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第 5次犬山市総合計画改訂版　重点施策 1 「学びと遊びのまちへ」

活躍の場づくり事業がはじまります！
　第 5次犬山市総合計画は、中間年度にあたる平成28年度に見直し作業を行いました。「可能性の扉を
開く」という視点で、民間活力の導入も視野に入れながら、夢と希望にあふれた、今まで以上に素晴ら
しい犬山市を実現します。
　 3つの重点施策のひとつ目である、「活躍の場づくり事業」について紹介します！

活躍の場づくり事業の背景
重点施策1
「遊びと学びのまちへ」

　若者、女性、高齢者など、市民の誰にも「活躍の場」
があることで、まちはさらなるにぎわいと活力を高
めていきます。また、地域の課題を地域の人が解決
しようとする取り組みが進展することで、地域のつ
ながりを深め、活気に満ちたまちへと向かいます。
　このため、さまざまな市民活動や起業を応援する
とともに、「将来のまちづくりの担い手」育成に努め
ます。加えて、感性を豊かに育

はぐく

む学びや遊びの場と
機会を創出します。

●地域課題を解決するための活動支援
　（市民活動・起業支援）
　事業助成にとどまらず、市民自らが地域の課題解
決に取り組む活動を支援します。加えて、それぞれ
の地域の実情に合い、地域の特色を活

い

かしたまちづ
くりを展開する取り組みを支援します。
　また、起業支援や社会的課題を解決しようとする
コミュニティビジネスの支援を進めます。

●感性を育む学びの場づくり
　（授業改善・犬山の特性をいかした学びのまち実現）
　授業改善を進め、学び合いの授業を充実し、特色
ある学校づくりを進めます。また、これからの時代
を見据え、豊かな感性を育む学びの場づくりを進め
ます。

●「犬山で何かをしたい」人を応援
　（市民活動支援）
　「地域のにぎわいを高めるためにこういうことがし
たい」、「地域の課題を解決するための取組みを進め
たい」、という「犬山で何かをしたい」人の活動を支
援します。

●まちづくりの担い手（若者・女性・シニア）育成
　（市民活動支援）
　若者、女性、高齢者をはじめとして、犬山を支え、
豊かさをもたらす「まちづくりの担い手」育成を積
極的に支援します。

●�人材バンクの構築・運用と「人・モノ等」のマッ
チング支援
　豊富な地域資源（人・モノ）の活用

※�人材バンクの構築・運営を受託する事業者をプロポーザルで選定するため、参加事業者を募集しています。
　�詳しくは、市ホームページ「事業者情報」をみてください。　（http：//www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/
proposal/1004026.htm）

問合　活躍の場づくり事業に関すること
　　　　　地域安全課地域担当（℡44-0346）
　　　犬山市総合計画に関すること
　　　　　企画広報課企画担当（℡44-0312）

人材バンクの構築・運営 活躍の場認定制度テーマ別円卓会議の開催

➡ ➡

人 場×

応援します！あなたの活動。
多様な人と活躍できる場所をかけ合わせることにより「活躍の場づくり事業」を推進します。

　すでに活躍している市民活動団体、ボランティア
の方はもちろん、特に、まちづくりに応用できる技術
や知識を持ち、普段は生業として事業を営んでいた
り、趣味として活動している人を対象として、犬山
のまちづくりに対する多様な思いを集めます。「こん
な技術を使って協力できます」「こんなことをしたい」
など、まちづくりに対する志が目に見える形でつな
がるネットワークを整備し、活発な利活用を通じて、
社会の中での活躍の場を広げます。

　店舗、空き地、自然環境、催事などで、広くまち
づくりにご協力いただける場所や機会を「活躍でき
る場」（＝地域資源）として犬山市が認定します。わ
かりやすく整理、公表することで、所有者や主催者
がまちづくりに貢献したり、資源を活用する、また
は機会を充実させる手段として運用します。

　異業種異分野の、主に次世代のまちづくり人材が
集い、個々が持ち寄るテーマのもと、犬山の未来を
創
つく

る定期的な場づくりを実施します。人材の技術や
知識と、まちの資源を活

い

かして、課題やニーズから
事業性を見出し、実行から改善までのサイクルをモ
デル的に実践します。出入り自由、オープンなスペー
スで、持ち寄った火種（＝まちへのちょっとした思い）
が大きな炎になるような、自由な対話の場を目指し
ます。

例えば買い物支援 ◦共助のネットワーク
◦健康づくり
◦地産地消のまちづくり
　など多様な取り組みが必要

◦企業や事業者とのコラボレーション
◦経営感覚の醸成
◦ソーシャルビジネスとしての起業支援など

無償ボランティア、
補助金頼みの取り組みから
事業としての取り組みの必要性

単体の取り組みから
多様な主体の連携の必要性

さまざまな人が
社会づくりに関わり、

つながる
仕組みの必要性

市民協働の
新たな

ステージへ！

社会の成熟　
地域課題の深化
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●空き家利活用改修費補助
　空き家バンクに 6か月以上掲載されている物件を
改修して利活用する場合の改修費を支援します。
補助率　改修費の 1 / 2
上限額　40万円（公的利用の場合は80万円）

●空き家利活用奨励金
　空き家バンクに 6か月以上掲載されている物件に
居住する人を支援します。
奨励金の額　 3万円

既存の制度
●耐震化の取り組み
　昭和56年 5 月31日以前に着工された木造住宅の無
料耐震診断（予定件数50件）や過去に犬山市が実施
した無料耐震診断等の結果を受け、耐震性がないと
診断された木造住宅の耐震改修などの費用の一部を
補助します。
※木造住宅の耐震改修工事を補助
補助額　上限90万円
※木造住宅の耐震シェルター整備を補助
補助額　上限30万円
※木造住宅の除去工事を補助
補助額　上限20万円

●ふるさと定住促進サポート事業
　犬山市に居住する親世帯と同居または近居する子
世帯に対して、住宅の購入やリフォームの費用の一
部を補助します。
対象者　 1年以上市内に居住する親世帯と同居また

は近居する 1年以上市外に居住する40歳以下
の子世帯

補助対象　市内の一戸建て等の住宅
補助内容　同居の場合 1 / 2 、上限60万円
　　　　　近居の場合、上限20万円
予定件数　同居15件、近居15件

●働きて定住促進サポート事業
　 1年以上市外に居住し、市内の事業所で 1年以上
働いている人がいる世帯に、住宅の購入や新築の費
用の一部を補助します。
補助対象　市内の一戸建て等の住宅
補助内容　上限20万円
予定件数　 5件

●空き家の譲渡所得特別控除
　親から相続を受けた住宅を 3年以内に譲渡した場
合の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
※確定申告に必要な証明書は市役所で発行していま
す。
対象者　①〜⑤の全てに該当する世帯
　　　　①�相続日から起算して 3年を経過する日の

属する年の12月31日までに譲渡したもの
　　　　②�相続開始直前において被相続人の居住の

用に供されていたもの
　　　　③�相続開始直前に当該被相続人以外に居住

していた者がいなかったもの
　　　　④�昭和56年 5 月31日以前に建築された家屋

（区分所有建築物を除く）であること
　　　　⑤�相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸

付けの用または居住の用に供されていた
ことがないこと

譲渡時の条件　①建物の耐震性が確保されていること
　　　　　　　②取り壊して更地になっていること

●各種住宅相談
　住宅改修、空き家、耐震、移住など住宅に関する
相談を無料でお受けしています。
対象者　犬山市民、犬山市に移住を希望する人
対応者　�建築士、宅地建物取引士、司法書士、行政

書士など
日時　予約時に相談

　全ての事業の詳細については、市ホームページや
下記の担当窓口で確認してください。
申請・問合　都市計画課　建築・景観担当
　　　　　　（℡44-0331）

Q1. �市議会をどのように運営
していきますか。

　私にとって、議会改革とは市民
に役立つ機能向上を図るという意
味です。年々活発になってきた議
員同士の議論を、これから議会と
してまとめた意見や、議会の意思
表示、政策提案などにつなげるこ
とが次の一歩です。そうすれば、
議員の皆さんが日頃市民から吸い
上げた意見をさらに市政に反映す
ることができます。

Q2. �行政の長である山田市長
とはどのようにタッグを
組んでいきますか。

　山田市長は16年間市議会議員と
して活躍されてきたので、議会の
重要さがよくわかっています。市

長になられてからもよく議会の意
見を求めてくれるし、議会の意見
を尊重してくれます。だからこそ
冒頭に述べた議会として意見をま
とめることはさらに大事です。こ
の良い関係を活用できれば何より
も市民生活向上につながります。

Q3. �アメリカ出身の議長の目
からみて犬山市議会はど
のように思われますか。

　議会は行政をチェックする機関
であるという意識が強すぎるから
かも知れませんが、少し受け身の
ような気がします。そ
れと市民が意見を言え
る場などがもう少しあ
ればいいと思います。

Q4. �最後に市民の皆さんにひ
とこと

　議会がもっと積極的になるよう
にしたい。市民の皆さんも関心を
持って参加し、一緒にチャレンジ
してほしい。市民に選ばれた我々
議員に責任をもたせ、期待してく
ださい。我々も市民です。市民の
声が届くように我々も頑張ります。

住宅に関する支援制度を拡充しています

7月1日から拡充する制度

　住宅は、衣・食・住と言われる程に生活に密着するものです。市では、住宅に関する支援制度を拡充し、多く
の人が制度を活用することで「犬山に住んでよかった」と思っていただけるまちづくりを進めています。

ビアンキ新議長誕生！議会人事決まる
副議長は中村氏、監査委員に鈴木氏

新議長 就任インタビュー

　犬山市議会は 5月11日、臨時会を開き、役員人事
を決めました。
　議長選挙には、上村良一氏（公明クラブ）、ビアン
キアンソニー氏（清風会）が立候補し、全議員の前
で所信表明演説を行った後、投票によりわずか 1票
差でビアンキ氏が初当選しました（任期は申し合わ
せにより 2年）。翌12日、副議長に立候補した中村貴
文氏（犬山市民クラブ）の所信表明演説が行われ、
指名推選により中村氏が副議長に選出されました。
また議会選出の監査委員には鈴木伸太郎氏（フォー
ラム犬山）が選任同意されました。
　その他、常任、議会運営、各種委員も次のとおり
決まりました。（◎委員長、◯副委員長、敬称略）

●常任委員会（議席順）
総務委員会
　◎上村良一、◯山田拓司、久世高裕、矢幡秀則、
　　中村貴文、岡覚
民生文教委員会
　◎岡村千里、◯柴山一生、柴田浩行、鈴木伸太郎、
　　三浦知里、堀江正栄
建設経済委員会
　◎後藤幸夫、◯玉置幸哉、大沢秀教、市橋円広、
　　𠮷田鋭夫、水野正光、稲垣民夫
●議会運営委員会（議席順）
　◎𠮷田鋭夫、◯柴田浩行、岡村千里、後藤幸夫、
　　市橋円広、久世高裕、三浦知里
●一部事務組合議会議員（議席順）
愛北広域事務組合議会議員
　大沢秀教、岡村千里、𠮷田鋭夫、矢幡秀則、
　三浦知里
尾張北部環境組合議会議員
　大沢秀教、市橋円広、水野正光

副議長　中村貴文氏 監査委員　鈴木伸太郎氏
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催 し

第38回京大モンキー
日曜サロン

　「センス・オブ・ナンバー：動物
たちは数をどう理解しているか」
　さまざまな動物における数の理
解力について、京都大学霊長類研
究所の友永雅己さんにお話しいた
だきます。
日時　 6月25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-mon
key.jp/を見てください。

初心者
グラウンド・ゴルフ教室

日時　 7月11日㊋、 8月22日㊋、
9月12日㊋、10月10日㊋、
各日 9：00〜13：00

場所　羽黒中央公園多目的スポー
ツ広場

内容　グラウンド・ゴルフのルー
ル説明およびクラブの持ち
方、ボールの打ち方指導

対象　市内在住、在勤、在学の人
定員　先着30人
費用　800円
持物　運動のできる服装、タオル、

飲み物、運動靴
申込・問合　 7月 5日㊌までに市

体育協会へ電話またはFax
（いずれも54-1016）で申
し込みをしてください。定
員になり次第終了。

※グラウンド・ゴルフ道具はお貸
しできます。

臨時的任用職員募集
職種　保健師
勤務場所　保健センター
業務内容　母子保健業務（健康診

査、健康教育、健康相談、
家庭訪問等）

応募資格　保健師免許取得者、普
通自動車免許取得者、パソ
コン操作経験者

勤務日数　月21日勤務
勤務時間　 8：30〜17：15
　　　　　（うち休憩60分）
賃金日給　11,360円
　　　（通勤距離 2 km以上は距離

に応じて通勤手当支給）
雇用期間　 7月 1日〜平成30年 3

期間　 7月21日㊎〜 8月31日㊍の
うち15日以上勤務できる人

勤務時間
　　　① 8：30〜17：15
　　　　（うち休憩60分）
　　　② 8：00〜13：00（休憩なし）
　　　③13：00〜19：00（休憩なし）
勤務場所
　　　①東・池野児童クラブ以外
　　　②③東・池野児童クラブ
内容　児童クラブ（学童保育）の

遊び補助
採用人数　30人程度
応募資格　学生もしくは児童クラ

ブに関心がある人
賃金　①　日額6,975円
　　　②　日額4,500円
　　　③　日額5,400円
申込　 6月26日㊊までに履歴書

（指定様式、市ホームペー
ジ、各受付場所にあり）を
持って勤務を希望する児童
館・児童センター、子ども未

月31日
募集人数　 1人
社会保険　加入
雇用保険　加入
申込　 6月15日㊍〜23日㊎に市指

定の履歴書 1通（写真貼付）
を総務課職員担当

　　　（℡44-0302）へ
※市指定の履歴書は、市ホーム
ページよりダウンロードもしくは、
総務課で配布します。
※郵送の場合は、 6月23日㊎（必
着）、必ず返信先住所氏名を記入
した返信用封筒（82円切手貼付）
を同封。
※口利きなどの紹介行為があった
場合は、即不採用となります。
選考方法　書類選考の上、面接
　　　（選考日は 6月27日㊋午前

に予定）
問合　総務課（℡44-0302）

来課へ
※採用面接は 6月29日㊍17：00か
ら市役所2階202会議室で行います。
受付・問合

場　所 電話番号

中央児童館 62-8583

楽田児童センター 68-0519

城東児童センター 62-3554

羽黒児童センター 67-7169

犬山西児童センター 62-3041

東児童センター 67-9350

犬山南児童センター 62-4477

市役所子ども未来課 44-0377

募 集
　市では、市民とともにまちづくりを積極的に進めるために、職員自ら
「犬山市内に居住すること」を推奨しています。この考えに共感し、意
欲とやる気にあふれる人の応募をお待ちしています。

　平成30年 4 月 1 日採用予定の職種や人員などは次のとおりです。
職種・募集人数・受験資格等
【大学卒・短大卒】

募集職種
募集
人数

資格要件
日程

学　歴 年　齢 資格等

行政職
（一般事務）

4人
大学卒＊ 1 平成 2年 4月 2日以降の出生者

＊ 3 A
短大卒＊ 2 平成 4年 4月 2日以降の出生者

行政職
（建築）

1人
大学卒＊ 1
　　　＊ 4

昭和58年 4 月 2 日以降の出生者 ＊ 3 A

行政職
（土木）

1人
大学卒＊ 1
　　　＊ 5

昭和58年 4 月 2 日以降の出生者 ＊ 3 A

保育職 5人
大学卒＊ 1

昭和57年 4 月 2 日以降の出生者
＊ 3
＊ 6

A
短大卒＊ 2

消防職 1人
大学卒＊ 1 平成 2年 4月 2日以降の出生者 ＊ 3

＊ 7
A

短大卒＊ 2 平成 4年 4月 2日以降の出生者

【高校卒】

募集職種
募集
人数

資格要件
日程

学　歴 年　齢 資格等
消防職 1人 高校卒＊ 8 平成 6年 4月 2日以降の出生者 ＊ 7 B

【専門資格枠】

募集職種
募集
人数

資格要件
日程

年　齢 資格等
行政職

（電気主任技術者）
1人 昭和52年 4 月 2 日以降の出生者

＊ 3
＊ 9

A

消防職
（救急救命士）

1人 平成 2年 4月 2日以降の出生者
＊ 3
＊ 7
＊10

A

保健職 1人 昭和52年 4 月 2 日以降の出生者
＊ 3
＊11

A

※採用人数は、退職者数により、若干変動する場合があります。
第 1次試験日・会場
　A日程　 7月23日㊐　会場：犬山市福祉会館
　　　　　（保育職は7月23日の他に、子ども未来園で実技試験を1日間実施）
　B日程　 9月17日㊐　会場：犬山市役所
申込　犬山市職員採用試験受験申込書、受験票（総務課で配布、市ホームペー

ジにも掲載）を持参または郵送で総務課職員担当（℡44-0302）へ
　　　�※貼付の写真 2枚は縦 4 cm×横 3 cmとし、最近 3か月以内に撮影した

ものとする。
受付期間　①Ａ日程　 6月15日㊍〜 6月29日㊍　 8：30〜17：00（㊏㊐除く）
　　　　　②Ｂ日程　 8月 1日㊋〜 8月18日㊎　 8：30〜17：00（㊏㊐㊗除く）
　　　　　※郵送の場合は受付期間最終日の前日の消印まで有効です。
その他　�不正合格を働きかけるといった口利きなど紹介行為があった場合は、

即不合格となります。また、受験要件に必要な資格・免許が取得で
きないときは、合格を取り消します。

平成30年度職員採用に関する内容や申込書等の詳細については、市ホーム
ぺージの「市政情報」の職員採用欄に掲載している募集要項をみてください。
（犬山市役所総務課でも募集要項を配布しています。）

平成30年度市職員の募集
『犬山市の明日のため、市民とともに、情熱を持ってチャレンジできる職員』

＊ 1　大学を卒業または平成30年
3 月までに卒業見込みの人

＊ 2　短大を卒業または平成30年
3 月までに卒業見込みの
人、学校教育法による高等
専門学校、専修学校の専門
課程（修業年限 2年以上で、
課程の修了に必要な総授業
時間数が1700時間以上のも
のに限る。）を修了した人
または平成30年 3 月修了見
込みの人

＊ 3　採用時に普通自動車運転免
許を取得している人

＊ 4　採用時に建築に関する学科
を専攻・履修した人

＊ 5　採用時に土木系の学科を専
攻・履修した人

＊ 6　採用時に保育士資格かつ幼
稚園教諭免許取得または取
得見込みの人

＊ 7　身体強健で次の基準をいず
れも満たしている人

視力　矯正視力が両眼で0.8以上か
つ一眼でそれぞれ0.5以上あ
ること

色覚　赤・青・黄色の識別ができ
ること

聴力　正常であること
その他　本市様式による健康診断

書において就業に支障とな
る異常所見がないこと

＊ 8　高校を卒業または平成30年
3 月までに卒業見込みか高
校卒業程度の学力がある人

※ただし、学校教育法に規定する
大学・短期大学を卒業、または平
成30年 3 月までに卒業見込みの人
は受験できません。
＊ 9　電気主任技術者（第 1種〜

第 3種のいずれかの）免状
を取得している人

※申込時、免状の写しを提出して
いただきます。
＊10　救急救命士法の規定による

救急救命士国家試験の第39
回または第40回により資格
を取得している人、もしく
は同試験の第41回に合格見
込みの人

＊11　保健師免許取得者または平
成30年 3 月までに実施され
る国家試験に合格する見込
みの人

児童館（センター）夏のアルバイト募集
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子ども未来園
職員募集

①臨時的任用職員
職種　保育士
勤務場所　羽黒北子ども未来園
　　　　　楽田西子ども未来園
　　　　　上木子ども未来園
応募資格　�保育士資格かつ幼稚園

教諭免許
勤務時間　 8：30〜17：15
賃金日給　8,560円（通勤距離2 km
　　　　　�以上は距離に応じて通

勤手当支給）
雇用期間　羽黒北子ども未来園
　　　　　 7月20日〜
　　　　　楽田西子ども未来園
　　　　　 8月10日〜
　　　　　上木子ども未来園
　　　　　 9月28日〜

募集人数　各 1人
社会保険　加入
雇用保険　加入
②パート職員
職種　保育士
勤務場所　市内子ども未来園
応募資格　保育士資格
勤務時間　 8：30〜17：15
勤務日数　月10日または11日
賃金日給　�8,630円（通勤距離2km
　　　　　以上は 1日200円支給）
雇用期間　 8月 1日〜
募集人数　若干名
社会保険　なし
雇用保険　なし
①②の共通事項
選考方法　書類選考の上、面接
申　　込　 6月19日㊊〜 7月 7日

㊎までに市指定の履歴書 1
通（写真貼付）を子ども未来
課保育担当（℡44-0324）へ

※郵送の場合は 7月 6日㊍消印有
効。
③パート職員

職種　調理員兼用務員
勤務場所　市内子ども未来園
業務内容　給食おやつの調理業
　　　務、用務員業務
応募資格　特になし
勤務時間　 8：30〜17：15
　　　　　（うち休憩60分）
勤務日数　月10日
賃金日給　8,331円（通勤距離2km
　　　　　以上は 1日200円支給）
雇用期間　�7 月 1 日〜平成30年 3

月31日
募集人数　若干名
社会保険　なし
雇用保険　なし
選考方法　書類選考の上、面接
申　　込　 6月19日㊊〜23日㊎ま

でに市指定の履歴書 1通
（写真貼付）を子ども未来
課保育担当（℡44-0324）
へ

※郵送の場合は 6月22日㊍消印有
効。

消費者問題出前講座
受講団体募集

　振り込め詐欺の巧妙化や還付金
詐欺、悪質な住宅リフォームなど
高額な被害を受ける、消費者トラ
ブルがあとを絶ちません。
　消費者問題への意識を高め、被
害を未然に防ぐ方法を、一緒に考
えましょう。
時間　約 1時間
場所　犬山市内（会場は申込者側

で用意してください）
講師　消費生活相談員
対象　老人クラブ、町内会、子供

会、保護者会、コミュニティ
など 1団体原則10人以上
（少人数の場合、応相談）

費用　無料
申込・問合　産業課（℡44-0340）

さらさくら会
木工クラブ会員募集

　木工造りに興味のある人を募集
しています。主に市民健康館の木
工修理をしています。
日時　毎月第 1・第 3㊍
　　　 9：00〜12：00
場所　市民健康館
問合　市民健康館（℡63-3800）

第6回
緑のカーテン
コンテスト開催

　応募作品は犬山市環境審議会で
審査し、優秀な作品を表彰します。
対象　市内で緑のカーテンを実施

している家庭、事業所等
申込　 8月31日㊍（必着）までに

応募用紙（市ホームページ
からダウンロードまたは環
境課、各出張所窓口で配布）
に必要事項を記入の上、写
真とともに環境課（℡44-
0345）へ※郵送可

町会長会連合会
新役員が決定

　町会長会連合会総会が 5月 8日
㊊に市役所で開催され、今年度の
役員が決定しました。新しい役員
は次の皆さんです。（敬称略）
会長　林謙治（中町）
副会長　福田武文（中三笠町）
　　　　仙石友男（栗栖上）
　　　　�菅沼高志（日の出住宅 3

街区A）
　　　　柴田純尚（ヒルズ入鹿）
会計　平林保良（内田 3区）
監事　�𠮷田金敏（北熊野町）
　　　松田義弘（継鹿尾）
理事　�上田正宣（第 1桜ケ丘）
　　　河田四郎（橋爪上北）
　　　今川誠（もえぎヶ丘 3）
　　　石田猛久（西菊川）
　　　鈴木啓二（堀田第 2）
　　　落合直（倉曽）
　　　森下浩孝（本郷第 1）

　

公平委員会の
委員を選任

　 5月14日付けで犬山市公平委員
会委員に齊木昭

あき

子
こ

さんが選任され
ました。任期は平成33年 5 月13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。
　髙橋美

よし

博
ひろ

、眞野健二（敬称略）

防犯カメラ設置支援
　犯罪抑止および地域の防犯力向
上のため、町内会等の団体が防犯
カメラを設置する費用の一部を補
助します。
対象　町内会、自治会、区、コミュ

ニティ推進協議会等
対象経費　防犯カメラ等の設置費

（維持管理費、電気代、占
用料等を除く）

補助金額　対象経費の2分の1（千
　　　円未満切り捨て）で、上限

50万円
申請期間
　　　 6月 1日㊍〜 7月31日㊊
問合　地域安全課（℡44-0347）
※申込方法など詳細は問い合わせ
てください。

第20回
県介護支援専門員
実務研修受講試験

　介護支援専門員は、介護サービ
ス利用者からの相談に応じて、適
切にサービス利用ができるよう
サービス事業者と調整を図り、介
護（介護予防）サービス計画作成
を行う資格者です。
試験日　10月 8 日㊐
受験資格　県内在住で保健・医療・

福祉の各分野で通算 5年以
上（一部の対象者は10年以
上）の実務経験がある人な

ど
受付期間　 7月12日㊌まで
問合　愛知県社会福祉協議会福祉

人材センター
　　　（℡052-212-5530）
※試験案内・願書は、長寿社会課、
県高齢福祉課、県社会福祉協議会
などで配布しています。

「ライトダウン」に参加
　環境省ではライトアップ施設や
家庭の電気の消灯を呼びかける
「CO 2 削減/ライトダウンキャン
ペーン」を実施しています。
　日常生活の中、いかに照明を使
用しているかを実感し、地球温暖
化問題について考えることを目的
としています。
　このキャンペーンの一環とし
て、市では、以下の日程で夜間照
明の消灯の実施をします。
実施施設　市ホームページを見て

ください
日程　 6月21日㊌、 7月 7日㊎
消灯時間　20：00以降
問合　環境課（℡44-0345）

平成28年度
情報公開請求
個人情報開示請求

情報公開条例運営状況
　①公開請求受理件数　55件
　②公開承諾件数　52件
　（うち一部非公開など　 8件）
　③審査請求件数　 0件
　④審査請求処理件数　 0件

個人情報保護条例運営状況
　①開示請求受理件数　 8件
　②開示承諾件数　 8件
　（うち開示不承諾など　 0件）
　③訂正請求受理件数　 0件
　④審査請求件数　 0件
　⑤審査請求処理件数　 0件
問合　総務課（℡44-0300）

募 集 生 活

齊木昭子さん



10 11広報犬山　H29.6.15号 広報犬山　H29.6.15号

消費者トラブルに
気をつけて

　有料サイトの料金を請求する
メールが届いたので心配になり、
メールを送ってきた業者に電話を
した。すると業者から「約50万円
の未納金がある。今日中に払わな
いと裁判にする」と言われて怖く
なったり、業者に言われたとおり
にコンビニでプリペイドカードを
買い、番号がわかるようにして業
者にファクスしてしまった。支払
う必要があったのだろうか。

●アドバイス
　架空請求やワンクリック請求で
サーバ型のプリペイドカードによ
る支払いを要求されたという相談
が寄せられています。
　業者に連絡することで個人情報
が知られ、さらに請求を受ける可
能性もあります。連絡してはいけ
ません。
　プリペイドカードの番号を教え
ることはプリペイドカード自体を
譲ったことになります。プリペイ
ドカードは匿名性が高いため支
払った金額を取り戻すことは難し
くなります。他人には決して教え
ないようにしましょう。心配なと
きは早めに相談してください。

後期高齢者医療加入者に協定保養所利用料を助成
〜保養所でのんびり過ごしてみませんか〜

　愛知県後期高齢者医療制度に加入している人は、下記の宿泊施設（協
定保養所）に宿泊すると、1泊あたり利用料金が、加入者 1人につき1,000
円安くなります（ 4月 1日から平成30年 3 月31日宿泊分まで、全保養所
合わせて 4回まで）。
　同窓会や仲間での会合など、お得に利用できます。

場所 協定保養所名 電話番号
犬山市 レイクサイド入鹿 67-3811

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

豊田市 豊田市　百年草 0565-62-0100

東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211

田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 0594-42-3330

利用方法　①協定保養所へ電話で申し込む（申し込みの際、「愛知県後期
高齢者医療の被保険者である」と伝えてください）。

　　　�②宿泊当日に「後期高齢者医療被保険者証」を持って行き、宿泊
施設の窓口で保険証を（利用 2回目以降の人は「利用カード」も
併せて）提示する（保険証の提示がない場合は、助成を受けられ
ません）。

　　　③通常料金から1,000円を差し引いた額で支払いができる。
※初めて助成を利用する場合、協定保養所から「利用カード」を 1枚渡
します。このカードで利用回数を確認するので、なくさないでください。
問合　愛知県後期高齢者医療広域連合　給付課（℡052-955-1205）

定員　30人
費用　300円
申込　 6月19日㊊から市民健康館

（℡63-3800）へ（電話可）

選んで楽しく
食事バランスチェック

　 6月は食育月間です。この機会
に食生活を見直してみましょう。
　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、日常の食事が適量でバランス
がよいか確認できます。食生活改
善推進員によるアドバイスも受け
られます。
日時　 6月21日㊌
　　　10：00〜12：00
　　　13：00〜15：00
※受付は終了15分前まで
場所　市民健康館
内容　栄養バランスチェックとア

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

健康なんでも相談
　毎月、市民健康館において無料
かつ予約不要で、市内の医師に気
軽に相談できる健康相談を実施し
ています。
日時　① 6月20日㊋
　　　② 6月27日㊋
※いずれも13：30〜15：00
医師　①木村内科　木村央
　　　②さとう病院　橋本俊幸
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）

75歳のつどいの
案内状を配布します

　対象となる人に 6月中旬から各
地区民生委員・児童委員が案内状
を配布するために訪問します。
対象　昭和17年 4 月 2 日から昭和

18年 4 月 1 日までに生まれ
た人

申込　案内状に同封されている返
信用はがきで、出欠席をお
知らせください。

開催場所　名鉄犬山ホテル
開催時間　12：00〜14：00
開催日
犬山北地区 9月 4日㊊
犬山南地区 9月 5日㊋
楽田地区 9月 6日㊌
羽黒・池野地区 9月 7日㊍
城東地区 9月 8日㊎

問合　長寿社会課（℡44-0325）

　

　

健康講座
健康できれいになるための食生
活。腸を整えて心と体の調和を保
ちましょう。
日時　 7月13日㊍10：00〜12：00
場所　市立図書館
内容　今、話題となっている腸内

環境を整えるための食習慣
や日常生活でのポイントを
学ぶことができる講座で
す。運動はちょっと苦手で
も、健康に興味ある人必見
です。

講師　管理栄養士　佐藤史織
対象　市民

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
問合　℡44-0398
　　　（受付は16：30まで）

●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㊎（㊗除く）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

歯科なんでも相談
　市民健康館において無料かつ予
約不要で、市内の歯科医師に気軽
に相談できる健康相談を実施して
います。
日時　 6月22日㊍13：30〜15：00
医師　安芸歯科医院　安芸義朗
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）

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「お口の中の黒い点」
　食事中に頬を咬

か

んでしまった跡
が、口内炎のようになっていたり、
舌の先がヒリヒリすると思ってい
たらできものができていたり。基
本的に数日で治らなければ、かか
りつけの歯科医院へ相談してくだ
さい。
　頬の内側を咬むことによって赤
黒い血豆のようなものができるこ
とがあります。口の中に黒い盛り
上がりがあり、黒は「闇」のイメー
ジからあまり良くない意味を持つ
ことが多いです。
　この血豆のようなものは、ヘモ
グロビンによる色素沈着で、内出
血による膨らみです。頬だけでな
く唇にできることもあり、思わず
咬んでしまった際、あっという間
に膨らみますが、数日でなくなる
ことが多く、歯科医院でも特別な
治療は行いません。ただ口の中の
黒い点というと、他にも金属など
による色素沈着、メラニン色素の
沈着症といった軽いものから、黒

こく

子
し

と呼ばれる色
しき

素
そ

性
せい

母
ぼ

斑
はん

、悪性の
黒色腫まで、注意を要するものも
あります。
　自分で血豆と判断せずに、早め
に歯科医院に相談しましょう。

『犬山城
総合調査報告書』
一般販売中

　犬山市としてはじめて文献史
学、考古学、歴史地理学、城郭考
古学および建築史学など多角的な
視点から犬山城を調査し、最新の
研究成果をまとめた『犬山城総合
調査報告書』を一般販売していま
す。これを読んで、犬山城の歴史
的な価値を考えてみませんか。

書籍名　犬山城総合調査報告書
費用　3,000円（税込）
販売場所　歴史まちづくり課、犬

山市文化史料館、犬山城管
理事務所

※郵送希望の場合は下記へ問い合
わせてください（送料自己負担）。
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

生 活

健 康

高 齢 者
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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。

環境講座
リサイクル探検隊
参加者募集

　紙類がどこでどのようにリサイ
クルされているか学んでみません
か。
日時　 7月26日㊌12：30〜16：30
場所　①JP資源株式会社（犬山市）

②株式会社エコペーパーJP
（尾張旭市）

対象　小学生以上の市内在住者
※小学生は保護者の同伴が必要
定員　先着27人
申込　 6月19日㊊〜 6月30日㊎ま

市民健康館さら・さくら　各種相談ガイド（7月分）

相　談 日　時 内　容 担　当

①いきいき
　健康相談

4日㊋
13：30〜14：30
19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

4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

19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

19日㊌
13：30〜15：00

薬に関する相
談

スギ薬局
薬剤師
服部美栄子

⑤アルコール
　相談

8日㊏
10：00〜15：00

飲酒に関する
悩み相談

断酒会会員

問合　市民健康館（℡63-3800、Fax65-3080）

でに環境課（℡44-0344　
㊏㊐㊗を除く 8：30〜17：
15）へ

※定員になり次第締め切り。運動
靴、活動しやすい服装、小学生は
帽子を着用（かかとが高い靴、草
履、サンダル、短パン、半ズボン、
スカートでの工場見学はできませ
んので注意してください）

姉妹都市小学生交流
参加者募集

　犬山市では姉妹都市である、富
山県立山町、宮崎県日南市、兵庫
県篠山市と合同宿泊体験を交えた
小学生の交流事業を行っています。
　今年は、日南市と篠山市の小学
生が夏の犬山市を訪問し、犬山市
の小学生が冬の立山町を訪問しま
す。
　『日南市・篠山市の小学生と夏
休みの思い出をつくろう！』
日程　 8月 9日㊌〜11日㊗
内容　犬山国際ユースホステルに

宿泊し、リトルワールド、
犬山城などをめぐります。

対象　市内在住の小学 4〜 6年生
定員　10人程度
費用　10,000円（宿泊費込み）
締切　 7月 7日㊎
説明会　 7月25日㊋（要出席）
※詳細は市ホームページおよび専
用チラシを参照。冬の立山町訪問
は広報犬山12/15号で別途募集し
ます。
問合　観光交流課（℡44-0343）

夏休みロボット塾〈県補助事業〉参加者募集
　レゴブロックを組み立て、プログラミングをしてロボットを動かしてみませんか。『やった！できた！』の感
動から、物づくりの喜びとチャレンジすることの楽しさが体感でき、夏休みの自由研究にもピッタリです。

第 1期（基礎編）全 5回 第 2期（応用編）全 5回

日時
① 7月26日㊌　②31日㊊
③ 8月 2日㊌　④ 7日㊊　⑤ 9日㊌
いずれも 9：00〜12：00

① 8 月16日㊌　②17日㊍　③23日㊌　④24日㊍
⑤30日㊌
いずれも 9：00〜12：00

場所 犬山国際観光センター「フロイデ」内 1階いぬやまICT工房

内容 レゴロボット　製作キットを使ったオリジナルロボット作り

対象 市内在住の小学 4〜 6年生 市内在住の小学 4 〜 6年生で昨年までの受講生
または第 1期受講生

費用 第 1期、第 2期　各500円（資料代）※初回にお支払いください。

定員 第 1期、第 2期　各10人※応募者多数の場合は、抽選で決定します。

申込
6月30日㊎までに参加者氏名、学校名、学年、保護者氏名、住所、電話番
号を記入の上、Eメール　ict_apply@inuyama.netへ
※Eメールの件名は「ロボット塾」としてください。

その他 作成したロボットはお持ち帰りできません。

問合 特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク
（℡62-1888） 9：00〜17：00（㊏㊐除く）

夏休み工作教室
竹笛を作ろう

日時　 7月30日㊐13：30〜
場所　市立図書館　 2階展示室
講師　高林徹雄氏
対象　小学生（低学年以下は保護

者同伴）
定員　先着30組
費用　 1人300円
持物　筆記用具、定規（30cm）、

小刀（持っている人）、水筒、
タオル

申込・問合　 7月 1日㊏〜19日㊌
までに図書館（℡62-6300）

　　　へ（電話申込可）

犬山市特産品協会
体験事業
親子でふれよう

　犬山の特産品について、体験事
業を通して触れてみませんか。
対象　市内在住の小学 1年生〜中

学 3年生と親、兄弟等。友
達同士での参加も可。（た
だし、小学 1〜 3年生まで
は保護者の付き添いが必要）

●犬山焼教室
日時　① 7月24日㊊ 9：30〜11：30
　　　② 8月 9日㊌ 9：30〜11：30
場所　尾関作十郎陶房
内容　①ろくろ体験
　　　②絵付け体験
※ 2日間の参加が必要です。
定員　10人
費用　1,500円

●手作りウインナー教室
日時　 8月 4日㊎10：00〜12：00
場所　㈱サイトウ
内容　無添加ウインナー作り体験

定員　30人
費用　1,100円

●わらび餅＆烏
ウー

龍
ロン

茶葉作り教室
日時　 8月 8日㊋13：30〜15：30
場所　さらさくら調理室
内容　わらび餅と烏龍茶葉作り体

験
定員　20人
費用　1,100円

申込　 7月 3日㊊〜 7月14日㊎
　　　（ 8：30〜17：15）までに産

業課（℡44-0340）へ

健 康

子 育 て
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夏休み
親子下水道教室

日時　 7月25日㊋
　　　午前の部　10：00〜12：00
　　　午後の部　13：30〜15：30
場所　五条川左岸浄化センター
　　　（小牧市新小木 4丁目47番

地）
※直接ご来場ください（駐車場有）
対象　小学 4〜 6年生
　　　（保護者同伴）
内容　顕微鏡による微生物の観

察、下水処理場見学など、
下水道について親子で楽し
く学習します。

定員　各部先着10組
費用　無料
持物　子供用の上履き（大人用の

スリッパは用意します）
申込　 7月 3日㊊から 7月20日㊍

までに五条川左岸浄化セン
ター（℡75-2911　㊏㊐㊗
除く 9：00〜17：00）へ

家族で参加する
水道施設見学ツアー

　水道について関心と理解を深め
ましょう。
日時　 8月 2日㊌
　　　集合　 9：20　解散　16：30
集合　①小牧勤労センター
　　　②稲沢市豊田合成アリーナ
内容　水の歴史資料館（名古屋

市）・鍋屋上野浄水場およ
び旧第一ポンプ所（名古屋
市）の見学バスツアー

対象　尾張水道連絡協議会に所属
する市町村（犬山市含む）
に在住の小学生（ 4〜 6年
生）とその保護者（児童の
みの参加、小学 3年生以下
の児童の参加不可）

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
6 /20㊋、 7 / 4 ㊋
19：00まで

●市民課
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届、
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付
問合　市民課（℡44-0303）

●保険年金課
　国民健康保険、後期高齢者医療
制度の各種届、福祉医療費助成に
関する各種届および支給申請、国
民年金の各種届
問合　保険年金課（℡44-0327）

●福祉課
　障害者手帳、自立支援医療、障
害者手当、障害福祉サービスの申
請
※相談はできません。
問合　福祉課（℡44-0321）

●子ども未来課
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請・各種届
問合　子ども未来課（℡44-0323）

日曜市役所
毎月第 2・第 4日曜日
6 /25㊐、 7 / 9 ㊐
9：00〜12：00
※市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録を行っています。
問合　市民課（℡44-0303）

定員　40人
　　　（応募多数の場合は抽選）
費用　 1人100円（保険料）
※ツアー当日に現金で支払ってく
ださい。
持物　昼食
応募方法　 7月10日㊊（必着）ま

でに参加者全員の住所、氏
名（ふりがな）、年齢、学年、
連絡先（携帯電話可）、希
望する集合場所を明記し、
はがきで申し込んでくださ
い。

申込・問合　尾張水道連絡協議会
事務局（小牧市役所上下水
道部料金課内）へ

　　　〒485-0814小牧市古雅 4丁
目117番地

　　　（℡0568-79-1320）

「不法就労外国人を雇用しないために」
　不法滞在者に対して不法就労を
斡旋するブローカーや就労が認め
られていない外国人を雇用する事
業主が後を絶ちません。
　また、ブローカーや事業主の中
には、不法な利益を得ていたり、
過酷な労働条件の下で働かせてい
る人も多く、外国人労働者保護の
観点からも問題になっています。
　警察ではこのようなブローカー
や悪質な事業主の取締りを強化し
ています。
●事業主の皆さんへお願い
　外国人を雇用する際は以下の 3
点を留意し、就労が認められてい
ない外国人を決して雇わないよう

にしましょう。
①�在留資格および期間を旅券、在
留カード、就労資格証明書等の
原本で確認。

②�留学生等については資格外活動
許可の有無、許可された活動内
容も確認。

③�在留カードで、就労制限の有無
や資格外活動許可を必ず確認。

※不法就労者であることを知らな
くても、在留カード未確認などの
過失があれば処罰の対象となりま
す。
問合　犬山警察署（℡61-0110）
　　　名古屋入国管理局
　　　（℡052-559-2150）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日
6 /25㊐、 7 / 9 ㊐
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）

お詫びと訂正
　広報犬山6月1日号16ページ
高齢者コーナーの「高齢者の
地域で集える場を紹介しま
す！」において、城東地区高
齢者あんしん相談センターの
問合わせ先がもれておりまし
た。ただしくは、℡61-7800で
す。お詫びして訂正します。

第13回
樹の会日本画展

　会員 7人による大小あわせて27
点の日本画（ 6号〜50号）を展示
します。
日時　 6月20日㊋〜25日㊐
　　　 9：00〜16：30
　　　（初日は13：00から最終日は

16：00まで）
場所　南部公民館「市民ギャラ

リー」
問合　柴田（℡090-1233-1499）

ぎゃらりぃ木屋
「二人の創作展」

　手作りの工芸品や洋服など、バ
ラエティのある作品を展示しま
す。楽しんでいただける作品です。
日時　 6月22日㊍〜 6月26日㊊
　　　10：00〜17：00
場所・問合　ぎゃらりぃ木屋
　　　（℡61-0591）

ゆかたの着方
無料講座

　ゆかたの着方の基本と半巾帯の
結び方、アレンジの仕方講座です。
日時　 6月23日㊎、 7月 1日㊏
　　　10：00〜11：30
場所　楽田ふれあいセンター
　　　（畳の間）
対象　女性
定員　先着10人
持物　浴衣
申込・問合　開催日の前日12：00

までに中島美佐子
　　　（ ℡090-3936-0124、Eメ ー

ルnadeshiko_club1122@
yahoo.co.jp）へ

「歌おう虹」
団員募集

　楽しく歌って健康にをモットー
に活動しています。見学お待ちし
ています。
日時　毎月第 2・第 4㊍
　　　10：00〜11：30
場所　しろひがし住宅集会場
　　　（天神町 2）
内容　今年度練習する楽曲は、

「落葉松」「サバの女王」「あ
の鐘を鳴らすのはあなた」
の 3曲です。

費用　月額3,300円
問合　久野（℡090-8863-0084）

　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。

今月の
納税

市民税・
県民税

1期
全期

国民健康
保 険 税

1期

介護保険料 3期
納期限 6月30日㊎

●市税等の納付は口座振替で
　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）

納税通知書の発送
　平成29年度市民税・県民税納税
通知書を 6月12日㊊に発送しまし
た。通知書の内容を確認して、納
期限までに納めてください。
問合　税務課市民税担当
　　　（℡44-0314）

子 育 て 時間外受付市 税 等
納 付 期 限

水道緊急時
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第24回日本画
彩榮会展

　現代日本画作品の小品から50号
サイズまで30点の展示をします。
日時　 6月24日㊏〜29日㊍
　　　10：00〜19：00
場所　清水屋犬山店
　　　 6階イベントホール
問合　伊藤恵以知（℡67-2482）

2017洋画会展
　油彩画、アクリル画、水彩画等
による風景画、人物画、静物が等
で 3〜100号までの作品です。
日時　 7月 4日㊋〜 7月 9日㊐
　　　10：00〜18：00
　　　（最終日は17：00まで）
場所　市立図書館　 2階展示室
問合　中村（℡090-9916-5644）

第10回夏休みこども
カルチャー講座

　 2日間で約30種類の講座を開
講。スポーツ・実験・工作・表
現・文化・プログラミング等に加
え、今年は漫才・自転車安全教室
なども体験できます。

開催日　 7月15日㊏・16日㊐
場所　南部公民館ほか
対象　おもに小学生とその親子
費用　各講座100〜500円
申込　 7月 1日㊏ 9：30より、先

着順にて南部公民館での事
前受付が必要です。

※空きがある講座のみ当日も先着
順にて受け付けます。
問合　NPO法人こどもサポートク

ラブ東海　佐曽利
　　　（℡090-4259-3320）

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。
8月 1日号の締め切りは 6月20
日㊋、 8月15日号の締め切りは
7月 3日㊊。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

市民ゴルフ大会
日時　 7月18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、各自で精算してく
ださい。今回はキャディはつ
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　 6月18日㊐ 9：00より勤労青
少年ホーム2階講習室で受付。

問合　犬山ゴルフ協会
　　　斉藤（℡67-1586）
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
は賞品を授与いたしませんので、あ
らかじめご了承ください。

ジュニアアスリート
育成事業

日時　 7月 8日、 7月29日、 8月26
日の㊏13：00〜17：00

場所　エナジーサポートアリーナ
（市体育館）サブアリーナ

対象　市内年長・小中学生で犬山空
手道会が推薦または承認した
人、あるいは県大会（全日本
空手道連盟）の入賞者

定員　先着30人
費用　1,000円（スポーツ保険含む）
指導者　山口聡孔氏・栗田俊行氏
持物　道着、組手防具一式、タオル、

飲み物
申込　 6月15日㊍から受付。住所・

氏名・年齢・保護者名・電話

番号・学校名を明記して体育
協会事務局（電話・FAX・　
メール可）へ

第23回市民水泳大会
日時　 8月20日㊐ 9：00〜
場所　犬山中学校プール
対象　市内在住・在勤・在学か市内

スポーツ団体に所属している
人

部門　200m（個人メドレー・メド
レーリレー・フリーリレー）
50m・100m（各自由形・背
泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ）

定員　 1人 2種目以内
費用　 1種目200円（当日集金）小

中学生無料
申込　 7月30日㊐15：00までに所定

の申込書（文化スポーツ課・犬
山国際観光センター・フロイ
デプール・勤労青少年ホーム

第40回会長杯　春季グラウンド・ゴルフ大会
日時　 4月25日㊋
場所　木曽川犬山緑地　多目的グラウンド
結果　総合優勝　　　　　男子　青木　勉　　女子　柴田富子
　　　Ⅰゾーン　優　勝　男子　天野　茂　　女子　柴田富子
　　　　　　　　準優勝　男子　衣笠幸治　　女子　山本アイ子
　　　Ⅱゾーン　優　勝　男子　青木　勉　　女子　嶋田和子
　　　　　　　　準優勝　男子　後藤典夫　　女子　今枝澄子

スポーツ少年団「第37回　春季軟式野球大会」
日時　 3月20日㊗、25日㊏
場所　木曽川犬山緑地　野球場
部門　 6年生の部　優勝　木津ブライト　　準優勝　長者町タウン

に設置）に必要事項を記入し、
体育協会事務局（郵送可）へ

ちびっこ水泳教室
日時　Ⅰ期  7 月25日㊋〜28日㊎
　　　Ⅱ期  8 月 1日㊋〜 4日㊎
　　　 8：20〜 9：30
場所　犬山国際観光センターフロイ

デプール
対象　市内在学・在住の幼児（年中

以上）と小学生
定員　Ⅰ期・Ⅱ期ともに小学生各50

人、幼児各10人
費用　4,000円（保険料・入場料を

含む）
申込　 6月25日㊐ 9：00より勤労青

少年ホーム 1階軽運動場で受
付。必ず受講者の保護者が申
し込むこと。定員に達しない
場合は 7月 9日㊐まで体育協
会事務局で受付。

募 集

結　 果1　職員交換派遣事業として、姉妹都市の富山県立山町から松本雄樹さんが派遣されました。
　松本さんは 4月から企画広報課で主に協働によるまちづくりやシティプロモーションに関
する業務を担当しています。
　任期は平成30年 3 月末までの 1年間の予定です。

姉妹都市 立山町との職員交流

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）

　はじめまして。犬山祭からスタート
した犬山での暮らし。仕事面でもさま
ざまな経験をし、犬山のよいところを
少しずつではありますが、確実に自分
の糧にしていけたらと思っています。
よろしくお願いします。
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※日程は19ページをご覧ください。

https://www.inuyama.net/
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親子ふれあい体験教室「昆虫教室」
　 5月14日、犬山里山学センターで親子10組、26人が
参加し昆虫教室が行われました。
　犬山市近郊の里山にも生息するギフチョウの話を聞
き、その後センター周辺の畑のあぜや水路などで昆虫
採集を行いました。午後からの標本づくりでは、用意
されたさまざまな種類のチョウを慎重にピンとテープ
紙で台に固定していました。

ユネスコ無形文化遺産認定書伝達式
　昨年12月に犬山祭を含む全国33の山・鉾・屋台行事
がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを受けて、
5月 4日、富山県南

なん

砺
と

市
し

で認定書の伝達式が行われま
した。文化庁長官から犬山祭保存会の石田芳弘会長に
認定書が手渡されました。

「はっけよい！わんぱく相撲」
　 5月21日、勤労青少年ホーム体育館で小学 1〜 6年
生80人が参加し、わんぱく相撲犬山場所が開催されま
した。
　毎年、一般社団法人犬山青年会議所が主催している
もので、ちびっこ力士たちは行司の「はっけよい！」
との掛け声に勢い良くぶつかり、豪快な技が決まると
会場からは大きなどよめきが起こっていました。
　大会後は、青年会議所会員による特製みそちゃんこ
鍋が振る舞われ、多くの参加者が舌鼓を打ちました

犬山の安全・安心担う
　犬山市消防団観閲式が 5月21日、するすみふれあい
広場で行われ、消防団 6分団と女性消防団合わせて
175人が参加しました。各分団は観閲者である山田市
長らから服装などの点検を受けた後、整列と行進を繰
り返す各個訓練、部隊訓練、分列行進などを行いました。
　消防操法の披露では昨年、県の消防操法大会に出場
した第 3分団が担当。団員はきびきびとした動作で
ホースの接続など準備を進めていき、放水して的を倒
しました。
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■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
と��き 病・医院名 電　話

6 月18日㊐
みどり診療所� （羽黒）

カワムラ整形外科� （楽田）

67-3311

67-1134

6 月25日㊐
木村内科� （羽黒）

山本皮フ科クリニック�（犬山）

67-0008

62-6855

7 月 2 日㊐
結ファミリークリニック� （楽田）

ふなびきクリニック� （城東）

68-3311

62-8811

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

と��き 病・医院名 電　話

6 月18日㊐ 塚原歯科医院� （犬山） 61-4540

6 月25日㊐ 青木歯科医院� （扶桑町） 0587-93-3388

7 月 2 日㊐ 桜歯科クリニック� （羽黒） 67-6600

新着本の紹介（一部）

戦友たちの祭典
森村誠一著

太平洋戦争を生き抜いた男
たちが集結。無限の夢を抱
えて逝った友の無念を晴ら
す！穏やかな余生を送る老
人の元へ、かつての仲間が
現れる。戦友の遺言に導か
れ、彼は修羅の巷

ちまた

へ…。

天の川のラーメン屋
富安陽子著

ラーメンにかかせない特製
ヤキブタを買いにいったシ
ンくん。帰り道、突然現れた
おじいさんにヤキブタをゆ
ずってほしいと頼まれ…。
ラーメンのまめちしきも掲
載。

きょうりゅうたちがけんかした
ジェイン・ヨーレン著

あーあ、けんかになっ
ちゃった。きょうりゅうた
ちは、どうするの？仲直り
したいのに「ごめんね」が
言い出せない子どもたちに
贈る絵本。

一般書
『バグは本当に虫だった』　水谷哲也
『血圧の科学』　毛利博
『救急病院』　石原慎太郎
『騎士団長殺し第 1・第 2部』　村上春樹
『ガーディアン』　薬丸岳
『結婚の嘘』　柴門ふみ
『太陽王ルイ14世』　鹿島茂
『一緒にいてもスマホ』　

シェリー・タークル
『ハーバルガーデン』　槇島みどり
『悪夢に架ける橋』　赤川次郎

児童書（読み物）
【小学校低学年】
『いたずらこやぎと春まつり』
『がっこうだってどきどきしてる』
『里山のヤママユ』
『ねこの町のリリアのパン』

【小学校中・高学年】
『水の森の秘密』
『ふたりユースケ』
『仮名手本忠臣蔵』
『悪ガキ 7　 5』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『くまさん』
『きょうおひさまがでなかったら』
『バムとケロのそらのたび』

夏休み工作教室

　市立図書館では、毎年夏休み中に小学生の子どもたち
を対象とした「夏休み工作教室」を開催しています。
　工作教室を通して、子どもたちに想像力を駆使して作
品を作り上げる喜びを感じてもらったり、親子やお友だ
ちとの交流を楽しんでもらえる機会にしていただきたい
と思います。
　今年度は、「竹笛」作りをする予定です。この機会にご
家族やお友だちと一緒にぜひご参加ください。応募に関
する詳細は、今月号広報の13ページをご覧ください。

●読書会藍の会の一冊「虫のいろいろ」　尾崎一雄　著
　作中の「私」は病気で一日の大半を横になって過ごし
ている。目に入る生き物は、クモ、ノミ、ハチ、ハエといっ
た小さな虫たちで、「私」は、その生態を細かく観察して
いる。
　晩秋のハエは陽の差す間だけ動き回るが、他は天井に
しがみついて動かない。クモはレコードの音楽に合わせ
て足を動かし、踊っているように見える。とじ込められ
たクモは 2か月、半年と何も食べずに生き続ける。
　作者の死生観は、この世に生まれた時から「私」と組
んで二人三脚を続けてきた「死」と虫たちへの愛着に共
通するものがあり、命に対しての執着と限界を感じさせ
る作品である。

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

　犬山市は国内だけではなく、海外
にも姉妹・友好都市があり、国際交
流に力を入れています。ドイツにも
友好都市があることを知っている人
も多いと思いますが、名前まで覚え
ている人はいるでしょうか？ザンク
ト・ゴアルスハウゼン（以下ザンク
ト）という所で、ドイツの南西部に
位置し、人口約1300人のとても小さ
な町です。
　ザンクトはライン渓谷中流上部の
地域にあり、その地域は建築物や景
観が優れているとして世界遺産に登
録されています。この地域では、ラ
イン川の左右に古いお城がたくさん
あります。また、この地域の特産品
にワインがあり、ザンクトはリース
リング種のワインが有名でとてもお
いしいです。そして水面から130mほ
ど突き出たローレライという岩山が

あり、全長1230kmのライン川の中で
一番川幅が狭いため、流れが速く、
昔から多くの船が遭難しました。そ
こからローレライの伝説が生まれた
そうです。その伝説は知っています
か？多少内容の異なる伝説がいくつ
か存在しますが、有名なのは、金髪
の美しい乙女が岩の上に座って、髪
を梳

と

かしながら美しい声で歌を歌っ
ていました。岩山を通りかかった船
の船長はその姿に夢中になり、岩と
ぶつかって船が沈没したという話で
す。ザンクトは「ローレライの町」
とも呼ばれ、ローレライ代表として
選ばれる女性もいます。
　犬山とザンクトの繋

つな

がりは、昭和
35年に始まりました。その年の 4月、
犬山周辺の木曽川を望む景観を「日
本ライン」と名付けた地理学者、志
賀重

しげ

昴
たか

氏の記念碑とともに、ドイツ
より寄贈された「ローレライの石」
の碑が木曽川河畔に建立されまし
た。そして平成 3年、当時のミス・
ローレライ一行が犬山を訪問した際
に、ザンクトから友好都市交流の提
案があり、平成 4年 6月 1日に友好
都市提携を締結しました。つまり締
結されてから25年も経ちました！こ
の25年間、お互いに手紙を送ったり、
訪問し合ったり、とても交流の盛ん

な友好都市関係が続いています。
　私は小さい頃からライン渓谷中流
上部の地域とローレライを知ってい
ましたが、ザンクトに初めて行った
のは犬山での仕事を始めてからで
す。今まで、青少年海外派遣事業で
2回、そして犬山市主催のスタディ
ツアーで 1回、全部で 3回訪れまし
た。行くたびに、市民が温かく歓迎
してくださり、忘れることのできな
い素敵な訪問になります。犬山の皆
さんとの深い絆があり、「さすが友
好都市だな」と強く感じました。次
の訪問がとても楽しみです！いつ
か、夏の時期にもハイキングをしに
行きたいです。お城が見える素敵な
ハイキングコースがたくさんありま
す。
　皆さん、ザンクト・ゴアルスハウ
ゼンに行ったことがありますか？も
しなければ、ぜひお勧めです！今で
も岩山からローレライの素敵な歌声
が聞こえるかもしれませんよ〜。

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

15日㊏　「おはなしぼっくす」おはなし会� 11：00〜

22日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜

30日㊐　「夏休み工作教室」� 13：30〜

図書館
だより

図書館まめ知識

「友好都市ザンクト・ゴアルス
ハウゼン提携25周年」
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ローレライ岩の上に座っているミス・ローレライ

昨年度の工作教室

■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（右上）を読込んで
ください。
　t-inuyama-anshin@sg-m.jp（空メール用送信アドレス）
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　天正20（1592）年 2月、文禄の

役を控えて豊臣秀吉の前で徳川家

康軍の馬揃えがおこなわれました。

成瀬正成は美しい装束を身にまと

い、頭には唐
とう

犬
けん

頭
ず

巾
きん

をかぶり、黒

馬に紅色の沓
くつ

を鞍につけて行進し

ました。この正成の姿が秀吉の目

レーターをはじめとするスタッフ
が調査研究をおこない、霊長類に
ついて、動物について来園者に学
んでもらえるよう、教育普及活動
に取り組んでいます。
　博物館で学習するメリットは、
「本物」から学べるということです。
動物園であれば、生きた動物や標
本を観察することで、動物への理
解が深まります。学校の授業もそ
うです。教科書だけで学ぶより、
本物から学んだ方が実感できるで
しょう。学習指導要領でも博物館
等の活用が推奨されています。
　犬山市の子どもたちに、本物を
通じて動物のことを学んでほしい。
そんな思いを共有できた先生たち
と一緒に、10年以上にわたって授
業づくりに取り組んできました。
読者のみなさんの中にも、日本モ
ンキーセンターで学んだ思い出を
おもちの方がいるかもしれません。
　その犬山市内の学校との連携が
今年度、大きく発展します。今年

度から、市内の小学 4年生と中学
校の 2年生または 1年生の全員が、
日本モンキーセンターで理科の学
習をすることになりました。以前
はなかなか市内の子どもたち全員
とはいきませんでしたが、ついに
みんなに学びを届けられるように
なったのです。
　小学 4年生は 5月と 6月に来園
する予定です。骨と筋肉のはたら
きを学ぶ授業で、実際に動いてい
るサルたちを見学し、その体を支
えている骨を標本で観察します。
子どもたちが本物だからこその感
動を味わってくれるよう願ってい
ます。

　日本モンキーセンターは博物館
です。世界最多、60種以上の霊長
類を飼育し、世界有数の標本コレ
クションを収蔵しています。キュ

にとまり、側の者に名前と身分を

問いました。成瀬小吉（小吉は正

成のこと）という武士で石高は 4

千石ですと答えると、秀吉は自分

に仕えるなら 5万石与えるといい

ました。

　その後、家康は正成に自身の出

世のためにも秀吉に仕えるのが良

いのではないかと話したところ、

正成は涙を流しながら、身命をか

けて家康に仕えているのに、自分

の利益のために主君を捨てるよう

なことはできません。どうしても

秀吉のもとへ行けというのであれ

ば切腹しますと言ったといいます。

　このエピソードをもつ正成は忠

誠心の高い武士の鑑
かがみ

として、明治

や大正時代に発刊された本でも紹

介されています。

　唐犬頭巾は正成の家臣である近

藤伊吉が作成したものです。正成

の長男、成瀬正虎は黒馬の馬上姿

で唐犬頭巾をかぶった肖像画を狩

野探幽に描かせています。また、

大正 2（1913）年発行の絵葉書に

も成瀬正雄（ 9代成瀬正
まさ

肥
みつ

の長男）

の着用姿をみることができます。

唐犬頭巾は成瀬家の家宝として現

在まで大切に伝わっています。

犬山城白帝文庫　学芸員 寺岡希華

「学校と連携した
授業づくり」

正成、秀吉に
スカウトされる

（公財）日本モンキーセンター

　主席学芸員　高野　智
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　犬山城白帝文庫蔵
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