
　一宮年金事務所が、年金の受給
に関する相談や疑問にお答えする
年金出張相談所を開設します。
日時　奇数月の第 4㊍　
　　　10：00〜12：00
　　　13：00〜15：00
※11月は相談日が㊗のため11月22
日㊌となります。
申込　保険年金課
持物　年金手帳・年金証書・基礎

年金番号通知書等本人であ
ることが確認できるもの、
印鑑

※本人以外の人が相談するとき
は、委任状（様式は任意）、委任
された本人であることが確認でき
るもの（運転免許証など）が必要
です。
定員　先着12人
※混雑状況によりお待ちいただく
ことがあります。
問合　保険年金課年金担当
　　　（℡44-0328）

ボランティアによる
パソコン初心者相談

　生涯学習活動を支援する市民講
師が、自ら企画し指導する講座を
開催します。
日時　毎週㊎15：00〜17：00
　　　（㊗、第 5㊎を除く）
場所　丸山地区学習等供用施設学

習室
内容　パソコン操作等の相談
講師　犬山市民講師とPC犬山教

室会員
対象　パソコン初心者
費用　無料
持物　パソコン
※町内会・老人クラブ等への出張
講座も行っています。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

高齢者用肺炎球菌
ワクチンの予防接種
（定期接種）

　定期接種対象者は、平成29年度
に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳となる人です。
対象者には予診票を個別に送付し
ます。
65歳　昭和27年 4 月 2 日生
　　　〜昭和28年 4 月 1 日生の人
70歳　昭和22年 4 月 2 日生
　　　〜昭和23年 4 月 1 日生の人
75歳　�昭和17年 4 月 2 日生
　　　〜昭和18年 4 月 1 日生の人
80歳　昭和12年 4 月 2 日生
　　　〜昭和13年 4 月 1 日生の人
85歳　昭和 7年 4月 2日生
　　　〜昭和 8年 4月 1日生の人
90歳　昭和 2年 4月 2日生
　　　〜昭和 3年 4月 1日生の人
95歳　大正11年 4 月 2 日生
　　　〜大正12年 4 月 1 日生の人
100歳　大正 6年 4月 2日生
　　　〜大正 7年 4月 1日生の人
　下記①②に該当する人も対象と
なります。
①�接種日に60歳以上65歳未満の人
で心臓、腎臓または呼吸器の機
能に自己の身辺の日常生活が極
度に制限される程度の障害を有
する人

②�ヒト免疫不全ウイルスにより免
疫の機能に日常生活がほとんど
不可能な程度の障害を有する人
で、身体障害者 1級程度の人、

相 談

高 齢 者
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または医師がそれに相当すると
判断した人（※身体障害者手帳
のコピーまたは医師の診断書が
必要）
※既に肺炎球菌ワクチンの接種
（商品名：ニューモバックスNP）
を受けたことがある人は対象外で
す。
接種期間　 4月 1日㊏〜平成30年

　　 3月31日㊏
助成回数　生涯 1回
費用　ワクチン代2,000円（接種

時に医療機関へ支払う）
※生活保護・非課税世帯は無料
（保健センターで事前助成手続き
が必要）
接種医療機関　犬山市・江南市・

大口町・扶桑町の受託医療
機関

※愛知県内・県外で接種を希望さ
れる人は、事前に手続きが必要で
す。送付した予診票は使用できま
せんので送付した予診票を持って
保健センターに来てください。
持物　印鑑、健康手帳、加入して

いる医療保険の保険証（代
理人が手続きをする場合
は、代理人の身分証明証、
印鑑も必要）

問合　保健センター（℡61-1176）

高齢者用肺炎球菌
ワクチンの予防接種
（任意接種）

　平成29年度の定期接種対象者以
外で75歳以上となる人や過去に市
の助成制度を利用していない人は
任意で接種できます。保健セン
ターで事前に手続きしてください。
費用　ワクチン代4,000円（接種

時に医療機関へ支払う）
※生活保護・非課税世帯は無料
（保健センターで事前助成手続き
が必要）
持物　定期接種と同様
問合　保健センター（℡61-1176）

平成29年度
高齢者タクシー利用券
の申請受付開始

　高齢者の人への外出支援とし
て、タクシー料金の基本料金相当
額を助成しています。助成を受け
るには毎年申請が必要です。
枚数　最大24枚（月 2枚相当）
対象　満85歳以上の人（ただし、

障害者タクシー料金助成の

対象となる人を除く。）
持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝×横

3㎝） 1枚、申請書
場所　長寿社会課
　平成28年度にタクシー利用券の
交付を受けている人は、各出張所
でも申請できます。 3月下旬に郵
送の申請書および交付方法につい
てのお知らせをみてください。
問合　長寿社会課高齢者福祉担当

（℡44-0325）

避難行動要支援者支援制度がはじまります！
　高齢者や障害のある人など災害時の避難に支援を必要とする人で、地
域への情報提供に同意をいただいた人の名簿「避難行動要支援者名簿」
を市が作成します。その情報を地域に提供することで、見守り活動や災
害時の支援体制づくりに役立て減災を図ります。
　「避難行動要支援者支援制度」は、登録希望者が「個別避難支援計画」
を作成します。この計画を隣近所の人などと一緒に作成することにより、
災害時に避難支援を必要としている人が地域にいることを理解し、日頃
から顔の見える関係をつくり、災害に強い地域づくりを目指します。

●避難行動要支援者支援制度の対象となる人
　自宅で生活している人で、災害時に家族の支援が受けられず自力で避
難することが困難で、何らかの手助け（支援）が必要な次の①〜⑤に該
当する人

① 介護保険の要介護度 3から 5の認定者

②
身体障害者手帳（内部障害を除く）の 1級から 3級までを所持す
る者

③ 療育手帳A判定を所持する者
④ 精神障害者保健福祉手帳 1級を所持する者
⑤ その他上記に準ずる者（難病患者など）

●避難行動要支援者名簿に登録するには
①犬山市避難行動要支援者名簿登録申請書兼同意書（申請書）
②個別避難支援計画（計画）
の提出が必要です。詳しくは問い合わせてください。
問合　高齢者について　　　　長寿社会課高齢者福祉担当（℡44-0325）
　　　障害のある人について　福祉課障害者担当（℡44-0321）
　　　避難について　　　　　地域安全課防災担当（℡44-0346）

お詫びと訂正
　広報いぬやま3月15日号11ページ「平成29年度危険物取扱者試験」の
記事につきまして、お問い合わせ先の「消防本部予防課危険物担当」
の電話番号が誤っておりました。正しくは「65-3123」です。お詫びし
て訂正します。
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高齢者あんしん相談センターの機能が充実します！
　高齢者がいきいきと安心して地域で暮らすことができるよう地域と協
働して支援する機関の高齢者あんしん相談センター（地域包括支援セン
ター）について、これまでは 5地区にサブセンターを設置していましたが、
平成29年 4 月から委託化に伴い以下のとおりとなります。
　各センターでは、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士などの専
門のスタッフを配置し、高齢者や家族からの相談対応や虐待防止などの
権利擁護の対応、介護予防の取り組み、地域の支えあいの体制づくりな
どをより充実させます。
　高齢者の福祉や介護に関する相談は、お気軽にお住まいの地区のセン
ターへご連絡ください。
開設日時　㊊〜㊎ 8：30〜17：15（㊏㊐㊗12月29日〜 1月 3日を除く）

センター名 連絡先 担当地区

犬山北地区高齢者あんしん相談センター 62-1166 犬山北地区
犬山南地区高齢者あんしん相談センター 62-2270 犬山南地区
城東地区高齢者あんしん相談センター 61-7800 城東地区
羽黒・池野地区高齢者あんしん相談センター 68-1635 羽黒・池野地区
楽田地区高齢者あんしん相談センター 68-6165 楽田地区

問合　長寿社会課（℡44-0325）

ドバイスします。
日時　 4月12日㊌　10：00〜11：30
場所　市民健康館
内容　握力測定、長座体前屈など

の体力測定
※年齢や体調によりチェック項目
が異なります
費用　無料
持物　健康手帳、室内履き運動靴、

過去に受けたことのある人
は体力チェック表

※運動できる服装で出かけてくだ
さい。
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　 5月10日㊌10：00〜（予約

時にこちらが指定した時間
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 5 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　 4月12日㊌より市民健康館

（℡63-3800）へ（電話可）

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・担当　 4月 6日㊍＝こばや

し耳鼻咽喉科医師　小林武
4月12日㊌＝すみれ内科ク
リニック医師　兼松克己　
いずれも13：30〜15：00

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）

ちょこっと歩こう
犬山

　今回は、五条川沿いを歩くコー
スです。春の風にふかれながら、
健康づくり推進員と一緒に歩いて
みませんか。

日時　 4月 6日㊍10：00〜（約 1
時間）

集合場所　市民文化会館駐車場
場所　五条川コース
費用　無料
持物　水分補給用飲み物
※歩きやすい服装で出かけてくだ
さい。
※雨天中止
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康体力チェック
と運動処方

　「体力が落ちてきたな」と感じ
ることはありませんか？現在の体
力をチェックしましょう。健康運
動指導士が効果的な運動方法をア

健 康
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健康プラン21
糖尿病の対策を
していますか

　糖尿病とは、血液中のブドウ糖
の多い状態、いわゆる血糖値が高
い状態が続く病気です。糖尿病の
対策としては、最近よく耳にする
この血糖値が急激に上昇しないよ
うに、糖質の多い食事を控えたり、
食べる順番を意識する、あるいは
血糖を下げるために運動したり
と、これらのいわゆる血糖値をコ
ントロールするための生活習慣改
善の実施が前提になっています。
　しかし、糖尿病も症状が重くな

あつまれいぬやまっこ！
うきうき大行進
参加団体募集

　「あつまれいぬやまっこ！うき
うき大行進」は、子どもの心のご
飯ともいえる“遊び”を伝承し、子
どもの豊かな育ちを支えることを
目的に開催しています。
　実行委員会をボランティア団体
で組織し、今年で19回目を迎えま
す。犬山の未来を担う子どもたち
を、“遊び”を通して一緒に育んで
いきませんか。
　第 1回目の拡大実行委員会を次
のとおり開催します。趣旨に賛同
し、協力できる団体は問い合わせ
てください。
●第 1 回拡大実行委員会
日時　 5月26日㊎10：00〜
場所　市役所205会議室
問合　中央児童館（℡62-8583）

るにつれ、適切な治療が必要に
なってきます。糖尿病の判定指標
として、血糖値以外にもHbA 1 c
（ヘモグロビンエーワンシー）が
用いられますが、平成28年度の犬
山市の国民健康保険加入者による
特定健診受診者5,530人のうち、
受診勧奨レベルであるHbA 1 cが
6.5％以上の人は572人で、そのう
ち問診票の質問で、「インスリン
注射又は血糖を下げる薬を飲んで
いますか（糖尿病のお薬）」との
質問で「いいえ」と回答した人は
202人（35.3％）でした（右表参照）。
この「いいえ」と回答した中で心
配なのは、治療を受けず生活習慣

犬山市遺児手当及び児童扶養手当の
定期支払いのお知らせ

　犬山市遺児手当（平成28年12月分〜平成29年 3 月分）を 3月31日㊎に
振り込みました。また、児童扶養手当（平成28年12月分〜平成29年 3 月分）
を 4月10日㊊に振り込みます。受給者の人は、預貯金通帳にて支払確認
をしてください。（各手当とも支払通知書は送付していません。）
　なお、確認できない場合は、下記担当まで連絡してください。
　次回の定期支払いは、犬山市遺児手当は 7月を、児童扶養手当は 8月
を予定しています。
●児童扶養手当の支給額改定（引き下げ）のお知らせ
　平成29年 4 月分以降の児童扶養手当額については、平成28年平均の全
国消費者物価指数（対前年比変動率△0.1％）により、0.1％引き下げとな
ります。
　該当する人には、改定された児童扶養手当支給額の通知書を 4月中旬
に送付しますので、確認してください。

児童 1 人あたりの月額 平成29年 3 月分まで 平成29年 4 月分から

児童 1人の場合 42,330円〜9,990円 42,290円〜9,980円

児童 2人目の加算額 10,000円〜5,000円 9,990円〜5,000円

児童 3人目以降の加算額 6,000円〜3,000円 5,990円〜3,000円

※犬山市遺児手当と児童扶養手当はひとり親家庭等への手当制度です。
問合　子ども未来課育成担当（℡44-0323）

の改善もしていない場合です。
　糖尿病は自覚症状がみられない
場合が多く放置しがちですが、放
置し悪化すると糖尿病性の網膜症
や腎症、神経障害といった 3大合
併症を誘発し、将来的には失明や
人工透析に至り、生活に大きな影
響を生じる場合があります。そう
なる前に適切な血糖の管理を実
施、継続していきたいものです。
平成28年度特定健診受診者5,530人

HbA 1 c
6.5％
以上
572人

薬、服用
あり

370人
（64.7％）

薬、服用
なし

202人
（35.3％）

子 育 て
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春のえいが上映会
　市立図書館で春のえいが上映会
を開催します。
日時　4月16日㊐14：00〜（約60分）
場所　市立図書館 2階視聴覚室
内容　上映作品
　　　「こびと観察入門」
　　　「ぼくは王さま」より
　　　（にせものばんざい）
対象　幼児以上
定員　先着50人
費用　無料
問合　市立図書館（℡62-6300）

就学援助
　経済的な理由により、小中学校
の費用負担でお困りの保護者に、
給食費など就学費用の一部を援助
します。援助を希望する人は、申
請書を学校教育課か各小中学校に
提出してください。なお、所得基
準等の審査があります。
※援助費の申請は、毎年必要です。
また、援助費は事後払いのため、
学校の定例集金は必ず支払ってく
ださい。
問合　学校教育課（℡44-0350）

子ども医療費の
助成について

　健康保険に加入している子ども
が、病気や怪我で医療機関を受診
した時の医療費自己負担分を助成
します。

助成内容
●中学校卒業まで
医療費自己負担分の全額を助成
●高校 1年生から高校卒業まで
医療費自己負担分の 2 / 3 を助成
※「高校卒業まで」とは18歳に達
した日以降の最初の 3月31日まで
の期間です。
※平成13年 4 月 2 日〜平成14年 4
月 1 日生まれの子どものうち、子
ども医療費受給者証の交付申請を
された人については、有効期間が
平成29年 4 月 1 日からの、新しい
受給者証（ピンク色）を 3月下旬
に発送しました。
支給申請　医療機関等の窓口で子

ども医療費受給者証を使用
せずに支払った医療費自己
負担分の払い戻しは、市役
所か出張所で申請が必要で
す。

持物　子ども医療費受給者証、子
どもの保険証、印鑑（朱肉
を使うもの）、領収証、振
込先口座が分かるもの、マ
イナンバーカード（個人番
号カード）もしくは通知
カード（子どもと保護者の
もの）、身分確認書類

問合　保険年金課医療担当
　　　（℡44-0328）

♪ケレメシュコールシュ
女性団員募集♪

　40〜70代の歌の好きな人、一緒
に唄いませんか。先生の丁寧な指
導で練習し、 5月の尾北コーラ
ス、秋の音楽祭、春の合唱祭（南
部公民館）に参加し、和気あいあい
の中、親睦旅行や忘年会なども計

画し活動を楽しんでいます。最初
の 1か月は見学、練習が無料です。
日時　毎週㊊13：00〜15：00
場所　福祉会館音楽室
問合　参木恵子（℡62-1043）

ミュージカル劇団
Me-I団員募集中！

　年 1回の本公演、イベントの出
演など、小学生から社会人までの
幅広い年齢で活動中です。
日時　毎週㊌18：30〜21：00
　　　毎週㊏14：00〜21：00
場所　楽田地区学習等供用施設ま

たは南部公民館
対象　小学 3年生以上
費用　月額3,000円
問合　宮田（℡080-3678-1224）

先聖寺茶道クラブ
会員募集

　日本の伝統文化「茶の湯」をもっ
と身近に感じ、その魅力を味わっ
てみませんか。
日時　毎週㊌19：00〜21：00
　　　�毎年 5月連休明け〜 7月初

めの 9回、10月初め〜12月
初めの 9回の二期制です。

※仕事で遅刻しても構いませんよ
場所　勤労青少年ホーム 3階
費用　半期 9回で 1万円（お菓子

代込み）
対象　�若い社会人の女性から退職

後のご夫婦まで、まったく
の初心者から茶道経験者ま
で、10人程度

問合　森泉（℡68-0337）

フラサークル
レイ レフア仲間募集

　いつまでも若さを持ちたい貴
女！体を動かし、ハワイの曲に
乗って、一緒にダンスを楽しみま
せんか。
日時　毎週㊋13：30〜15：00

子 育 て
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　　　�4 月は、 4日㊋、11日㊋、
18日㊋に開催します。

場所　楽田地区学習等供用施設
対象　女性のみ、年齢不問、初心・

経験者問いません
費用　体験、見学無料
※�ただし、上記日時 1回のみ
持物　動きやすい服装、飲み物、

タオル
問合　伊藤（℡090-4113-6504）

パドルテニス
会員募集

　パドルテニスをやってみません
か。1898年に米国で始まったレク
リエーションスポーツです。犬山
でも昨年初めてパドルテニスが紹
介されました。皆さんが新人。で
も既に全国大会にも出場。新会員
向けの体験会を開催します。
日時　 4月 9日㊐13：00〜15：00
場所　栗栖小学校体育館
費用　無料
持物　体育館シューズ、運動でき

る服装、飲み物
問合　柴山（℡080-4177-4192）

第30回
まみずの里フェア

日時　 4月14日㊎〜16日㊐
　　　10：00〜17：00
　　　（最終日は15：00まで）
場所　清水屋犬山店 6階
※15、16日は北側玄関脇通路でも
開催します
内容　リサイクル品バザーと手作

り品の販売（全日）
　　　でらうま屋台村（15、16日）
　　　犬山中学校吹奏楽部演奏会
　　　（16日11：00〜）
　　　�まみず太鼓演奏
　　　（16日14：00〜）
費用　無料
問合　まみずの里水平館
　　　（℡68-1119）
※家庭で眠っている不用品を提供

してください

犬山再生可能
エネルギー勉強会

日時　 4月15日㊏13：30〜
場所　市役所 2階205会議室
内容　①犬山市における地球温暖

化対策の今後の取り組みに
ついて（挨拶、報告など）
／環境課職員

　　　②地球温暖化防止対策につ
いて（省エネ、自然再生エ
ネルギー、リサイクルなど）
／環境カウンセラー

　　　③その他（前回のアンケー
ト結果報告および今後の進
め方について討議など）／
地球温暖化防止活動推進員

対象　どなたでも
費用　無料
問合　西尾（℡090-5857-1124）
　　　大宮（℡090-9914-9400）

第6回
森の音楽会

～アイルランドの音色・東洋の音
色を春風にのせて～
＜アイリッシュハープ・二胡短箏
ピアノの調べ＞
　音の花びらが春風に舞い遊ぶと
き心踊り笑顔こぼれ幸せなひとと
きがやってきます。優しい音色を
楽しみましょう！
日時　 4月16日㊐14：30〜
場所　犬山里山学センター
費用　無料
出演　今井悠伽里＆Toku
　　　二胡短箏ピアノユニット
　　　「チェリーブロッサム」
問合　大島（℡080-3076-1897）

犬山歴史研究会
4月総会・講演会

�　元和 3年（1617年）、成瀬正成
が徳川秀忠より犬山城を拝領し

て、今年で400年。犬山城の研究
で数々の実績を残されている犬山
城白帝文庫歴史文化館長、白水正
氏が「犬山城拝領400年〜元和 3
年とは〜」をテーマに講演します。
日時　 4月16日㊐
場所　福祉会館 4階中ホール
内容　総会13：30〜
　　　記念講演14：00〜
費用　500円（一般聴講可）
問合　丸山（℡62-5781）

第3回尾北フォト
写真展

　会員13名による風景・花・ス
ナップなど30点を展示します。
日時　 4月17日㊊〜 5月 1日㊊
　　　 8：30〜17：15（初日は10：

00〜、最終日は16：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　寺澤（℡67-1678）

親子で楽しもう
フラダンス！

　お子さんと一緒にフラダンスの
楽しさを体験してみませんか？初
めての人でも安心して学べます。
日時　 4月22日㊏、 4月23日㊐
　　　14：00〜15：30
場所　上野地区学習等供用施設
対象　幼稚園児から小中学生まで

の子とママ
持物　動きやすい服装、飲み物
申込・問合　開催日の 3日前まで

に、藤津（℡090-7679-0044）
　　　へ

掲載を希望する人は、所定の申請
書に必要事項を記入し、企画広報
課広報・広聴担当へ。
6月 1日号の締め切りは 4月18日
㊋、 6月15日号の締め切りは 5月
2日㊋。
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取り付けについて、
わからないときは、
いつでも相談して
ください。

相談してください。

℡

韓 国 語 講 座
○講　　師　　姜　仁善(基礎・初級）　朴　世宗（中級・上級）
○テキスト　　★中級・上級は、別途テキストの購入が必要となります。

クラス 時�間（60分・90分） と　き

基礎 19:00〜20:00 5/2〜8/8
毎週火曜日　各15回初級 20:10〜21:10

中級（90分） 18:50〜20:20 5/11〜9/7
※除く7/20、7/27、8/10
毎週木曜日　各15回上級 20:25〜21:25

受　　講　　料
60分・10回 60分・15回 90分・15回

一般料金 7,200円 9,500円 13,000円

会員料金 4,700円 7,000円 10,500円

追加料金 2,300円 3,500円

★�開講日までに10名に達せず、少人数で開講する場合は追加料金をい
ただきます。

各 講 座 申 込 み 等 共 通 事 項

英会話サロン講座 主催:犬山グッドウィルガイド　

○講　師　グンター・ウォルター���　○定員　20人
○受講料　3,000円　(受講料は参加時にお支払いください）
★すでに簡単な英会話ができる方を対象としています。

時�間 と　き

19:30〜20:30
月曜日
（全11回）

�5/15、29、6/5、19、
�7/3、17、9/4、18、10/2、16、30

英 会 話 講 座
○講　　師　　レスリー・ウォルター

クラス 時　間（60分） と　き

イ　基礎A 17:00〜18:00
4/27〜8/3
毎週木曜日
各15回

ロ　上級A 18:05〜19:05

ハ　初級A 19:10〜20:10

ニ　中級A 20:15〜21:15

ホ　中級B 12:45〜13:45

4/28〜8/4
毎週金曜日
各15回

ヘ　初級B 13:50〜14:50

ト　基礎B 14:55〜15:55

チ　中級C 16:00〜17:00

リ　基礎C 18:30〜19:30

ヌ　上級B 19:35〜20:35

＊英会話講座レベルチェック相談会＊
�★コース選びに不安な方はレベル相談会にご参加ください。
　 4月13日㊍　14:30〜16:30
　　　　　　　18:30〜20:30
　　　　　　　フロイデ　 1階　IIAプラザ（予約不要）

中 国 語 講 座
○講　　師　　陳　芬慧
○テキスト　　★入門・初級①は、別途テキストの購入が必要となります。

クラス 時　間（60分） と　き

入門・初級① 9:00〜10:00 5/14〜7/23　※除く6/4
毎週日曜日　各10回初級②③ 10:10〜11:10

ポ ル ト ガ ル 語 講 座
○講　　師　　佐藤エリザ・ユカ

クラス 時　間（60分） と　き

初級 13:30〜14:30 5/13〜8/26　※除く6/3
毎週土曜日　全15回

ス ペ イ ン 語 講 座
○講　　師　　ミッシェル桑垣

クラス 時　間（60分） と　き

文化・トラベル 14:40〜15:40
5/13〜8/26　※除く6/3
毎週土曜日　各15回初めてのコミュニ

ケーション 15:50〜16:50

ド イ ツ 語 講 座
○講　　師　　グンター・ウォルター

クラス 時�間（60分・90分） と　き

初級 12:45〜13:45
4/27〜8/3

毎週木曜日　各15回中級（90分） 13:55〜15:25

上級 15:35〜16:35

　今年度より語学講座の充実を図るため、すべての講座は60分（一部90分）授業とし、料金の改定を行いました。
あなたも異文化に触れて、人生を豊かにしませんか。
★ 4 / 9 ㊐ 9 ：30〜11：30　フロイデ多目的研修室にて無料オープン講座を開講します。ぜひ参加してください。
（すべての講座ではありません。言語については、事務局までお問い合わせください。）

■平成29年度前期　犬山国際交流協会主催　語学講座

○受講場所　犬山国際観光センターフロイデ
○対　　象　高校生以上
○申込方法　�窓口、メール、電話（平成29,28年度協会会員

のみ）、往復はがきでお申し込みください。メー
ル、はがきは返信を確認ください。

◦�①講座名②クラス名、曜日③郵便番号、住所④氏名⑤携帯
電話番号、または昼間連絡のつく連絡先⑥協会会員かどう
かを連絡（明記）ください。複数講座受講の際も一枚のは
がき、メールで応募できます。

◦受講料は開講日までにお支払いください。
★事前の窓口でのお支払いにご協力ください。
　（お申込時から随時受け付け可。）
○申込期間　 4月 3日㊊〜20日㊍
○申込・問合せ先
　　犬山国際交流協会事務局
　　〒484-0086　犬山市松本町 4丁目21番地
　　（犬山国際観光センターフロイデ 1 F）
　　℡61-1000　E-mail iia＠grace.ocn.ne.jp
（㊊〜㊎ 9 :00〜17:00まで、㊏㊐㊗、第2・4㊊を除く）

★各クラスとも、定員は20名程度です
★�講師の都合や天候等により、講座、内容が変更する場合
があります

★�一度お支払いただいた受講料は返却できませんのでご了
承ください

★申込締切日までに 5名に達しない場合は閉講とします
　（受講料は返却します）
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秋篠宮さま　日本モンキーセンター視察
　 2月14日㊋、秋篠宮さまは、国際観光センターフロ
イデで開催された動物園技術者研究会に出席するのに
合わせ、日本モンキーセンターを視察されました。セ
ンター内の「リスザルの島」では松沢所長の案内で、
飼育員からリスザルの島の展示の工夫や見どころなど
の説明をお聞きになりました。

JA愛知北からの寄贈
　 2月17日㊎、JA愛知北より「地域・農業活性化活動
助成」による寄付として、二面刈り草刈機、イノシシ
被害対策のためのセンサー付きの箱わな、農地パト
ロール用軽トラック、防災対策用としてのドローンが
市に寄贈されました。これらは、農業振興のために使
用させていただきます。ありがとうございました。

6 歳臼歯たいせつにね！
　 2月23日㊍、城東第 2子ども未来園で 4月から年長
児となる園児とその保護者を対象に、園医や市歯科衛
生士が、6歳臼歯の大切さとむし歯予防のための「フッ
化物洗口」の説明を行いました。
　園児らは「 6歳臼歯」の生える位置を確認したり、
ブクブクうがいの練習をしたりしました。この活動は、
毎年市内の子ども未来園や幼稚園で行われ、年長児は
4月からの 1年間、30秒のうがいをがんばっています。

爽快に駆け抜ける
　 2月26日㊐、第39回読売犬山ハーフマラソンが開催
されました。14の部門に過去最高の9,125人が出場し、
晴れ渡る空の下、内田防災公園をスタートしたラン
ナーらは、犬山城下を駆け抜け、8,507人が完走しまし
た。このハーフマラソンは日本陸上協議連盟公認コー
スで、例年、実業団や大学から有力選手が参加してい
ます。
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■各種相談コーナー（無料）

24

内　容 と　　き と　こ　ろ

市 民 毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：00

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

行 政 4 月28日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階　市民相談室

登 記 4 月12日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階　相談室②

不 動 産 取 引 4 月18日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②

行 政 書 士 4 月26日㊌　13：30〜15：30 市役所 2階　相談室②

弁 護 士 に よ る 法 律
（要予約）

5 月11日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 4月 6日㊍13：00から社会福祉協議会で
　予約受付先着 9人（電話受付のみ）

福祉会館相談室（℡62-2508）
　　　　　　　（℡61-2563）

心 配 ご と 4 月 6 日㊍　13：00〜15：00
　　20日㊍　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

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

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

身 体 障 害 者 4 月 5 日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 4 月10日㊊　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

精 神 保 健 福 祉 士
に よ る 相 談

4 月11日㊋　 9：00〜12：00
　　25日㊋　13：00〜16：00 福祉課相談室

発 達 支 援
（要予約）

4 月20日㊍・27日㊍　※ 3歳〜中学生
① 9：00〜 ②10：30〜 ③13：00〜 ④14：30〜 子ども未来センター（℡61-1295）

ポ ル ト ガ ル 語
ス ペ イ ン 語
外 国 人

毎週金曜日　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

英語・中国語・タガログ語
外 国 人 4 月 7 日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

人 権 4 月19日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

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

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

（℡63-0502）

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

児 童 虐 待 に 関 す る
情 報 提 供

毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：15

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

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

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

弁 護 士 に よ る
消 費 生 活 法 律 4 月21日㊎　13：00〜16：00 市役所 2階　203会議室

※予約は産業課（℡44-0340）

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

労 働 4 月19日㊌　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②
※予約は産業課（℡44-0340）

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

年 金
毎週火・金曜日（㊗除く）
9：30〜16：30
（12：00〜13：00休憩、　受付16：00まで）

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

一宮年金事務所による
年 金 出 張 相 談

5 月25日㊍　10：00〜15：00
（12：00〜13：00休憩） 保険年金課年金担当で受付　※当日先着12人

オ ー プ ン 議 長 室
（議会の市政相談）

毎日（㊏・㊐・㊗と議会会期中は除く）
※要予約

市役所 6階議長室
※予約受付は議事課（℡44-0307）

約束とは何か？
　現在、市民の皆さんから出される
ゴミは、塔野地田口洞の「都市美化
センター」にて焼却処理しています。
この施設を建設する際に、地元であ
る塔野地地区が、受け入れの条件な
どとして、19項目からなる協定書を
昭和53年に市と締結しました。

履行状況は？
　この協定事項の履行状況について、
地元と市との間で認識を一致させる
ため、昨年から区役員の皆さんらと
協議を重ね、総括を行いました。そ
の結果、履行済みが15項目、履行不
可能が 2項目、今後対応が必要とな
るものが 2項目という状況でした。

今後の取り組みは？
　履行不可能な 2項目「総合病院建
設」と「市民プール建設」については、

今後市が整備していくことは困難で
あると説明・謝罪し、ご理解いただ
きました。
　今後対応が必要となる 2項目のう
ち「杉ノ山の排水路整備」は整備を
検討します。「総合グラウンドの整
備」については、昨年市としてもグ
ラウンド整備に向けて案を提示し、
地元と協議してきました。しかしな
がら、地元としては、協定締結時か
ら時代背景も変わり、地域の需要も
変わってきているとの理由で、総合
グラウンドに替わるものを求めたい
とのことでした。
　今後地元でまちづくりを考える組
織をつくり、どんなまちづくりが必
要かを取りまとめていくとの方向で
す。市としては、今後地元と協議を
重ね、地元が望むものと、市として
対応が可能なものとをすり合わせ、
誠意を持って着地点を見つけていき
たいと考えます。

なぜ今か？
　平成18年に、地元から「10年後の
施設移転」が要望されました。これ
に対し前市政では、「平成30年度に他
地域で新施設の供用開始を目指す」
と説明しています。しかしながら、
前市政で新施設建設の解決にめどが

立たなかったことで、過去の説明に
反する結果となりました。新施設の
建設地は、昨年 3月に江南市中般若
北浦地区で決定できましたが、供用
開始は平成37年度予定であるため、
地元へは現施設の稼働延長をご理解
いただかなければいけません。
　現施設の稼働延長にあたり、協定
の総括をせず、曖昧になし崩し的に
進めるのではなく、過去も含め、地
元と正直に向き合う姿勢が重要と考
え、協定の総括を行いました。

全市的なご理解を！
　一般的に嫌悪されがちなゴミ処理
施設について、全市民のゴミを、こ
れまで塔野地地区で焼却処理してき
たことや、もうしばらく稼働しなけ
ればならない状況を踏まえ、地元と
の協定への対応に対し、全市民的な
ご理解をよろしくお願い致します。
　協定締結から約39年が経過し、時
代背景が変わってしまう現在まで、
一部の協定事項を履行してこなかっ
た市側の責任は重く、これをすべて
現市政が背負って、地元住民や全市
民の皆さんと誠実に向き合い、より
良い方向に解決していく覚悟です。

■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

■休日歯科診療　電話受付時間／9：30〜11：30

と  き 病・医院名 電　話

4月 2 日㊐ ないとう歯科� （扶桑町） 0587-93-5500

4月 9 日㊐ かみの歯科� （犬山） 65-4860

4月16日㊐ 佐藤歯科医院� （犬山） 61-0037

■休日（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00

と  き 病・医院名 電　話

4月 2 日㊐ 黒川すこやかクリニック� （犬山）
竹内整形外科クリニック� （犬山）

61-0083
61-7311

4月 9 日㊐ いたつ内科クリニック� （楽田）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

67-6333
67-6868

4月16日㊐ 宮田医院� （羽黒）
こばやし耳鼻咽喉科� （犬山）

67-5566
61-3154

上段は内科系、下段は外科系

■犬山市の人口と世帯（3月1日現在）
人口 74,595　人 （− 146人）
男 37,159　人 （− 75人）
女 37,436　人 （− 71人）
世帯 30,482 世帯 （＋ 332 世帯）

（　 ）は前年同月との比較

※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1000647.html

※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1002705.html

塔野地地区との約束



春の訪れ

楽田原の桃畑。
美しい桃の花と菜の花が
春の訪れを感じさせてく
れます。
3月下旬〜 4月上旬にか
けて見頃を迎えます。

大
おお

平
ひら

　乙
おと

葉
は

ちゃん
（富岡新町）

平成28年 3月26日生まれ

元気で優しい子に育ってね。
乙葉大好きだよ。

加
か

藤
とう

　怜
れん

剛
ご

ちゃん
（橋爪）

平成28年 3月18日生まれ

元気にすくすく
大きくなってね。

市
いちはら

原　早
さ く ら

桜ちゃん
（橋爪）

平成28年 3月29日生まれ

お姉ちゃんたちと
仲良くしてね♡

長
は

谷
せ

川
がわ

　偉
い

風
ぶき

ちゃん
（犬山）

平成28年 3月27日生まれ

元気にすくすく
育ってね！ 
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