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みんなで進める安全・安心なまちづくり

ザ・朝市オブ犬山（7月23日開催）
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特集

　住み慣れた地域や家庭で、安心して暮らし続けることは、住民誰もの願いです。
　そのために、私たち自身ができることは何でしょうか？また、地域の人で共に支え合い助け合いながら行える
ことは何でしょうか？
　市では、犬山警察署と連携し、各地区の学校や事業所、市民の皆さんと一体となって各

おの

々
おの

の地域の防犯活動を
行い、自分の身は自分で守る「自助」や、地域で互いに助け合う「共助」の精神で誰もが安全に安心して暮らせ
るまちづくりを進めています。

●防犯対策には、地域の「住民の目」が有効です！
　平成28年は 1月から12月までに市内で街頭犯罪が188件発生しました。その中でも、住宅への侵入による盗難
や自転車盗難が目立ち、特に人が集まる駅やその周辺での発生が多くなっています。住宅には補助錠やセンサー
ライトの設置、自転車盗難にはツーロックや見通しの良い駐輪場を選ぶなどの方策が有効です。
　また、不審者は人に見られることを嫌います。「隣近所の人の目＝住民の目」こそが、住宅への侵入盗（空き巣、
忍込み、居空き）などの犯罪を防ぐことにつながります。旅行など長期で家を留守にする時は、隣近所に伝えて
おくことが犯罪の抑止となります。お互い様という心で地域を見守りましょう。

　街頭犯罪とは、住宅への侵入盗（空き巣、忍込み、居空き）も含め主に道路や公園、駐輪場、駅など戸外で
起きる犯罪で、侵入盗、ひったくり、自動車盗、オートバイ盗、自転車盗、部品ねらい、車上ねらい、自動販
売機ねらい、強盗、恐喝の10の罪種のことです。
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犬山北 114 44 2 2 4 3 1 28 3 2 1

犬山南 30 8 2 2 1 1 1 2 1

犬山東 29 11 4 4 2 2 2 1

犬山西 25 13 3 3 1 2 4 3

城　東 48 20 8 5 3 2 1 6 1 1 1

今　井 4 1 1

栗　栖

羽　黒 62 37 5 4 1 3 1 1 17 7 1 2

楽　田 78 44 4 3 1 7 1 2 21 7 2

池　野 22 10 3 3 1 1 3 2

合　計 412 188 31 26 4 1 21 2 9 4 83 23 6 9 0 0

※この表に示す「学区」は犬山警察署管内の区域によるものです。

●効果的な防犯活動のための連携の強化
　・�地域の防犯力を強化するために、市やコミュニティ推進協議会などの地域住民により、青色回転灯を装備し

た自動車（青パト）による防犯活動を行っています。

●安定した活動を支える基盤づくり
　・�地域住民（町内会、自治会、区、コミュニティ推進協議会等）による自主活動に対する支援として、青パト燃

料費を補助しています。（専用車＝実費の半額、左記以外は実施距離 1㎞につき15円で算出された金額の半額）
　・�市内駅周辺（ 7か所）や各駐輪場（ 9か所）で全20基の防犯カメラを設置しています。
　　�街頭犯罪の抑止に加え、犯罪が発生しても防犯カメラの解析から犯人の検挙に結び付く可能性が高くなるこ

とが期待されます。

●安全・安心啓発活動
　・�市内小学校のスクールガードの皆さんや交通指導員、地域の保護者の協力により、通学路の安全・安心に努め
ています。

　・�各季の交通安全運動期間中（年 4回）に各地区町内会、犬山警察署、市職員と連携を図り、交通量の多い朝の通勤
時間帯に市内の横断歩道や交差点で「交通安全啓発」となる交通安全地域総ぐるみ街頭大監視を行っています。

▲交通指導員と民生委員児童委員の協力による登校時
　見守り活動・犬山南小学校区（万願寺交差点付近）

▲交通指導員と地域の保護者の協力による登校時
　見守り活動・犬山西小学校区（上野橋西付近）

みんなで進める安全・安心なまちづくり
犯罪のない地域にしよう

〜「住民の目」が私たちを守ってくれる！〜

学区別の犯罪の発生状況（平成28年 1 〜12月）� （単位：件）

●「地域の安全・安心」活動の成果
　楽田地区コミュニティ推進協議会の青パトは、現在 2台目です。
この車は、地域の企業さんからの協賛金で購入しており、13年に及
ぶ防災・防犯部会の活動が「地域」で認められた証しです。楽田地
区全域をコミュニティ会員で「朝・昼・晩」にほぼ毎日パトロール
に出かけ、子どもたちの通学時の見守りや地域の防犯に努めています。
　「おはよう・いってらっしゃいの声掛け」が地域のコミュニケー
ションを深め、意義ある活動となっています。

▲楽田地区コミュニティ推進協議会、森岡会長（右）と鈴木副会長（中）、小澤副会長（左）

●放置自転車をなくそう
　市では、自転車と原動機付自転車の放置を防
止し、交通の円滑化、都市の美観の維持および
市民の良好な生活環境を確保するため、「犬山
市自転車等の放置の防止に関する条例」を制定
しています。
　駅や道路などに放置された自転車等につい
て、移動の指導や撤去・保管、その手数料徴収
などを行っています。

▲放置自転車には、注意喚起のタグを取り付けます。
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問合　地域安全課交通・防犯担当（℡44-0347）

犯罪に巻き込まれないために〜できることから始めましょう〜
街頭犯罪等 抑止方策例

侵入盗

補助錠、防犯フィルムの活用
防犯カメラ、センサーライト等の設置
事務所、店舗等に現金を保管しない
防犯宣言プレート「現金、貴重品は保管していません」の掲示

住宅対象侵入盗
補助錠、防犯フィルムの活用
防犯カメラ、センサーライト等の設置
不在を悟られない対策（室内灯の点灯、ラジオ）

ひったくり
かごネットの利用
防犯ブザーの活用
明るい道を通行する

自動車盗

ハンドルロック、タイヤロック、シフトレバーロック等の活用
イモビライザー、カーセキュリティ等の設置
防犯カメラ、センサーライト等の設置
駐車場を明るくする

オートバイ盗・
自転車盗

ツーロックの実施
見通しの良い駐輪場の利用

部品ねらい
ナンバープレート盗難防止ネジ、バッテリー盗難防止ネジ等の活用
防犯カメラ、センサーライト等の設置
駐車場を明るくする

車上ねらい
車内に荷物を置いたまま車から離れない
防犯カメラ、センサーライト等の設置
駐車場を明るくする

自販機ねらい 現金のこまめな回収
警報機の設置

特殊詐欺 被害防止機能付き電話機の設置
留守番電話の設定

●地域住民を守るための情報の提供
　・警察からの情報提供を基に、メール配信サービス（犬山市安心情報メール）で防犯情報を配信しています。
　　携帯電話やパソコン等で利用するメールアドレスを登録して利用してください。

【メール配信情報の種類】
　①防犯情報（不審者、犯罪、不審火など身のまわりで起きている犯罪等の情報）
　②高齢者見守り情報（徘徊高齢者の情報など、地域で高齢者を見守るための情報）
　③防災情報（気象警報のほか、避難勧告等災害時緊急情報、その他防災に関連する情報）
　　※気象警報情報や避難情報は、色付きメールで情報を配信します。

【登録方法】
　①�携帯電話で登録するには、右上のQRコードをカメラ付き携帯電話で読み取るか、下記の「空メール用ア

ドレス」を直接入力して空メールを送信してください。
　　空メール用アドレス　t-inuyama-anshin@sg-m.jp
　②折り返し登録案内のメールが返信されてきますので、案内に従って登録してください。
　　※メールの受信拒否設定によっては、返信メールが受信できない場合があります。

催 し

さくら工房
ミニ作品展

　さくら工房講師によるミニ作品
展を開催します。10月から開催す
るさくら工房後期教室で実際に作
成する作品を展示しますので、申
し込みの参考にしてください。
日時　 8月25日㊎〜 9月 1日㊎
　　　 9：00〜17：00
　　　最終日は14：00まで
場所　楽田ふれあいセンター
問合　市民健康館（℡63-3800）

第40回京大モンキー
日曜サロン

　「−霊長類版−『iPS細胞』を使っ
てできること」
　今話題の霊長類の「iPS細胞」
について、京都大学霊長類研究所
の今村公

まさ

紀
のり

先生にお話しいただき
ます。
日時　 8月27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。

精神障害者
家族会講演会

〜「親亡き後」に備えて〜
　親が元気なうちに解決できるこ
とをみんなと一緒に考えましょう。
親亡き後のあなたも安心。
日時　 9月 2日㊏13：30〜16：00
場所　江南市民文化会館 2階

　　　第 1会議室
講師　堀場洋二氏
　　　（NPO法人愛知県精神障害

者家族会連合会前副会長）
費用　無料
対象　精神障害者の家族、当事者
問合　犬山しらゆり会
　　　市岡（℡67-4010）

身体障害者社会見学

日時　 9月17日㊐ 8：30〜17：30
※雨天決行　警報発令時は中止
内容　琵琶湖周遊
対象　市内在住の身体障害者とそ

の家族介護者
定員　80人
費用　3,000円
申込・問合　 9月 1日㊎15：00ま

でに、市身体障害者活動セ
ンターふれんど（℡61-8008）

　　　か、最寄りの身体障害者福
祉協会役員へ

※リフト付きバス有り

犬山祭囃
はやし

子活性化
のための無料講習会

　笛方�福原寛
かん

氏、笛師�藍
らん

山
ざん

氏を
招き、犬山祭の囃

はやし

子に使われてい
る能管・草笛の基礎や祭囃子の伝
承のあり方について学習する講習
会（全 4回）を開催します。
日程　第 1回　 9月16日㊏
　　　第 2回　10月 7 日㊏
　　　第 3回　11月 4 日㊏
　　　第 4回　12月16日㊏
時間　10：30〜（第 4回は13：30〜）
内容　第 1回　横笛の基礎その 1
　　　①能管で手組（晒

さら

し）を吹
く

　　　②草笛（篠笛）でわらべ歌、
子守唄などを吹く

※実際に能管、草笛（篠笛）で古
典的な簡単な楽曲を演奏します。
【共通事項】
場所　フロイデ 2階多目的研修室
対象　どなたでも

持物　なし
※横笛を持っている人は持ってき
てください。
定員　各回先着30人
申込・問合　 8月末日、市文化遺

産活用実行委員会事務局山
田（℡090-1479-7531、また
はEメールnem2-kaho@do

　　　como.ne.jp）へ
※本事業は文化庁文化遺産総合活
用推進事業を活用しています。

さくら工房前期教室
作品展

日時　 9月 8日㊎〜10日㊐
　　　10：00〜18：00
　　　最終日は16：00まで
場所　さら・さくら交流ホール
内容　前期受講生の作品を展示
問合　市民健康館（℡63-3800）

　 犬健チャレンジ
協賛事業所大募集

　市民が健康づくりに取り組むた
めの応援事業として「犬健チャレ
ンジ」を実施しています。一定の
ポイントをためた人の中から抽選
で賞品を差し上げるために、協賛
品を提供いただける事業所を募集
しています。
　提供いただいた協賛品は市ホー
ムページで紹介します。
※犬健チャレンジの事業内容につ
いては5月 1日号をみてください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

QRコード

募 集
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募 集 フィットネス「フロイデ」スイミングスクール
平成29年度後期受講生（10月〜3月）募集

募集クラス（全20回）

クラス（対象） 定員 曜日 時間 内容

ベビー
（満 6か月〜 3歳） 各20組 ㊋㊎ 11：00〜12：00

子ども 1人につき、保護者 1人の参加が必
要です。親子でコミュニケーションを図り
ながら、水慣れをします。

ジュニア
（平成26年 4 月 1 日
以前生まれ〜小学校
6年生）

各25人

㊋〜㊎

15：30〜16：30
※ 3 歳（年少児）〜
年長児

四泳法を身につけることを目標とします。
レベルに応じてグループに分かれて実施し
ます。 3か月に 1度進級試験を行います。

各50人

16：30〜17：30

17：30〜18：30
※小学生のみ

各30人 ㊏

10：30〜11：30
※小学生のみ

11：30〜12：30
※ 3 歳（年少児）〜
小学 3年生

14：00〜15：00
※ 3 歳（年少児）〜
小学 3年生

15：00〜16：00
※小学生のみ

成人
（満18歳以上）

30人 ㊌ 11：00〜12：00 四泳法を身につけることを目標とします。
人数やレベルに応じてグループに分かれて
実施します。各25人 ㊋〜㊍ 19：30〜20：30

体力増進
（満18歳以上） 各20人

㊋ 13：30〜14：30 水中でウォーキングや道具などを使って運
動し、健康維持、向上につなげます。㊍ 11：00〜12：00

ソフトスイム
（満18歳以上） 20人 ㊍ 13：30〜14：30 ゆっくりしたペースで泳ぎを覚え、健康増

進につなげます。

受講料　口座振替で毎月 6日に4,320円（現金での会費の納入はできません）
申込　 8月15日㊋〜27日㊐にスイミングスクール受講申込書（フィットネス「フロイデ」受付にあります）に記

入し、フィットネス受付に提出してください。（電話申し込み不可）
※申込人数の発表は 8月29日㊋市ホームページ、フィットネス受付で行います。（電話問い合わせ不可）
希望クラス変更期間　 8月29日㊋〜 8月31日㊍
※提出されている希望クラスの変更のみ受け付けします。（電話変更不可）
公開抽選　申し込みが定員を超えるクラスは、 9月 2日㊏ 9：00よりフィットネス受付で公開抽選を行います。
結果発表　 9月 2日㊏にフィットネス受付で行います。市ホームページについては、 9月 5日㊋までに発表しま

す。受講が決まった人は、 9月 2日㊏から10日㊐18：00までに必ずフィットネス受付へ来てください。
※初めて受講する人は手続きのため、 9月 5日㊋から10日㊐18：00までに、会費 2か月分（4,320円× 2）と、口
座振替を行う金融機関の通帳と届出印を持参してください。ベビー、ジュニアクラスは必ず保護者が手続きして
ください。
問合　犬山国際観光センター　フィットネス「フロイデ」（℡61-7272）
　　　（第 2・ 4㊊休館、営業時間㊊〜㊏10：00〜21：30、㊐10：00〜19：00）

事業名 開催日 会場 部門 参加料 申込期限 備考

クレー射撃
8/6㊐

関国際射撃場
スキート 1種目 200円

(当日)
当　　日
現地申込10/22㊐ トラップ

サッカー 8/27㊐〜
�10/1㊐

羽黒中央公園(ハグスポ)
多目的スポーツ広場

一般男子Ａ
一般男子Ｂ(40歳以上)

1ﾁｰﾑ�4,000円
(体協事務局) 8/20㊐ 雨天決行

バドミントン 9/10㊐ エナジーサポートアリーナ
(市体育館)

一般男子ダブルス　�
一般女子ダブルス�　

1人 600円
(当日) 9/3㊐

ソフトテニス
9/16㊏

山ノ田公園テニスコート

中学男子(団体・個人)
中学女子(団体・個人)� 無料 - 雨天予備日

9/23㊗

10/1㊐ 一部(一般男子・高校生)
二部(女子・シニア)

1組 400円
(当日) 9/24㊐ 雨天予備日

10/22㊐

弓道 9/17㊐ 市弓道場 一般(男・女)　��　　　　
学生(男・女)��

1人 200円
(当日) 9/10㊐

ソフトボール
9/17㊐･24㊐

山ノ田公園野球場
エナジーサポートグラウンド

一般男子 1ﾁｰﾑ 4,000円
（体協事務局） 9/3㊐ 雨天予備日

10/1㊐

12/2㊏ 中学生女子 無料 10/22㊐ 雨天予備日
12/9㊏

卓球 9/24㊐ エナジーサポートアリーナ
(市体育館)

一般(男・女)
ベテラン(男・女)

1人 200円
(当日)

9/17㊐
中学2年(男・女)�
中学1年(男・女) 無料

テニス 10/8㊐ 山ノ田公園テニスコート
一般・壮年男子ダブルス 1組 1,000円

(当日) 10/1㊐ 雨天予備日
10/15㊐一般・壮年女子ダブルス

ハイキング 10/22㊐ 位山(高山市) 一般 1人 5,000円
(当日)

9/17㊐9:00〜
申込開始

1人2名分まで
申込可
定員40人

バウンドテニス 10/22㊐ エナジーサポートアリーナ
(市体育館)

ダブルス団体戦 1人 300円
(当日) 10/15㊐

ジュニア(男・女) 無料

バレーボール
10/29㊐ エナジーサポートアリーナ

(市体育館)
一般女子(1・2部) 1ﾁｰﾑ 3,000円

（当日） 10/15㊐
一般男子

未定 犬山中学校・南部中学校 中学生(男・女) 無料 未　定

剣道 11/5㊐ 市武道館��
剣道場

小学生低学年・高学年�
中学生(男・女) 無料 10/15㊐

バスケット
ボール

11/25㊏

エナジーサポートアリーナ
(市体育館)

中学生(男・女)
無料

-

12/10㊐ 小学生(男・女) 11/24㊎

1/7㊐ 一般(男・女) 1人 200円
(体協事務局) 12/3㊐

グラウンド・
ゴルフ 11/25㊏ 木曽川犬山緑地

多目的グラウンド

ゴールド(男・女)
シルバー(男・女)
ブロンズ(男・女)����

1人 500円
(体協事務局) 11/5㊐ 雨天予備日

11/27㊊

ゴルフ 12/11㊊ 犬山カンツリー倶楽部 一般、シニア・レディース 1人 200円
(当日)

11/12㊐〜
申込開始 プレー代実費

水泳 1/8㊗ フィットネスフロイデ
温水プール

各種目競泳25m
100m個人メドレー

500円+
1種目200円
（当日）

11/26㊐

スキー 1/28㊐ モンデウス飛騨
位山スノーパーク

男子(�60歳以上・50歳以上・
　　　40歳以上・40歳未満)
女子　スノーボード
　　　ジュニア(男・女)

1人 1,000円
(当日)

1/4㊍〜
1/14㊐

マラソン 2/11㊗ 犬山市内 一般・高校・中学・小学生 500円〜
2,200円

12/1㊎〜
12/22㊎

参加料は部門
により異なる

〈代表者会議〉� ○サッカー： 8月23日㊌19：30〜エナジーサポートアリーナ（市体育館）
� ○ソフトボール： 9月 9日㊏19：00〜市勤労青少年ホーム
� ○バスケットボール小学生（男・女）：11月25日㊏19：30〜エナジーサポートアリーナ（市体育館）
� ○バスケットボール一般（男・女）：12月23日㊗19：30〜エナジーサポートアリーナ（市体育館）

問合　市体育協会（℡54-1016　市勤労青少年ホーム 1階）平成29年度秋季スポーツ市民大会
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警察署だより

さくら工房　平成29年度10月〜3月　後期受講生募集
〜物づくりを通して健康と生きがいづくりや世代間の交流をしませんか〜

受講時間　 9：30〜11：30
※ただし犬山焼（後藤教室）、ろくろ専科教室　10：00〜12：00、後藤夜間A・B教室　19：00〜21：00
受講者決定　受講者が定員を超える場合は①市内の人②初めて受講される人③本年度65歳以上の人の優先順位
　　　で決定します。（同一条件で定員超の場合は抽選を行います）結果は、はがきで 9月下旬に通知します。
その他　◎市外の人の受講料はプラス2,000円です。
　　　　◎受講料は10回分の金額です。（生け花教室のみ 6回分）
　　　　◎☆マークのついた 5教室は、材料費が別途必要です。
　　　　◎応募人数が少数だった場合、その教室を取りやめる場合があります。
　　　　◎コミュニティバスを利用して、教室を希望される人は相談してください。
申込・問合　 9月 1日㊎〜11日㊊（締切厳守）までに市民健康館さら・さくら（℡63-3800、㊏㊐除く、 8：30〜

17：00）へ

教室名 内容 定員 受講料 曜日

犬
山
焼
陶
芸

尾関教室
犬山焼の窯元による陶芸を基礎から学ぶ教室です。
手ひねりからろくろまで幅広く学べます。
（湯のみ・茶碗・花器など）

12
9,000

第 1・3 ㊋10月 3 日〜

後藤教室 第 2・4㊋10月10日〜

尾関（金）教室 第 1・3㊎10月 6 日〜

後藤夜間A教室
就労者向けの夜間陶芸教室です。

第 1・3㊌10月 4 日〜

後藤夜間B教室 第 2・4㊌10月11日〜

ろくろ専科教室 ろくろを使用した陶芸教室です。 10 第 1・3 ㊏10月 7 日〜

レザークラフト教室
（革細工）

革をカットした後染色、縫合し、めがねケース・キーホ
ルダーなどを制作。

12
8,000

第 1・3 ㊋10月 3 日〜

絞り染物教室 草木染でハンカチ・テーブルセンターなどを制作。 第 1・3㊍10月 5 日〜

ステンドグラス教室 光を通して色ガラスが輝く写真立。万華鏡などを制作。 第 2・4㊎10月13日〜

トールペイント教室 身近な小物にペイント装飾を施しオリジナル作品を制作。 第 1・3㊌10月 4 日〜

デコパージュ教室 好みの絵柄を貼ったり色付けしたりして小物や壁掛けな
どを制作。 第 2・4㊍10月12日〜

おもちゃの科学教室 おもちゃの制作を通しておもちゃの不思議にふれてみま
しょう。

☆2,000

第 2・4 ㊋10月10日〜

生け花教室 季節の花を通じて癒やしの心を持ち、楽しみながら生け
ましょう。 10 第 1・3 ㊎10月 6 日〜

刺繍教室（戸塚刺繍） 小物や布に刺繍を施し、オリジナル作品を制作。 12 第 2・4 ㊍10月12日〜

切り絵教室 図案を切り抜き、色紙で裏打ちした壁掛け色紙を制作。 15 2,500 第 1・3 ㊍10月 5 日〜

アートフラワー教室 布の花を組み合わせて壁掛けや飾り花などを制作。

12

8,000

第 1・3 ㊎10月 6 日〜

マクラメ教室 紐を指で編みながらバッグ、タペストリーなどを作る教
室です。 第 2・4㊎10月13日〜

カリグラフィー教室
（西洋書道）

美しいアルファベットでの文字で季節のカードなどを作
ります。 第 1・3㊌10月 4 日〜

〈新〉手作りあそび教室 周りにある身近な素材で懐かしいおもちゃを作ってみま
しょう。 ☆2,000 第 2・4 ㊌10月11日〜

〈新〉絵てがみ教室 はがき大の大きさの紙に、心のこもった絵と文で気持ち
を伝えます。 4,000 第 1・3 ㊋10月 3 日〜

〈新〉つるし飾り教室 それぞれの意味をもったパーツを一本の紐につるして楽
しみましょう。 ☆2,000 第 1・3 ㊏10月 7 日〜

募 集
　市の花さくらを守り育て、未来に引き継いでいくためのボランティア
活動に参加できる人を対象とした「さくら育成ボランティア養成講座」
を開催します。講座で桜の知識と剪

せん

定
てい

等の管理方法を学び、ボランティ
ア活動に参加しませんか。
日程　

項目 日程 内容 場所
第 1回 9月13日㊌ 座学 犬山里山学センター
第 2回 9月20日㊌ 実技 入鹿池西岸
第 3回 10月18日㊌ 実技 桃太郎神社
第 4回 11月22日㊌ 実技 名鉄犬山ホテル近くの木曽川沿い

第 5回 12月13日㊌ 実技および
修了証授与式 市民健康館さら・さくら

時間　13：00〜15：30（各日とも）
講師　岐阜大学名誉教授 林進氏
定員　先着30人
費用　無料
※全 5回講座のうち 3回以上の出席者には、「平成29年度さくら育成ボラ
ンティア養成講座修了証」を発行します。
申込　 8月22日㊋より①住所、②氏名、③年齢、④連絡先を環境課
　　　（℡44-0345）へ

受講生募集！
平成29年度さくら育成ボランティア養成講座

警察官・警察職員募集

若者の就労無料相談

　人びとのため、これから生まれ育っていく子どもたちの明るい
未来のために、一緒に働く警察官・警察職員を募集します。

警察官
第 2 回　大卒程度
第 2 回　高卒程度

警察職員
第 2 回　高卒程度

受付期間 8月14日㊊〜31日㊍
（消印有効）

8月14日㊊〜30日㊌
（消印有効）

1次試験 9月17日㊐ 9月24日㊐

問合　犬山警察署警務課（℡61-0110）

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　 9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
就職に悩みがある親

定員　 8人
費用　無料
申込　前日までにいちのみや若者

サポートステーション
　　　（℡0586-64-6349　㊋〜㊏

10：00〜17：00受付）へ

犬山市訪問看護
ステーション
看護師募集

職種　正看護師
勤務場所　犬山市訪問看護ステー

ション（五郎丸東 1 -70）
業務内容　訪問看護に関する業務
勤務日　㊊〜㊎
※ただし、勤務日数は相談に応じ
ます。
勤務時間　 8：30〜17：00
※ただし、勤務時間は相談に応じ
ます。
賃金　時給1,500円〜
　　　（試用期間あり）
勤務開始　随時
必要書類　履歴書（市販のもの、

写真貼付）・正看護師免許
証の写し・普通自動車免許
証の写し

問合　犬山市訪問看護ステーショ
ン（℡65-1511　㊏㊐㊗除
く 8：30〜17：00）



10 11広報犬山　H29.8.15号 広報犬山　H29.8.15号

相 談

日時　 8月26日㊏10：00〜16：00
　　　（申込受付は 9：30〜15：30）
場所　尾張一宮駅前ビル 2階
　　　�大会議室（一宮市栄 3 - 1 -

2 ）
相談員　家事調停委員
　　　　民事調停委員
相談内容
　　　〈家庭に関する相談〉
　　　�夫婦、親子、相続、男女関

係、その他家庭内または親
族間の紛争など

　　　〈民事に関する相談〉
　　　�交通事故、土地建物、金銭

関係、商取引、クレジット、
多重債務など

※相談はいずれも無料ですが、法
律相談とは異なります。
※相談内容についての秘密は厳守
されます。
問合　一宮家事調停協会（名古屋

無料調停相談会

天ぷら油の回収について

消費者トラブルに
気をつけて

生 活

就業構造基本調査を
実施

　統計法に基づき、総務大臣の指
定する一部の地域に居住する世帯
を対象とした平成29年就業構造基
本調査を実施します。
　調査のため、期間中は統計調査
員が一部の世帯を訪問しますので
回答をお願いします。
　なお、市内では約160世帯が対
象となる見込みです。
期間　 8月28日㊊〜10月27日㊎
内容　10月 1 日時点の就業の有無

や転職、求職の希望などに
ついて調査票に記入

※調査員は調査員証を携帯してい
ます。不審な点や不明な点があれ
ば問い合わせてください。
問合　総務課（℡44-0300）

　ケーブルテレビの点検に来た事
業者から「インターネット回線、
電話、電気、有線放送をまとめて
契約すれば安くなる」と勧誘され
た。検討したいと伝えたら、後日
だと出張費が発生すると言われ、
契約した。しかしインターネット
回線等の不要なサービスも含まれ
ているので解約したい。書面は小
さなレシートのようなものしかも
らっていない。
アドバイス　
　「安くなるから」とインターネッ
ト回線、電話、有線放送等のセッ
ト契約をその場で勧められ、必要
のないサービスまで契約してし
まったという相談が寄せられてい
ます。契約内容、月々の支払い額
や解約料等を確認し、本当に必要
かどうかをよく検討した上で契約
しましょう。理解できなければそ
の場で契約してはいけません。家
族や周囲の人に相談することも大
切です。心配なときは早めに相談
してください。

●犬山市消費生活センター
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受付は16：30まで）
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）

　家庭で出た使用済み天ぷら油（植物性のみ）の回収を行っています。
回収後は専門業者に売却し、再利用しています。
　今までわん丸エコステーションでのみ回収を行っていましたが、今回、
市民からの提案により市役所、各出張所、わん丸リサイクル小屋でも回
収を始めました。
　ごみ減量および資源の循環にご協力ください。

日時

平日　 8：30〜12：00
　　　13：00〜15：30
土曜　 8：30〜11：30
※㊏午後・㊐㊗・年末年
始は休業

平日　 8：30〜17：15
※㊏㊐㊗・年末年始
は休業

毎月第 2㊐
9：00〜16：00

場所
わん丸エコステーション
（犬山市都市美化　
　センター敷地内）

市役所環境課・
各出張所

わん丸リサイクル
小屋（上坂公園西）

対象 市内在住の人

その他 口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れて、容器ごと出して
ください

問合　環境課（℡44-0344）

家庭裁判所一宮支部内）
　　　（℡0586-73-3191）

無料相談窓口

農業委員および農地利用最適化推進委員を選任

高齢者が地域で集え
る場を紹介します！

　 7月20日付けで農業委員会の委員と農地利用最適化推進委員が決まり
ました。任期は平成32年 7 月19日までの 3年間です。
　農業委員会の委員は、農地の権利移動や転用について審議します。また、
農地利用最適化推進委員は農地パトロールや現場活動を中心として、農
地の出し手と受け手への働きかけを進めます。
　農地の問題についての相談や、アドバイスも行っていますので気軽に
相談してください。
※50音順・敬称略（◎が会長、○が副会長）

農業委員会の委員
氏名（担当地区）

農地利用最適化推進委員
氏名（担当地区）

◎石田　　要（犬山）
　伊藤　博信（楽田）
　今枝　克彦（羽黒・池野）
　奥村　隆德（羽黒・池野）
　小澤　正明（城東）
　齊木　　博（羽黒・池野）
　中村　善則（犬山）
　林　　元治（城東）
　日比野真里（城東）
○松山　運美（楽田）

梅田　敬三（犬山）
小川　裕市（城東）
奥村　平光（城東）
加藤昇生治（羽黒・池野）
河村　光雄（城東）
小林　重夫（楽田）
斉木　淳一（羽黒・池野）
丹羽　　洋（楽田）

問合　農業委員会事務局（産業課内　℡44-0341）

高 齢 者

　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。
●長者町会館での体操
　平成21年から活動を開始し、毎
月第 4㊎に長者町会館にて、家で
もできる簡単な体操、脳トレ、お
茶会などを行っています。活動に
参加しご近所同士で楽しく会話を
することは、お互いに元気である
ことを確認したり引きこもりの防
止などにつながっています。参加
費は無料ですので、気軽に参加し
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）

農地を所有される皆さんへ

●農地パトロールの実施について
　遊休農地や違反転用の早期発見を目的として、8月下旬から農業委員、
農地利用最適化推進委員と農業委員会事務局が、農地法に基づき農地パ
トロールを行います。
　調査により遊休農地が確認された場合、農地の利用意向を調査する文
書を送付します。
●遊休農地の課税強化について
　平成29年度以降、利用意向調査の結果により農地法に基づき勧告され
た遊休農地に対しては、翌年度から固定資産税等の課税が強化される場
合があります。
　利用意向調査後、農地中間管理機構への貸し付けの意思表明をせず、
耕作が再開されないなど、遊休農地を放置している場合に勧告の対象と
なりますので、適正な農地の管理に努めてください。
問合　農業委員会事務局（産業課内　℡44-0341）

体操後のお茶会の様子

農業委員と農地利用最適化推進委員の皆さん
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健 康

日時　 8月23日㊌ 9：30〜11：30
場所　市役所南側駐車場
対象　16歳〜69歳の健康な人
　　　（65歳以上の人は60〜64歳

の間に献血経験がある人）
内容　400ml献血、200ml献血
問合　福祉課（℡44-0320）
※問診により献血をご遠慮いただ
く場合があります。
※県内で200ml献血の必要量が確
保できた場合、200ml献血の受け
付けを終了します。

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　 8月24日㊍13：30〜15：00
医師　竹内整形外科クリニック
　　　竹内正信氏
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）

夜間禁煙相談
　禁煙に挑戦してみませんか？禁
煙したい人やその家族を保健師が
応援します。
日時　 9月 5日㊋18：00〜19：00
　　　（ 1人20分程度）
場所　市民健康館
内容　呼気一酸化炭素濃度測定

（一酸化炭素はたばこに含
まれる有害物質の 1つであ
り、どのくらい有害物質を
体内に取り込んでいるかが
わかります）

　　　�血圧測定、喫煙の害や禁煙
外来について

対象　禁煙に興味のある市民
　　　（喫煙者やその家族）
費用　無料
申込　 9月 4日㊊までに市民健康

館（℡63-3800）へ（電話可）

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？体力は気
付かないうちに低下しています。
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
動方法をアドバイスします。
日時　 9月 5日㊋10：00〜11：30
　　　（受付は11：15まで）
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
　　　多目的スタジオB
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

※動きやすい服装で出かけてくだ
さい。
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康講座
　体幹トレーニングで姿勢を改
善。しなやかでバランスのいい筋
肉をつけましょう。
日時　 9月20日㊌ 9：30〜11：30
場所　市民健康館
内容　体幹をきたえるトレーニン

グや姿勢を改善するための
方法を学ぶ講座です。姿勢
を改善してけがをしにくい
身体づくりを目指しましょ
う。

講師　健康運動指導士
　　　長谷川弘道氏
対象　市民

定員　50人
費用　300円
持物　健康手帳、水分補給用飲み

物
※動きやすい服装で出かけてくだ
さい。
申込　 8月21日㊊から市民健康館

（℡63-3800）へ（電話可）

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「防災とお口のケア」
　 9月 1日は防災の日です。
　災害時には、まず最初に食料や
水、毛布などの必需品が求められ
ます。そして「 1日や 2日、歯を
みがかなくても大丈夫」と思われ
がちです。しかし「気持ちが悪い」
という気分的なこと以外に、口の
中を衛生的に保つことには重要な
意味があります。
　災害時の口の中のケアは、歯の
健康のためだけではありません。
水がない、少ないなどの状況で、
口の中のケアが不十分になると、
細菌が繁殖し、身体の健康にさま
ざまな影響を及ぼす可能性があり
ます。特に体力の少ない高齢者の
人は注意が必要です。
　最近では水がなくても口の中を
さっぱりすることができる液体歯
みがきも増えてきました。液体歯
みがきは、口に含んでぶくぶくを
して全体にいきわたらせた後、ブ
ラッシングをします。水で薄める
ことなく使えるので、防災グッズ
に適していると言われています。
　災害時の備えに歯ブラシだけで
なく、口のケアができるようなも
のを備えておきましょう。

献血にご協力を！

市民健康館さら・さくら
9月の各種無料相談ガイド

胸部レントゲン　無料検診
（検診バスによる結核検診・肺がん検診）

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

犬山薬局
薬剤師
　江畑容子

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

問合　市民健康館（℡63-3800、Fax65-3080）

　胸部レントゲン検診を受け結核や肺がんの早期発見につとめましょう。
対象　今年度中に40歳以上になる市民
※次に該当する人は、検診を受けることができません。
①妊娠中②結核・肺がん・呼吸器系疾患で治療中③ 4か月以内に胸部レ
ントゲン撮影を受けた④職場などで検診を受ける機会がある
持物　健康手帳
申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

日時 場所

8 月29日㊋
9：30〜10：00 池野老人憩の家
11：00〜11：30 善師野公民館
13：30〜14：30 保健センター

8月30日㊌
9：30〜10：00 つつじヶ丘集会場
11：00〜11：30 上野地区学習等供用施設
13：30〜14：30 市役所（立体駐車場前）

8月31日㊍
9：30〜10：00 福祉会館
11：00〜11：30 西楽田団地集会場
13：30〜14：30 南部公民館

9月 1日㊎
10：00〜11：00 楽田ふれあいセンター
13：30〜15：00 市民健康館

※暴風または大雨警報が発令された場合は、中止することがあります。
判断に迷う場合は問い合わせてください。中止の場合は、他会場の検診
を受けてください。なお、 9月 1日㊎が中止の場合は、 9月13日㊌10：00
〜12：00に市民健康館で振り替え検診します。

体力に自信がない
人のための
筋力トレーニング教室

　筋力低下を感じている人向けの
教室です。
　椅子やボールを使用した自宅で
もできる筋力トレーニング方法を
仲間とともに学び、失っていた筋
力を取り戻しませんか。
日時　第 1回 9月26日㊋
　　　第 2回10月 3 日㊋
　　　第 3回10月17日㊋
　　　第 4回10月24日㊋
　　　第 5回10月31日㊋
　　　第 6回11月14日㊋
　　　第 7回11月21日㊋
　　　第 8回11月28日㊋
　　　第 9回12月 5 日㊋
　　　第10回12月12日㊋
　　　各回13：50〜15：20
※第 1回と第 9回は参加者の体力
をみるために体力チェックを行い
ます。
場所　市民健康館
講師　健康運動指導士等
対象　65歳以上で要支援・要介護

認定を受けていない人（過
去に同講座を受けたことの
ない人）

定員　先着25人
費用　2,000円（初回に集金）
持物　健康手帳、室内用運動靴、

水分補給用飲み物
※動きやすい服装で出かけてくだ
さい。
申込　 8月22日㊋から市民健康館

（℡63-3800）へ（電話可）
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ミニ健康診査（歯科健診を含む）

母子健康手帳の交付と説明会

健 康

　年に 1回は健診を受けて自分の健康管理に役立て
ましょう。
内容　�身体測定、血液検査、尿検査、医師の診察、

歯科健診など
※希望者のみ骨密度チェック
対象　健診を受ける機会のない今年度中に18歳〜39

歳になる市民（昭和53年 4 月 1 日生〜平成12
年 3 月31日生）

※妊娠中の人は妊婦健診を利用してください。

日程 受付時間 定員 場所
9 月14日㊍ 9：00〜11：15 110 市民健康館
9月21日㊍ 9：00〜11：15 100 市民健康館
10月 5 日㊍ 9：00〜10：15 55 保健センター

費用　1,500円（骨密度チェック　別途300円）
　

乳がん検診
場所　市民健康館
費用　1,000円（市国民健康保険加入の人は半額）
※今年度中に41歳になる人は無料（対象者には 5月
下旬に無料クーポンを送付しています）
●超音波（エコー）検診
対象　今年度中に30歳〜39歳になる市民（昭和53年

4 月 1 日生〜昭和63年 3 月31日生）

日程 受付時間 定員
9 月14日㊍ 13：15〜14：45 30
9 月22日㊎ 8：45〜14：15 60
9 月26日㊋ 8：45〜10：45 40
10月 3 日㊋ 8：45〜10：45 40
10月15日㊐ 8：45〜10：45 40

●X線（マンモグラフィ）検診（ 2 年に 1 度）
対象　今年度中に40歳以上になる市民
　　　（昭和53年 3 月31日以前生）

日程 受付時間 定員
9 月29日㊎ 8：45〜10：45 50
10月 4 日㊌ 13：15〜14：15 30

子宮頸がん検診（ 2 年に 1 度）
場所　市民健康館

対象　今年度中に20歳以上になる市民（平成10年 3
月31日以前生）

※妊娠中の人は妊婦健診で受診してください。
費用　600円（市国民健康保険加入の人は半額）
※今年度中に21歳になる人は無料（対象者には 5月
下旬に無料クーポンを送付しています）

日程 受付時間 定員
9 月21日㊍ 13：20〜13：50 60
10月 4 日㊌ 9：20〜10：00 70
10月15日㊐ 13：20〜13：50 60

〈申込共通事項〉
日時　 9月 4日㊊10：00〜11：30
　　　 9月 5日㊋18：30〜19：30
場所　市民健康館
持物　健康手帳、健康保険証
※電話での申し込みはできません。家族のみ代理申
し込み可能です。健（検）診時間は申し込み順となり、
指定はできません。
定員に満たない場合は、 9月 6日㊌ 8：30より
随時受け付け（電話申し込み不可、㊏㊐㊗を除く）。
※がん検診料の免除については5月1日号広報を確認
してください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

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。

子 育 て
平成30年度の子ども未来園・保育園の新入園児説明会

ステップ・アップ！子育て力！
子育て講座「0.1.2歳児を持つ親の勉強部屋」第 2 期　受講生募集

　「子どもとの向き合い方は、今
のままでいいのかな」「子どもに、
どんな言葉をかけたらいいのか
な」と悩んでいるママたちのため
に、子育てについて専門の先生か
らヒントをもらい、子育て力が
アップする講座です。
　今回は、子どもとの絆を深める
ための関わり方や発達を促すため
のポイントなど、今必要な話を聞

いたり、実習をします。講座を通
して子育て仲間の輪も広がります。
場所　市民健康館さら・さくら
対象　 0・1・2歳児とその保護者
　　　�　（両親、祖父母）保護者

のみの参加可
定員　親子20組
費用　 5回で1,000円
持物　水筒、着替え一式（記名）
託児　生後 6か月以上児

申込　 8月18日㊎〜25日㊎
　　　さら・さくらつどいの広場
　　　（℡63-3817）
※講座内容は1〜 2歳児向けです。
※第 3回目と第 4回目の講座は、
親子で一緒に参加します。
※都合により講師に変更がある場
合があります。

回 日時 講座名 講師 託児
1 9 月 5 日㊋

10：00〜11：00

講話「子育てはイップニップジャンプ」 家庭相談員　松山陽子氏 あり

2 9 月12日㊋ 実技　ママの健康
「バランスボールで産後整体」 助産師　種田好美氏 あり

3 9 月26日㊋ 親子あそび
「音楽にふれて　楽しいひと時を」

たま・ぷっちょ
中村順子氏
海保安津雄氏

なし

4 10月 3 日㊋ 親子で体操
「子どもの運動機能を高めよう」

NPO法人キッズ
関谷昌典氏 なし

5 10月11日㊌ 講話「心色空間」 カラーセラピスト
藤原真理子氏 あり

　平成30年 4 月から子ども未来園・保育園へ新たに入園を希望する子どもの保護者を対象に、各地区で入園説明
会を行います。
　なお、私立の保育園については、各保育園で入園説明会を行います。

希望する園 日時 場所

公立
子ども未来園
（全13園）

10月 4 日㊌

10：00〜11：00

犬山市民健康館　 1階交流ホール
10月 5 日㊍・10日㊋ 犬山市役所　 2階205会議室
10月11日㊌ 南部公民館 1階　展示室 2・ 3
10月12日㊍ 楽田ふれあいセンター　 1階多目的ホール

私立
白帝保育園 10月 6 日㊎ 白帝保育園　遊戯室
犬山さくら保育園 10月 6 日㊎ 犬山さくら保育園　遊戯室

※地区ごとに説明会を開催していますので、近くの会場に来てください。（予約不要）
※子ども未来園・保育園への入園は、保護者が「保育が必要な事由」のいずれかに該当することが必要です。
（詳しくは市ホームページを見てください。）
問合　子ども未来課保育担当（℡44-0324）
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※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

平成30年度市立犬山幼稚園（犬山子ども未来園）
園児募集

平成30年度
市内私立幼稚園
園児募集

子 育 て

対象　 3歳児　40人（平成26年 4 月 2 日〜平成27年 4 月 1 日生まれ）
　　　 4歳児　20人（平成25年 4 月 2 日〜平成26年 4 月 1 日生まれ）
　　　 5歳児　20人（平成24年 4 月 2 日〜平成25年 4 月 1 日生まれ）
入園説明会　10月11日㊌　10：00〜11：00　犬山幼稚園遊戯室にて
願書・入園案内交付　10月11日㊌〜13日㊎までに犬山幼稚園（天神町

3 -12）で交付
願書受付　10月19日㊍・20日㊎・23日㊊ 9：00〜16：00に犬山幼稚園へ
問合　犬山幼稚園（犬山子ども未来園）（℡61-0619）
※応募者が多数の場合は抽選で入園を決定

幼稚園 問合
杉の子幼稚園 ℡61-1077
名古屋経済大学
附属市邨幼稚園 ℡67-0622

光明幼稚園 ℡61-0249
光明第二幼稚園 ℡67-2323

願書配布　 9月 1日㊎〜
入園受付　10月 2 日㊊〜
※願書配布および入園受け付けは
各園で行ないます。
※詳細は、各私立幼稚園へ問い合
わせてください。

市 税 等
納 付 期 限

　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 2期
国民健康保険税 3期
介護保険料 5期
後期高齢者
医療保険料 1期

納期限 8 月31日㊍

　口座振替の場合は納期限が振替
日となりますので、前日までに用
意してください。
問合　収納課（℡44-0316）

時間外受付

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
8 /15㊋、 9 / 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
8 /27㊐、 9 /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
8 /27㊐、 9 /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）

水道緊急時

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

　「市民のひろば」に掲載を希望する
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。
　10月 1日号の締め切りは 8月21日㊊、
10月15日号の締め切りは 9月 1日㊎。

市民大会
（記載は優勝者 または優勝チーム）

第61号⑤

●テニス
4 月 9 日　山ノ田公園テニス場
男子ダブルス　土田賢太郎・
　　　　　　　大田一成組
女子ダブルス　水野名緒子・
　　　　　　　橋野明沙美組
壮年男子ダブルス　杉江正行・平井至組
●バドミントン
4 月 9 日　エナジーサポートアリーナ
男子 1部　矢木野健一・河村佳高組
女子 1部　古澤素子・各務由紀恵組
女子 2部　小笠原泰美・林　麻美組
●弓道
4 月16日　市弓道場
一般男子　永柄直義　女子　杉本　遥
学生男子　大脇涼雅　女子　中村百希
●柔道
4 月16日　市武道館
小学生低学年　紀藤寿明
小学生中学年　紀藤絋哉
小学生高学年　長江　天
段外　鈴木裕貴　　有段　長屋貴斗
●バレーボール
4 月16日・30日
エナジーサポートアリーナほか
一般男子　レグルス
一般女子　 1部　白帝　　 2部　羽黒
中学生男子　南部中　女子　城東中
●ソフトボール
4 月23日　 6月25日　山ノ田野球場
一般男子　フィーバーナインズ
中学生女子　南部中
●空手
4 月23日　市武道館
〈形〉幼年男女　　　出口丈二朗
小学生 1年男女　　　早野成琥
小学生 2年男女　　　小島慶大
小学生 3年男女　　　真子陽遥
小学生 4年男女　　　一木咲太
小学生 5・ 6年男女　小島遼大
中学生男女　　　　　千田英宗
〈組手〉
幼年男女　出口丈二朗
小学生 1・ 2年男子　増田雄心
小学生 1・ 2年女子　林　花蓮
小学生 3・ 4年男子　上村檜英
小学生 3・ 4年女子　真子陽遥

小学生 5・ 6年男子　山田翔偉
小学生 5・ 6年女子　水野るる
中学生男子　　　　　神谷龍之介
団体戦　　　　　　　トリプル仮面
●卓球
4 月23日　エナジーサポートアリーナ
中学 3年生男子　片桐広人
中学 2年生男子　林　聖太
中学 3年生女子　小川紗彩
中学 2年生女子　吉田桜子
一般男子ダブルス　入尾範之・
　　　　　　　　　白井大源組
一般女子ダブルス　上田千鶴子・
　　　　　　　　　加藤博佳組
●サッカー
4 月 9 日〜 5月 7日　ハグスポ
一般男子A　Vitoria
一般男子B　Loss�Time
●ソフトテニス
4 月 2 日　 5月 7日　
山ノ田公園テニス場
中学生男子団体戦　南部中
中学生女子団体戦　犬山中
中学生男子　正寶　前・服部竜治組
中学生女子　赤尾初音・岡本真優組
一般男子　大深直人・大森壱成組
シニア・レディース　島岡照夫・
　　　　　　　　　　鵜飼和子組

●グラウンド・ゴルフ
5 月20日
木曽川犬山緑地多目的グラウンド
ゴールド男子　菊田武治
ゴールド女子　髙木　薫
シルバー男子　匹田正八
シルバー女子　高田ひさ江
ブロンズ男子　梅田時男
ブロンズ女子　座馬保美

日時　 6月11日
場所　エナジーサポートアリーナ
結果　優勝
　　　ベテラン男子　入尾範之
　　　シニア男子　　丹羽雅人
　　　青年男子　　　三枝泰司
　　　ベテラン女子　小川利江
　　　シニア女子　　山内博美
　　　青年女子　　　山田真以

業務内容
体育協会事務（大会・スポーツコ
ミッションの企画運営）
体育施設受付・管理

体育協会事務（大会の企画運営・
文書の作成・会計処理）
体育施設の受付・管理

応募資格 大学卒程度
総務（文書作成・会計・社会保険）
あるいは施設の受付・管理を 3年
以上経験した人

勤務日数 月22日
勤務時間 ① 8：15〜17：00　②13：00〜21：30（休憩45分）
雇用期間 平成30年 4 月 1 日〜
募集人数 1 人 1 人
社会保険 加入
雇用保険 加入
定 年 満65歳
賃 金 基本賃金　160,000円/ 1 か月 基本賃金　200,000円/ 1 か月

交通費　4,400円/ 1 か月
その他諸手当、賞与、退職金共済加入

申 込 9 月30日㊏までに履歴書（写真貼付）を持参し体育協会事務局へ。申込
時に詳細について説明をします。

選考方法 書類選考の上、 1次試験（筆記試験）を10月 8 日㊐、 2次試験（面接）
を10月21日㊏に行います

備 考 正職員登用制度あり

結　 果1

募 集 体育協会準職員募集
一緒に働く仲間を募集します！

第15回犬山藤田杯卓球大会

問合　NPO法人犬山市体育協会事務局（ 9：00〜17：00　℡54-1016　Eメールoffice@inuyama-taikyou.net）
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「歌って踊ってみんな楽しく！」
　 7月 2日、南部公民館で第26回あじさいコンサート
が開かれ、障がいのある人やその保護者290人が参加し
ました。犬山市心身障害児（者）父母の会が、障がい
のある人がのびのびと自己表現できる場として毎年開
催しています。
　得意の歌をソロで披露したり、客席も一体となって
みんなで踊ったり。犬山中学校吹奏楽部もゲスト出演
し、すてきな演奏を聴かせてくれました。

「花壇をきれいに」
　 7月 1日、犬山地区女性の会のガーデンクラブの皆
さんにより市役所駐車場の花壇整備が行われました。
ガーデンクラブの皆さんは第 1土曜日と第 3火曜日に
活動しています。
また、今年もヒマワリを花壇に植えていただき、きれ
いな花で道行くひとを楽しませていました。

「ちびっこ警察官、敬礼！」
　 7月 3日、「社会を明るくする運動」のオープニング
セレモニーとして、犬山保護区保護司会と犬山市更生
保護女性会の主催による街頭啓発活動がヨシヅヤ犬山
店エントランスホールにて行われました。このオープ
ニングセレモニーには犬山保護区保護司会と犬山市更
生保護女性会、犬山市、犬山警察署などから関係者70
人が参加しました。
　今年も白帝保育園園児ら18人が、ちびっこ警察官と
して集まった関係者らに敬礼を披露し、「きらきらぼ
し」「たなばたさま」を歌いました。

「愛知県西尾張14市町村災害対応に関する
　　　相互応援協定締結」　

　 7月 6日、市役所において愛知県西尾張14市町村（犬
山市、一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛
西市、弥富市、あま市、大口町、扶桑町、大治町、蟹
江町、飛島村）が災害対応に関する相互応援協定を締
結し、調印式が行われました。
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新着本の紹介（一部）

冬雷
遠田潤子著

　港町の名家に、跡継ぎと
して引き取られた孤児の代
助。幸せに暮らしていたが、
義弟の失踪が原因で町を出
ていくことになった。12
年後、義弟が遺体で発見さ
れたという訃報が届き…。

ケータイくんと
フジワラさん
市川宣子著

　古い機種のガラケー電話
ケータイくんが、ひとり暮
らしのおじいさん、フジワ
ラさんの家にやってきた。
ケータイくんがなるたび
に、フジワラさんの家がに
ぎやかになっていく！

のんびりジュゴン
松橋利光著

　鳥羽水族館で飼育されて
いる、日本で唯一のジュゴ
ン、セレナ。水族館での日々
の暮らしや飼育員とのふれ
あいの様子などを、たくさ
んの美しい写真と丁寧な解
説で楽しく紹介する。

一般書
『学校司書という仕事』　高橋恵美子
『コウケンテツのおやつめし2』
コウケンテツ
『ヨチヨチ父』　ヨシタケシンスケ
『シンプルの正体』　ディック・ブルーナ
『柔道基本と戦術』　上水研一朗
『子規の音』　森まゆみ
『暗手』　馳星周
『海道の修羅』　吉川永青
『ニャンニャンにゃんそろじー』有川浩
『五月の雪』　クセニヤ・メルニク

児童書（読み物）
【小学校低学年】
『みつけたよ！だんごむし』
『海のぷかぷか』
『このあいだになにがあった？』
『ほうちょうさんききいっぱつ』

【小学校中・高学年】
『ビジュアル日本の鉄道の歴史1』
『今川義元』
『竹取物語�虫めづる姫君』
『銀河鉄道の夜』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『でんしゃのずかん』
『め・め・め』
『おいしゃさんがこどもだったとき』

■「子どもの読書離れ」について

　携帯ゲーム機だけでなく、スマートフォンやタブレッ
トなどが普及し、いつでもどこでもインターネットやゲー
ムを見て楽しむことができるようになり、子どもたちが
それらに夢中になっている姿をよく見かけます。
　図書館では、子どもたちが図書館に来て楽しんでもら
えるよう「人形劇」「工作教室」「DVD映画上映会」「お
はなし会」などの行事を開催しています。行事を楽しん
だあとは、ぜひ図書館の中をのぞいてください。そして
置いてあるたくさんの本を見てください。きっとお気に
入りの一冊に出会えるはずです。手にとって本を開いて
みてください。そこには子どもたちを夢中にさせる無限
の世界が広がっています。
　続きをもっと読みたくなったら、その本を借りておう
ちでゆっくり何度でも読んでください。
　本を読み、本に親しむことは、想像力、読解力、感受性、
社会性などが高まり、人生を深く豊かにする生きる力が
与えられると言われています。
　そんな読書のきっかけづくりに図書館はいつでもみな
さんをお迎えしています。

■読書会藍の会の一冊
「坊っちゃん」　夏目漱石著
　「親ゆずりの無鉄砲で子どものときから損ばかりしてい
る」主人公が、数学の教師として赴任した四国の中学校
での生活を回想した作品。
　登場人物の性格や権威を否定するユーモラスな表現に、
作者の個人主義思想を強く感ずる。
　清という女性を登場させることにより作品に厚みを加
えており、「清の墓は小日向の養源寺にある」と書き終え
ている。
　現在の松山高校の同窓会名簿に作者の名前が恩師とし
て記載されている。

※ 9月19日㊋から10月 3 日㊋まで、特別整理期間のため
休館させていただきます。

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

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

16日㊏　「おはなしぼっくす」おはなし会� 11：00〜

　昨年、犬山で過ごした 1年につい
て書いたことがまるで昨日のように
感じます（昨年10月15日号掲載）。
途中から「ジャッキーのつれづれ日
記」を読み始めた人もいると思うの
で、 2年が経過したことをきっかけ
に、改めて自己紹介をしたいと思い
ます。私はドイツ出身のジャクリー
ン・シュピーザと申します。ニック
ネームはジャッキーなので、ぜひ
ジャッキーと呼んでください！一昨
年の 8月から犬山市の国際交流員と
して働いています。
　 2年目は思い切って新たな挑戦を
してみました。メーリングリストを
作ったり、犬山市民とドイツにいく
スタディツアーを企画したり、さま
ざまな小さなイベントもやりまし
た。そして、 1年目も 2年目もよく
子ども未来園に行きました。最近日
本で外国人が増えてはいても、まだ
まだ子どもたちが外国人と触れ合う

機会は少ないみたいですね。なので、
未来園でよく可愛い質問をされま
す。「なんで髪の毛が黄色なの？」、
「外国人はみんな目の色が水色な
の？」と。そういうとき私はこう返
事します。「世界には、いろーんな
人がいるから、肌の色や髪の毛の色、
いろいろだよ。でもみんな見た目が
違っても、みんな同じ人間だよ。」
ちなみに、子どもたちによく「鼻が
高すぎる！」と言われます。「交換
しようか？」と言ってみたら、「絶
対にいやー！」と言われたこともあ
ります（笑）。
　学校訪問もとても楽しいです。生
徒たちは授業で世界のことについて
学んで、色んな国に興味を持ってい
ます。犬山市は中学生対象の派遣事
業を行っていますが、小さいころか
ら国際交流に関わってきているので
非常に多くの生徒さんがこの事業に
興味を持っている感じがします。こ
れは私が就任する前の国際交流員た
ちが長年犬山の子どもたちと関わっ
てきたことや、国際交流に関心を
もって頑張っている先生方の成果だ
と思います。私もできるだけ子ども
たちに異文化交流の大切さを伝え、
次世代を担う子どもたちを育てるこ
とに貢献できるよう頑張っていま

す。本当にやりがいのある仕事です。
　やりがいのある仕事だからこそ、
私は国際交流員として、 3年目を継
続することにしました。本当に楽し
い仕事です。それは道で声をかけて
くれる生徒や市民の皆さん、私が行
うイベントやドイツ語講座、講演に
参加してくれる方々、未来園や学校
の先生方、イベントで手伝ってくれ
るボランティアの皆さん、協力的な
職場の同僚、そしてもちろん広報を
読んでくれている皆さんのおかげで
すよ！皆さんがサポートしてくれな
ければ、とてもできない仕事です。
心より感謝します！ 3年目もそんな
皆さんのために頑張りたいと思いま
す！時間はあっという間に経ってし
まうので、犬山での生活、そして皆
さんとの時間を大事にしたいと思い
ます。これからもよろしくお願いし
ます。

■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（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00
と  き 病・医院名 電　話

8 月20日㊐ 城南クリニック� （犬山）
石原外科� （犬山）

61-0132
62-2855

8 月27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

9 月 3 日㊐ 安藤医院� （犬山）
宮田眼科� （犬山）

61-0316
61-0200

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

と  き 病・医院名 電　話

8 月20日㊐ 吉田歯科医院� （犬山） 61-0122

8 月27日㊐ 吉野歯科医院� （羽黒） 67-4181

9 月 3 日㊐ あさの歯科医院� （扶桑） 0587-92-3718

図書館
だより

図書館まめ知識

「犬山に来て2年」
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去年11月には一日消防署長として
わん丸君と啓発活動をしました！

■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）

○テレビ� NHKデータ放送　リモコンのdボタン
� 中部ケーブルネットワーク　12ch

○ラジオ� 愛知北エフエム　84.2MHz
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　駿府の徳川家康のもとで政務に
忙しい日々を送っていた正成は、
慶長15（1610）年に徳川義直の付
家老となることを命じられます。
義直は家康の九男で、兄の死去と
ともにわずか 7歳で清洲城主とな
り尾張一国を与えられました。実
際には義直は駿府の家康のもとで

番に実感できる場所が「リスザル
の島」です。20頭近くのリスザル
たちの自然な姿を、柵無しで見る
ことができます。地面に降りてき
て餌を食べるリスザルの姿は非常
にかわいらしいものです。しかし
ぜひ、「リスザルの島」をたずねた
ときは、目線を上げて、木の上も
見てみてください。多くのリスザ
ルたちがすばしっこく動きまわっ
ているはずです。10メートルを超
える木の上まで平然と登って、自
然の食べ物を食べたり、居心地の
よい枝の上で休んだり、きしんだ
枝を使って仲間同士で遊んだりす
る姿が見られます。まさに「サル
とは木の上の動物」なのです。
　私はキュレーターとして、サル
類の研究活動や教育普及をおこ
なっています。海外の熱帯の森で
野生のサル類の調査もしています。
サルは木の上の動物ですので、森
での調査は常に双眼鏡を宙に向け
て枝葉の中にサルを探すことです。

　こうした野外調査の雰囲気が、
「リスザルの島」でコンパクトに
再現されています。来園者の皆様
がサルの本当の姿を知るための場
所として、また霊長類の研究者を
目指す後輩の学生たちが野外調査
の練習の場所として、「リスザルの
島」は絶好の機会を与えてくれま
す。ぜひ木漏れ日の隙間のリスザ
ルたちを通して、アマゾンに暮ら
す野生のリスザルたちの姿を感じ
てください。サルに対するイメー
ジがまたひとまわり、変わること
と思います。

　サルとはどんな動物でしょうか。
私はかならず、「サルとは木の上の
動物」と答えるようにしています。
この答えをモンキーセンターで一

育てられ、尾張の政務は付家老で
犬山城主でもあった平岩親吉が行
い、名古屋城築城も平岩のもとで
進められていました。正成は駿府
にあって義直を補佐すると同時に、
引き続いて国政にも関与しました。
　平岩が慶長16（1611）年に死去
したのちは、正成が本格的に尾張
の政務をみるようになります。名
古屋城二之丸には家康の指示によ
り、正成の屋敷と正成とともに付
家老となった竹腰正信の屋敷が並
んで造られました（今の愛知県体
育館あたり）。しかし、駿府の閣老
という正成の立場はそれまでと変
わっていません。慶長19（1614）
年の大坂冬の陣のときは、初陣の
義直に従って出陣しましたが、戦
場では家康本陣の軍議に加わり各
陣地を巡見するなど義直と離れて

行動し、替わって正成の息子であ
る成瀬正虎が義直に随行していま
す。
　駿府と尾張（家康と義直）にま
たがる正成の行動は、「二足のわら
じ」というよりも、将軍家と尾張
藩をつなぐという付家老本来の役
割によるものでした。

犬山城白帝文庫主任学芸員
筧真理子

「見上げてごらん、
木の上のサルを」

正成、付
つけ

家
が

老
ろう

となる

（公財）日本モンキーセンター

　キュレーター　早川　卓志
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成瀬正成
一代記 5

『尾張名所図会』より　名古屋城
犬山城白帝文庫蔵


