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平成29年度決算の概要

子育てアプリ「MaMaたす」配信中！

風水被害支援一覧表（15、16ページ）
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■一般会計　37億6,536万円
■特別会計　23億6,147万円

年度末基金残高の推移

■一般会計　196億6,531万円
■特別会計　  86億5,594万円
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平成29年度決算の概要
平成29年度の一般会計、特別会計、企業会計について、決算額と内訳についてお知らせします。

一般会計歳入

一般会計歳出

　一般会計歳入は251億6,360万円で、前年
度より 4億802万円増加しました。
　平成29年度に皆さんから納めていただい
た市税は118億6,485万円で、歳入のおよそ
半分を占めています。

■歳入の特徴
◦�豪雨災害の復旧費の財源として財政調整
基金を活用したこと、基金に積み立てて
いたふるさと納税を活用したことなどに
より、繰入金が 4億159万円増加
◦�ふるさと納税が増加したことにより、寄
附金が 2億7,380万円増加
◦�前年度に羽黒中央公園の整備などの大規
模工事が完了したことにより、国・県支
出金が 3億2,095万円減少

　一般会計歳出は241億9,382万円で、前年度よ
り 7億2,514万円増加しました。
　平成29年度は、非常時の防災機能を備えた内
田防災公園（平成30年 3 月22日オープン）の整
備に 4億6,110万円支出しました。
　このほかにも、消防署北出張所庁舎や楽田小
学校など、老朽化した施設の更新を進めました。

■歳出の特徴
◦�ふるさと納税の増加に伴い、基金への積立てや返礼品が増加
したことなどにより、総務費が 8億5,603万円増加
◦�生活保護における医療扶助の増加、障害福祉サービスに係る
扶助費の増加などにより、民生費が 2億3,305万円増加
◦�内田防災公園および観光駐車場の整備が完了したほか、前年
度に羽黒中央公園などの大規模工事が終了したことにより、
土木費が 6億9,290万円減少

納めていただいた市税は市民 1 人あたり
15万9,633円（前年度から2,364円増加）

※平成30年 3 月31日時点の人口　74,326人で計算 ※表示単位未満は四捨五入しています。

市たばこ税�
5,352円

入湯税�
221円 都市計画税�

10,024円

軽自動車税�
2,030円

固定資産税�
71,535円

市民税�
70,471円

歳入
251億

6,360万円

歳出
241億

9,382万円

繰入金（5.4％）13億4,999万円
基金からの取崩しや他会計からの繰入金

依存財源
33.6％

自主財源
66.4％

繰越金（5.1％）12億8,689万円
前年度から繰り越された余剰金

その他（8.7％）21億9,647万円
使用料及び手数料、寄附金、分担金及び負担金、財産収入、諸収入

国・県支出金（16.0％）
40億1,168万円
事業に対する国や県からの
補助金など

市債（5.5％）13億9,836万円
事業を行うための借入金

地方交付税（4.4％）11億1,049万円
国税の一部が市の財政状況に応じて
配分されたもの

地方譲与税等（7.7％）19億4,486万円
国や県が集めた税金等が配分されたもの

民生費（36.1％）
87億4,664万円
高齢者、障害者福祉、子育て、
医療など

総務費（15.6％）
37億6,993万円
市役所運営、広報、
防災活動など

土木費（10.9％）
26億3,148万円
道路や公園などの
管理整備など

教育費（10.4％）
25億1,168万円
学校教育、障害学習、
スポーツ振興など

公債費（8.6％）20億9,517万円
市債（借金）の返済

衛生費（8.6％）20億9,506万円
健康づくり、ごみ処理など

消防費（3.8％）9 億1,673万円
消防や救急活動など

その他（6.0％）14億2,715万円
商工費、農林業費、議会費、災害復旧費

市税（47.2％）118億6,485万円
種　類 決　算　額 収納率

市 民 税 52億3,784万円 97.4%
固 定 資 産 税 53億1,691万円 98.2%
軽 自 動 車 税 1億5,086万円 95.1%
市 た ば こ 税 3億9,777万円 100.0%
入 湯 税 1,644万円 100.0%
都 市 計 画 税 7億4,503万円 97.7%
合　計 118億6,485万円 97.8%

主な歳出の内訳
民生費

障害者福祉� 13億1,167万円
保育所� 12億8,546万円
児童手当� 11億7,626万円
福祉医療助成� 8億188万円
高齢者福祉� 7億9,205万円
生活保護� 6億8,989万円

総務費

財政調整基金積立金� 11億7,331万円
ふるさと納税� 5億6,225万円
戸籍住民基本台帳� 9,380万円
交通防犯対策� 8,602万円

土木費

公共下水道� 8億3,288万円
公園� 6億4,978万円
道路橋梁� 5億3,886万円
土木管理� 1億7,762万円

教育費

小学校� 8億1,434万円
中学校� 4億2,172万円
社会教育� 5億1,838万円
スポーツ振興・体育施設� 3億1,597万円

公債費

市債元金・利子� 20億9,517万円

衛生費

ごみ処理� 10億3,120万円
保健予防� 3億6,979万円
市民健康館・さくら工房� 1億53万円

消防費

消防施設� 1億270万円
消防団� 3,396万円

その他

商工� 2億9,044万円
観光� 4億5,515万円
農林業� 2億8,661万円
議会� 2億5,670万円
災害復旧� 1億3,824万円
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目的税の使途 市債（借金）残高

健全化判断比率・資金不足比率

■入湯税
　消防施設の整備や観光の振興に
要する経費に充てています。

　一般会計の市債残高は196億6,531万円で、借入額を抑制
したため、前年度から 5億6,371万円減少しました。
　特別会計の市債残高は86億5,594万円で、市債の償還に
より公共下水道事業特別会計が 4億171万円の減少、農業
集落排水事業特別会計が1,693万円の減少、合計で 4億
1,864万円の減少となりました。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、健全化判断比率と公営企業の資金不足比率を
算定しました。すべての基準をクリアしていることから、財政運営に大きな問題はないといえます。

　特定の事業における収支は一般会計とは区別し、
特別会計として個別に経理しており、犬山市では
7つの特別会計があります。
　歳入決算額の合計は180億6,751万円で、前年度
から 2億8,887万円増加しました。
　歳出は169億2,410万円で、前年度から 6億8,855
万円増加しました。
■主な増減
歳入：介護保険特別会計が 4億1,661万円増加
歳出：国民健康保険特別会計が 3億1,284万円増加

　企業会計は民間企業と同じように事業収益で運
営されている会計で、犬山市では水道事業会計が
これにあたります。
　水道施設の運転・管理など事業を運営するための「収益的収支」と、水道施設を建設・整備するための「資本
的収支」に分かれています。皆さんが納めた水道料金は収益的収支の収入となります。
　純利益（税抜き）は 1億6,183万円となりました。

　一般会計の基金残高は、ふるさと納税の積立てなどによ
り、前年度から 5億1,319万円増加しました。
　特別会計の基金残高は、決算剰余金の積立てなどにより、
前年度から 6億3,659万円増加しました。
■一般会計の主な増減
◦ふるさと犬山応援基金　　 2億6,663万円増加
◦財政調整基金　　　　　　 1億8,170万円増加
■特別会計の主な増減
◦国民健康保険事業基金　　 4億1,880万円増加
◦介護保険事業給付費基金　 1億4,005万円増加

■都市計画税
　都市計画事業や市債の償還に充
てています。

■地方消費税交付金（社会保障財源化分）
　平成26年 4 月 1 日からの地方消費税の
税率引上げ分の地方消費税収は、社会保
障施策に充てています。

　市民 1 人あたりの基金（貯金）残高
　　 8万2,432円（前年度から 1万5,634円増加）

　市民 1 人あたりの市債（借金）残高
　　38万1,041円（前年度から 1万2,248円減少）

　各基準を超えると…
　基準以上となった場合、財政健全化計画などの策定が義
務づけられており、自主的な改善努力に取り組むこととな
ります。
　なお財政再生基準以上となった場合は、計画の策定に加
え、市債の発行が制限されるなど、国の強い関与による確
実な財政再建に取り組むことになります。

実質赤字比率…赤字なし
　財政規模に対する一般会計などの赤字の割合

連結実質赤字比率…赤字なし
　財政規模に対する全ての会計の赤字の割合

実質公債費比率…4.7
　財政規模に対する公債費（市債の返済費）の割合

将来負担比率…9.5
　財政規模に対する将来負担すべき債務総額の割合

資金不足比率…資金不足なし
　公営企業会計（※）ごとの事業に対する
　資金不足額の比率

※�ここでの公営企業会計は資金不足比率算定上の分類
であり、犬山市では水道事業会計、犬山城費特別会計、
木曽川うかい事業費特別会計、公共下水道事業特別
会計、農業集落排水事業特別会計が対象です。

ホームページで公開中
　平成29年度に実施した事業の内容や事業評価などを記載した
決算説明書や平成30年度予算の説明書、犬山市の財政状況など
を市ホームページで公開しています。

区　分 充当額
観光振興事業 199万円
観光振興基金積立金 808万円
消防施設等の整備 637万円

合　計 1,644万円

区　分 充当額

都市
計画

街　路 1,739万円
公　園 7,185万円
下水道 4億2,367万円
その他 201万円

市債償還 2億3,011万円
合　計 7億4,503万円

区　分 充当額
社会
福祉

児童福祉、障害
者福祉など 2億4,468万円

社会
保険

介護保険、国民
健康保険など 2億2,027万円

保健
衛生

医療給付、疾病
予防対策など 1億1,713万円

合　計 5億8,208万円

特別会計決算

企業会計決算

基金（貯金）残高

健全化判断比率

資金不足比率

会　計　名 歳　入 歳　出
国 民 健 康 保 険 86億8,527万円 82億8,934万円
犬 山 城 費 3億7,503万円 2億4,834万円
木曽川うかい事業費 6,922万円 6,023万円
公 共 下 水 道 事 業 23億3,792万円 21億9,273万円
農業集落排水事業 6,626万円 6,063万円
介 護 保 険 53億9,445万円 49億5,216万円
後 期 高 齢 者 医 療 11億3,936万円 11億2,066万円

合　計 180億6,751万円 169億2,410万円

水道会計事業
収　入 支　出 補てん額

収益的 12億9,786万円 11億949万円
資本的 7,891万円 4億4,621万円 3億6,731万円

※�相馬育英事業基金、岡部育英事業基金および教育振興事業
基金は現在の会計区分に従い一般会計に区分しています。

検 索犬山市の財政
詳しくは
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催 し

　平成29年度一般会計・特別会計歳入歳出決算審査結果の概要は以下のとおりである。
（総括）
　平成29年度は、個人市民税や固定資産税などの市税が約118億 6 千万円で、たばこ税を除いて増額となり、対
前年度比では1.3％の伸びとなった。一方、羽黒中央公園整備事業や内田防災公園整備事業などの大規模事業に
よる市債の償還額が増加することから、財政健全化への取り組みを今後も堅持されたい。
　歳入面では、ふるさと納税（ふるさと犬山応援寄附金）として約 4億 2千万円の寄附が寄せられ、県下の自治
体の中でも堅調な伸びを示している。ふるさと納税に加えて、不用となった普通財産の売却や特定目的基金の積
極的活用などを通して、財源確保に取り組むとともに、企業誘致や市内居住・転入の推進施策を促進することで、
税収増加に繋

つな

がるよう少子高齢化に対応した財政基盤の強化を図られたい。
　また各事業・施設ごとの収入と支出を関連付けるため、事業・施設を抽出し、収支バランスの状況を確認した。
今後も、まず担当課において経営的観点から収支バランスの実態把握に努め、将来の運営管理に生かされたい。

子育て応援アプリ「MaMaたす」

　市では、子育てを応援するアプリ「MaMaたす」を提供しています。
◦仕事が忙しく、ホームページから子育てに関する情報を探すのが手間…
◦複雑な予防接種のスケジュール管理が大変…
◦健診の記録や写真を残したい…
　このような声に応えるアプリです。ニックネーム、生年月日、郵便番号な
どを登録するだけで利用できます。
主な機能
◦子ども一人一人に合わせた予防接種スケジュールの自動作成
◦健診情報や発育状態の記録
◦健診日の案内やイベント情報などリアルタイムな情報提供
◦電子メールやプッシュ通知による市からのお知らせ
●下記QRコードを読み込みアプリをダウンロードしてください。

※アプリは無料で利用できますが通信にかかる費用は利用者の負担となります。
問合　保健センター（℡61-1176）

創立62周年記念日
＆動物慰霊祭
動物園を無料開放

　世界最多種、約60種900頭のサ
ル類たちに会いに来てください。
　動物たちに感謝し動物慰霊祭も
開催します。
日時　10月17日㊌10：00〜17：00
　　　（動物慰霊祭は11：30〜）
場所　日本モンキーセンター
費用　当日のみ入園料が無料
問合　日本モンキーセンター（℡

61-2327　Fax62-6823　Eメー
　　　ル�info@j-monkey.jp）
※詳しくはhttp：//www.j-monke
y.jp/を見てください。

どんでん館
ミニ企画展

犬山祭中本町コレクション
〜金襦

じゅ

袢
ばん

と祭りの小道具〜
　町内所蔵の犬山祭に関わる道具
や、通常非公開の個人所有の金襦
袢を期間限定で特別展示します。
日時　10月20日㊏〜11月18日㊐
　　　 9：00〜17：00
　　　（最終入館16：30）
場所　どんでん館企画展示室
費用　入館料100円（中学生以下

無料）
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

おさかなレスキュー
　市内のため池で外来種を駆除
し、在来種を保護します。
日時　10月27日㊏ 9：00〜12：00
場所　橋爪池
　　　（犬山里山学センター横）
費用　無料
持物　汚れてもいい服装、飲み物、

たも網、バケツ、泥の中で
脱げない靴

申込・問合　犬山里山学センター
　　　（℡65-2121）へ

犬山マルシェ
〜犬山での新しい暮らしが見つか
るマルシェ〜

　犬山マルシェは、日々の暮らし
を健康で楽しく過ごしていくため
の「きっかけに出会う場所」。地場
野菜、フード、クラフト、音楽、アー
トを通して、犬山とその近隣に暮ら
す人たちに新しいライフスタイル
を提案するマルシェイベントです。
日時　10月28日㊐10：00〜16：00
場所　犬山ローレライ麦酒館大駐

車場（羽黒字成海郷70）
内容　犬山や周辺地域の地場野菜

の販売、キッチンカー、フー
ドブース、雑貨作家による
クラフトブース、音楽ス
テージ、ワークショップ
コーナーなど

問合　犬山マルシェ実行委員会
（Eメールinuyama.march

　　　e@gmail.com）

東之宮古墳
現地学習会

　市では、現在国指定史跡「東之宮
古墳」の史跡整備を進めています。
　この東之宮古墳の現地学習会を
開催します。学習会では、座学、
東之宮古墳の断面の見学を行いま
す。また希望者には、東之宮古墳
をつくる過程を体験するワーク
ショップも同時開催します。
日時　11月 3 日㊗ 9：00〜12：00
　　　（雨天予備日　11月10日㊏）

※動きやすい服装で来てください。
集合　丸山地区学習等供用施設
対象　どなたでも
定員　30人
費用　無料
申込・問合　事前に青塚古墳史跡

公園ガイダンス施設（℡
68-2272　㊊休館　㊗の場
合は翌平日休館）へ

くりす夢まつり
　栗栖地区の竹林を大勢の力でき
れいにしませんか。キッチンカー
やマルシェ体験ブースなどもあり
ます。休憩時間も楽しめます。
日時　11月10日㊏10：00〜16：00
　　　（参加時間は自由です）
　　　休憩　11：00〜12：30
　　　　　　13：30〜15：00
※動きやすい服装で来てください。
（軍手はこちらで用意します）
場所　夢発心アウトドアフィール

ド（栗栖字寺前777-12）
定員　100人
費用　500円（当日集金）
申込・問合　夢発心　鈴木（℡61-
　　　2036　ホームページhttps：

//peraichi.com/landing_
pages/view/autumn2018

　　　Eメールinfo@yumehassin.
com）へ

東京大学犬山研究林
秋のふれあい
自然観察会

日時　11月18日㊐10：00〜12：00
場所　市民健康館北玄関（集合）
※第3駐車場を利用してください。
定員　先着20人
※中学生以下は保護者同伴。ただ
し乳幼児は不可。
費用　 1人100円
持物　長袖、長ズボン、運動靴、

タオル、飲み物、ヘルメッ
ト（貸出可）

申込・問合　10月22日㊊ 9：00から
環境課（℡44-0345）へ

平成29年度

犬山市一般会計・特別会計
歳入歳出決算審査意見（要旨） 監査委員

鈴木伸太郎
監査委員
髙木　正章

【iOS】 【Android】
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催 し 募 集
　市では、個人等の「資産」（モノ、建物など）や「能力」（スキル、知識など）を他の個人等も有効に活用する
「シェアリングエコノミー」の取り組みを推進しています。

●観光客等に対し、空きスペースを駐車場として貸し出す「駐車場シェア」
　観光客による交通渋滞を緩和し観光地としての魅力向上や地域経済の活性化を図るため、空き駐車場や空き地
を駐車場として貸し出すことができるインターネット上のサービスを利用し、空きスペースを所有している土地
所有者と駐車場を探している観光客等をつなぐ仕組みを紹介します。
　サービスを利用して土地の貸し出しを希望する土地所有者は、駐車可能台数や利用料など駐車場に関する情報
を、インターネット上のプラットフォームに登録します。駐車場利用希望者は、氏名や住所、電話番号などの個
人情報を登録した上で駐車場を事前予約して利用します。

堀部邸
秋の企画展

●「犬山の狛
こま

犬群像」
　神社で長い間、ひとびとを見
守ってきた狛犬たちに会いにきま
せんか。
期間　11月 3 日㊗〜25日㊐
内容　・写真展示
　　　・�写真解説（11月11日㊐、

25日㊐　各日11：00〜）
●「月

げっ

津
しん

塾」
日時　11月17日㊏14：00〜
内容　犬山の狛犬群を編年（文様、

形態により年代順に分類）
します。

講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　赤塚次郎氏
●特別公開
　普段非公開の主屋 2階を解説付
きで見ることができます。
日時　11月 3 日㊗、 4日㊐
　　　（各日11：00、14：00）
【共通】
場所　木下城伝承館・堀部邸主屋
費用　無料
問合　木下城伝承館・堀部邸
　　　�（℡90-3744　㊊㊋休館　㊗

の場合翌平日休館　10：00
〜16：00）

ホームページに掲載するバナー広告
掲載場所　トップページ（市が指定した位置）
募集枠数　 5枠
バナー規格　�縦50ピクセル×横150ピクセル以内、JPEGまたはGIF形式

（アニメーション不可） 4キロバイト以内
掲載料　 1枠10,000円/月（消費税および地方消費税含む）
バナー作成費用　広告主負担
募集日程等

掲載期間
広告掲載申込書
広告案提出期限

広告データ
提出期限

広告掲載料
納入期限

一
括

平成31年 1 月 1 日
〜 3月31日

3 か月 11月30日㊎ 12月25日㊋ 12月28日㊎

随
時

12月 1 日〜31日 1 か月 10月31日㊌ 11月26日㊊ 11月30日㊎

平成31年 1 月 1 日
〜31日

1 か月 11月30日㊎ 12月25日㊋ 12月28日㊎

2月 1日〜28日 1 か月 12月28日㊎ 1月25日㊎ 1月31日㊍

3月 1日〜31日 1 か月 1月31日㊍ 2月22日㊎ 2月28日㊍

申込・問合　広告掲載申込書に必要事項を記入し、広告案などを添えて、
企画広報課（℡44-0311）へ

※詳しくは、市ホームページ「犬山市広告募集」を見てください。

犬山城下町の
写真を募集

　季節の催し、風景、名物など、
あなたしか知らない犬山城下町
を、城とまちミュージアムで紹介
してみませんか。採用された写真
は、館内の展示「市民が語る城下
町の魅力」に掲載します。

対象　どなたでも（市外の人も可）
申込　平成31年 3 月31日㊐までに

メールで氏名（ペンネーム
可）、住所、電話番号また
はEメールアドレス、写真

のタイトル（20字以内）、
コメント（150字以内）を
明記のうえ、写真（犬山の
城下町を撮影したもの、未
発表のオリジナル作品に限
ります）を添えて、文化史
料館（城とまちミュージア
ム）へ

※詳しくは市ホームページを見て
ください。
問合　文化史料館（℡62-4802　E
　　　メールshiro_machi_muse
　　　um@yahoo.co.jp　 9：00〜
　　　17：00）

シェアリングエコノミーと駐車場シェアに関する説明会を開催します
　シェアリングエコノミーと駐車場シェアに関する説明会を開催します。「自宅に使っていない駐車場や空き
地がある」「平日は従業員の駐車場として使用しているが、土日は使用していないため空きスペースになって
いる」等利用を考えている人は、ぜひ参加してください。申し込みは不要です。詳しくは市ホームページを見
てください。
日時　10月26日㊎13：30〜15：00　　　場所　福祉会館 4階　中ホール
講師　内閣官房シェアリングエコノミー伝道師　石崎方規氏　ほか
問合　企画広報課（℡44-0312）、市観光協会シェアリングエコノミー推進担当（℡090-9913-1278）

●駐車場シェア以外にもさまざまなシェアリングエコノミーの取り組みを始めています
①　　　　　　との連携による情報発信
　 8月28日、市は地域SNS「マチマチ」活用による市民サービスの向上および地域課題の解決を図
るため、株式会社マチマチと連携協定を締結しました。マチマチは居住地域から一定の範囲内に住
んでいる人と実名で交流できるため、より生活に密着した情報交換が可能です。また今回の連携協
定締結により、マチマチ上で広報犬山の閲覧ができるようになったほか、市の防災や子育てなどに
関する幅広い分野の行政情報を得られるようになりました（登録は右記QRコードからできます）。
問合　企画広報課（℡44-0312）

②「犬山版子育てシェアエコ・ミーティング」を開催
　子育て世代の女性が集まり、子育て分野に関連のあるシェアリングエコノミーのサービスについて学びます。

日　時 場　　所 内　　　　容

10月30日㊋
10：00〜11：30 市役所2階�202会議室 まちの掲示板SNS「マチマチ」の活用法を考えてみよう！

11月28日㊌
10：00〜11：30 市役所2階�202会議室 安心して子どもを預けられる託児サポート〜現在とこれから〜

1月29日㊋
10：00〜11：30 東児童センター 子育てシェアリングできる、わが家のモノ・私の経験を発掘しよう

2月17日㊐
10：00〜12：00

エナジーサポートアリーナ
（市体育館） 子育てタウンミーティング2019の開催

※上記内容は変更になる場合があります。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（℡44-0322）

駐車場の情報提供駐車場登録

利用料利用料
（仲介事業者への手数料除く）

戌年記念事業

犬山市が取り組む「シェアリングエコノミー」
使用していない駐車場や空き地を、駐車場として貸し出しませんか

観光客等仲介サービス土地所有者
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募 集
　平成29年度の住民基本台帳の閲覧状況について次のとおり公表します（住民基本台帳の閲覧は、国または地方
公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するため必要な場合や、営利目的以外の統計調査、世論調査、学術研
究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものなどに限られています）。

閲覧の請求をした国または地方公共団体の
機関の名称

請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲委託を受けて閲覧の
申し出を行った場合
に係る委託者の名称
（委託者が個人の場
合にあってはその旨）

自衛隊愛知地方協力
本部 ― 自衛官等の募集

に伴う広報
平成29年 5 月22日
〜23日

市内全域
平成11年 4 月 2 日〜平
成12年 4 月 1 日までの
間に生まれた男子
平成14年 4 月 2 日〜平
成15年 4 月 1 日までの
間に生まれた男子

愛知県県民生活部県
民総務課

株式会社東京商工
リサーチ名古屋支社

人権に関する県
民意識調査 平成29年 8 月25日 市内全域

20歳以上

閲覧の申し出を行った者の氏名

利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲（申出者が法人の場
合はその名称および
代表者または管理者
の氏名）

委託を受けて閲覧の
申し出を行った場合
に係る委託者の名称
（委託者が個人の場
合にあってはその旨）

NHK放送文化研究所
世論調査部長
吉田理恵

株式会社
インテージリサーチ

若者と現役世代
の社会・生活意
識（日常生活と
社会についての
意識）調査

平成29年 9 月12日 市内全域
16歳以上59歳以下

日本たばこ産業株式
会社
たばこ事業本部
M＆S企画部長
西谷圭一

株式会社
ビデオリサーチ

全国たばこ喫煙
者率調査 平成29年12月26日 丸山 1、丸山 2、

八幡北

東京大学大学院経済
学研究科　研究科長
持田信樹

株式会社
RJCリサーチ

少子高齢化社会
における家族・
出生・仕事に関
する全国調査

平成30年 1 月18日 長者町団地 1
18歳以上49歳以下

問合　市民課（℡44-0303）

選考方法
　　　筆記試験および面接試験
選考日　①②③④　12月 7 日㊎
　　　　　　　⑤　12月 2 日㊐
選考場所
　　　愛知障害者職業能力開発校
入校日　平成31年 4 月 5 日㊎
訓練期間　 1年間
問合　ハローワーク犬山（℡61-

2185）または愛知障害者職
業能力開発校（豊川市一宮
町上新切33-14　℡0533-93

　　　-2102）

人権擁護委員に
梅村幹雄氏再任

　人権擁護委員に、10月 1 日付け
で梅村幹雄氏が再任されました。
任期は 3年です。

梅村幹雄氏

　人権擁護委員は、法務大臣から
委嘱され、人権侵害や差別、いじ
め問題など人権に関する悩み事の
相談や人権思想を広めるための啓
発活動などを行っています。
　毎月第 3㊌13：00〜16：00には南
部公民館で人権相談を行っていま
す（相談日は変更になる場合があ
ります）。
問合　市民課（℡44-0303）

手話講座
　手話をはじめませんか。
　楽しく手話を学ぶ講座です。あ
いさつや名前を覚えましょう。
日時　●Aコース
　　　11月 7 日、14日、21日、28日
　　　各㊌10：00〜11：45
　　　●Bコース
　　　�11月 9 日、16日、30日、
　　　12月 7 日
　　　各㊎19：00〜20：45
場所　●Aコース
　　　福祉会館 3階302会議室
　　　●Bコース
　　　福祉会館 3階304会議室
定員　各コース15人
対象　市内在住・在勤で手話や聴

覚障害者の福祉に関心のあ
る人

費用　無料
申込・問合　住所・氏名・電話番

号・年齢・希望のコースを
記入し、ファックスかE
メールで市社会福祉協議会

　　　ボランティアセンター（℡
61-2563　Fax62-9923　

　　　Eメールvolunteer@inuya
　　　ma-welfare.net）へ

障害者職業訓練生
募集

　愛知障害者職業能力開発校では
平成31年 4 月入校の訓練生を募集
します。
募集科目　①ITスキル科
　　　　　②OAビジネス科
　　　　　③CAD設計科
　　　　　④デザイン科
　　　　　⑤総合実務科
　　　　　　（知的障害者対象）
期間　10月15日㊊〜11月21日㊌

消費者トラブルに
気をつけて

美容医療の契約は慎重に！
　チラシを見て訪れた美容外科ク
リニックで、「しわが目立たなく
なる」と契約を強引に迫られ、断
り切れずに筋肉の緊張を抑えるボ
トックス注射の契約をしたが、帰
宅後に高額な契約をしてしまった
と思い直したため解約したい。

（60代女性）
アドバイス
　美容医療サービスを受ける前に
は、リスク等についても情報収集
し、施術内容や契約内容を理解し
たうえで、十分検討・納得してか
ら契約するようにしましょう。平
成29年12月 1 日以降に契約した美
容医療のうち「脱毛」「にきび、
しみ、ほくろなどの除去」「肌の
しわやたるみの軽減」「脂肪の溶
解」「歯の漂白」の 5種類の施術
については、クーリングオフや中
途解約が可能になりました。困っ
たときは早めに相談してください。

無料相談窓口
●犬山市消費生活センター
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受付は16：30まで）
場所　市役所 1階相談室
　　　（℡44-0398）
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊎　 9：00〜16：30
　　　㊏・㊐　 9：00〜16：00
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）

住民基本台帳の閲覧公表

生 活
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生 活 健 康

　消防法により、店舗、病院、工場、事務所、百貨店など多数の人が出
入りし、勤務または居住する建物の所有者、賃借人などは、下表の用途、
収容人員および規模に応じて防火管理者を定め、防火管理上必要な業務
を行わせなければなりません。なお収容人員300人以上の特定防火対象物
（不特定多数の人が出入りする建物）の防火管理者は、 5年ごとに再講
習の受講が必要です。
【防火管理者の選任が必要な建物】

建物の使用用途 甲種防火管理者 乙種防火管理者

養護老人ホームなどの消
防法施行令別表第 1（ 6）
項ロに掲げる防火対象物

収容人員10人以上 ―

（特定防火対象物）
飲食店・店舗・旅館・病
院・幼稚園・福祉施設な
ど

収容人員30人以上
延面積300㎡以上

収容人員30人以上
延面積300㎡未満

（非特定防火対象物）
共同住宅・学校・寺院・
工場・倉庫・事務所など

収容人員50人以上
延面積500㎡以上

収容人員50人以上
延面積500㎡未満

※収容人員は、消防法施行規則第 1条の 3に基づき、従業員数、客席な
どの椅子の数、床面積等により算出します。
日時　①甲種防火管理新規講習　12月12日㊌ 9：30〜15：50
　　　　　　　　　　　　　　　　　13日㊍ 9：30〜16：40
　　　②乙種防火管理新規講習　12月12日㊌ 9：30〜16：40
　　　③甲種防火管理再講習　　12月14日㊎ 9：15〜11：50
受講科目の一部免除
　消防設備点検資格者の免状の交付を受けている人、自衛消防業務講習
の修了証の交付を受けている人は、①の講習科目の一部を免除すること
ができるので、受け付けの際、免状の写しまたは修了証の写しを提出し
てください。
場所　南部公民館　展示室 2・ 3
定員　①・②合わせて先着70人　③先着40人
費用　テキスト代のみ　①・②4,000円　③2,000円
申込・問合　10月29日㊊〜11月 9 日㊎（㊏㊐を除く 9：00〜17：00）に窓

口または市ホームページ「平成30年度第 2回防火管理講習」内の
申込書に必要事項を記入し、顔写真 1枚（ 6か月以内に撮影した
もので、縦 4 ㎝×横 3 ㎝、無帽、無背景、正面から上三分身像）
と講習費用を消防本部予防課（℡65-3123）へ

※③を受講する人で、犬山市消防本部以外の機関で甲種防火管理者の資
格を取得した人は修了証の写しを添付してください。

内田防災公園を
緊急時に使用します

　 7月30日㊊から内田防災公園を
ドクターヘリコプターの離着陸場
所として利用しています。
　近年、救急件数が増加しており
重
じゅう

篤
とく

な傷病者も多く発生していま
す。その際に活躍するのがドクター
ヘリコプターです。離着陸する際
は消防隊が周囲への広報などを行
うので、協力をお願いします。
　なおドクターヘリコプターの運
行にあっては、 8：30〜17：00（日
没が17：00以前であれば日没まで）
となっています。また現在市内の
各小中学校や石作公園なども離着
陸場所として利用しています。
問合　消防本部消防署
　　　（℡65-0119）

市民健康館
メンテナンス休館

　市民健康館では、「さら・さく
らの湯」など館内施設のメンテナ
ンス作業を行うため、期間中は全
館を臨時休館します。
　休館時は、交流ホールや会議室
の使用も原則として中止します。
期間　11月 5 日㊊〜 7日㊌
問合　市民健康館（℡63-3800）

無料調停相談会
　「家庭内や親族間のもめごと」
や「民事上のもめごと」について、
豊富な経験と知識をもった裁判所
の調停委員が調停で解決する手続
きの相談に無料で応じます。
日時　11月 8 日㊍10：00〜16：00
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ 3階会議室
問合　犬山調停協会（犬山簡易裁

判所内　℡61-0390）

平成30年度第2回防火管理講習
（甲種・乙種新規講習、甲種再講習）

11月の各種無料健康相談ガイド

相談 日時・場所 内容 担当

①いきいき
　健康相談

随時
市民健康館

心と体に関する相
談や家族の健康に
関する相談など

保健師
看護師

②栄養士による
　栄養相談

随時
市民健康館

栄養に関する相談 管理栄養士

③�歯科衛生士に
　よる歯科相談

随時
保健センター

歯科に関する相談 歯科衛生士

④おくすり
　なんでも相談

21日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

くすりに関する
相談

スギ薬局
薬剤師
服部美栄子氏

⑤アルコール
　相談

4日㊐
9：30〜13：30
市民健康館
※秋桜健康福
祉まつり内

飲酒に関する悩み
相談

断酒会会員

申込　①〜③については要予約（相談は 1人15分程度）
問合　①②④⑤市民健康館（℡63-3800）
　　　③保健センター（℡61-1176）

骨密度チェック
　骨粗しょう症予防のため骨密度を測定してみませんか。

秋桜健康福祉まつりで
骨密度チェック

南部公民館で
骨密度チェック

日時
11月 4 日㊐ 9：30〜11：30 11月20日㊋10：00〜12：00

※時間は申し込み順で指定はできません。

場所 市民健康館 南部公民館

対象 市内在住の20歳以上の人
（平成29年11月以降に骨密度チェックをした人を除く）

定員 50人

費用 300円

測定方法 超音波によるかかとの骨密度測定

持物 健康手帳

申込 10月22日㊊〜11月 2 日㊎ 10月24日㊌〜11月16日㊎

申込・問合　上記申込期間に直接または電話で市民健康館（℡63-3800　
㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00）へ

初心者向け
中高年男性料理入門

　高齢者のみの世帯や 1人暮らし
の人が増えています。男性もいざ
という時に困らないよう、台所に
立ってみませんか。調理の基礎か
ら家庭で簡単にできるちょっとし
たコース料理まで学べます。

回 日程 内容

1 11月16日㊎
ご飯の炊き方、だ
し汁のとり方等基
本の調理

2 11月30日㊎
買い物と購入した
材料の調理

3 12月14日㊎ 和風献立の調理

4 1 月11日㊎ 中華風献立の調理

5 1 月25日㊎ 洋風献立の調理

時間　各回 9：45〜13：30
　　　（受付 9：30〜）
場所　市民健康館
講師　市食の改善推進員
対象　市内在住の男性で、特に調

理をしたことがない人（過
去に受講した人は除く）

定員　先着16人
費用　材料代実費
※初回は1,100円程度（ 5回分の
米と調味料等の代金を含む）
※ 2〜 5回目は各回600円程度
持物　健康手帳、筆記用具、エプ

ロン、手拭きタオル、三角
巾など頭を覆うもの

申込・問合　10月22日㊊〜11月 9
日㊎に市民健康館（℡63-
3800）へ

相 談
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健 康

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「デンタル・フロス」
　歯ブラシで丁寧に歯みがきして
も、歯と歯の間や歯と歯肉の境目
にたまった汚れは落とせません。
歯ブラシだけで落とせる汚れは、
全体の 8割ほどといわれていま
す。残りの 2割の汚れ落としに活
用してほしいのが、デンタル・フ
ロスです。
　基本的には、歯みがきの後に使
います。
　まず歯みがきをして、ある程度
歯間の汚れを取っておいた方が、
効率よくできます。デンタル・フ
ロスはナイロン繊維をより合わせ
た束を糸状にしたものです。歯と
歯肉の間の汚れをかき出すこと
で、むし歯予防だけでなく歯肉炎
や口臭予防にも役立ちます。デン
タル・フロスは、ぴんと張り、歯
と歯の間の側面に沿ってゆっくり
と通します。あらかじめぴんと
張ってあり取っ手がついたものも
売っています。使い始めは、かか
りつけの歯科医院で指導を受ける
とよいでしょう。

高齢者の生活を
支えるために

　市では65歳以上の 1人暮らしの
人が安心して暮らせるよう、次の
サービスを行っています。
● 1 人暮らし高齢者あんしんコール
　安否確認を目的として平日の午
後、希望する曜日に自宅へ電話を
かけます。

※介護保険サービス等により安否
確認ができる日は利用できません。
対象　自宅に電話機を保有する65

歳以上の 1人暮らしの人
費用　無料
●緊急通報システム貸与
　消防署へ通報できる機器を貸与
します。
※ふるさと犬山応援寄附金記念品
として、緊急通報システム設置
サービスも行っています。
対象　自宅に電話機を保有する、

虚弱な65歳以上の 1人暮ら
しの人、または65歳以上の
高齢者のみの世帯でいずれ
もが寝たきりか虚弱である
世帯

費用　月額525円
問合　長寿社会課高齢者福祉担当
　　　（℡44-0325）

みんなでつくろう
安心の街

　10月20日まで「秋の安全なまち
づくり県民運動」が実施されてい
ます。
　振り込め詐欺（オレオレ詐欺、
架空請求詐欺、融資保証金詐欺、
還付金等詐欺）の被害防止対策と
して、言葉巧みな犯人と会話をし
ないですむように、在宅時でも留
守番電話に設定しておきましょう。
　また家の泥棒対策として、外出
時には必ず鍵をかけ、補助錠をつ
けましょう。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

図書館DVD上映会
日時　11月 4 日㊐（全 2回）

　　　①11：00〜　②14：00〜
　　　（上映時間　約45分）
場所　市立図書館 2階視聴覚室
内容　上映作品
　　　『レオ・レオニ5つの名作集』
　　　・フレデリック
　　　・コーネリアス
　　　・ぼくのだ！わたしのよ！
　　　『ぼくは王さま』より
　　　・カレンダーはにちようび
対象　幼児〜どなたでも
定員　各回当日先着50人
費用　無料
問合　市立図書館（℡62-6300）
　

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）
※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。
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、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）

風水害被害支援一覧表
　風水害によって、被害にあった場合には、次のような支援制度があります。� 　平成30年10月 1 日現在

支援項目 問合 支援についての概要

1
罹
り

災
さい

証明書の
発行

地域安全課
℡44-0346

内容　��住家、非住家は問わず住居や倉庫、工場などの建築物に関する被害の程度の
証明

手続　��訪問調査の予約のため、電話で地域安全課へ

2
被災証明書の
発行

地域安全課
℡44-0346

内容　�建築物以外の人的被害、家財や商品等の動産被害、ブロック塀等の構造物被
害などの原因となった気象状況などの証明

手続　�被害を受けた物の写真や見積書（取得済の場合）を持って、地域安全課へ

3 家屋の消毒
健康推進課
地域安全課
℡44-0346

内容　�床下および床上浸水の被害を受けた家屋を消毒
手続　�訪問日予約のため、電話で地域安全課へ
※消毒効果を得るには、泥などの汚れを流した後、できるだけ乾燥させておいてく
ださい。

4
家庭系
一般廃棄物処理

環境課
℡44-0344

内容　�住家で浸水被害により使用不能となった家財等のうち都市美化センターで処
理が可能なものを回収。罹災者によるセンター持ち込みも可。処理料減免

※店舗、事務所、宗教施設等は対象外
手続　�戸別回収　�罹災証明書取得の上、環境課と日程調整してください。
　　　拠点回収　�別途指定する日時、場所へ排出（町会長経由で連絡）

5
土砂災害
応急復旧
対策費の補助

整備課
℡44-0333

対象　�土砂災害により居住家屋等に土砂が流入した①土砂災害が発生した土地の所
有者②居住家屋等の居住者または所有者

※ただし同じ土砂崩れで①②双方からの申請は不可。
補助額　�応急復旧対策に係る費用額に 2分の 1を乗じた額（上限20万円）
手続　�災害発生日から 3か月以内で、原則土砂撤去前に申請

6
国民年金保険料
の免除

保険年金課
℡44-0328

対象　�国民年金 1号加入中の者で、罹災証明書の内容により財産に 2分の 1以上の
損害を受けていることが確認できる場合

免除額　�全額〜一部
手続　�年金手帳または印鑑を持って、保険年金課国民年金担当へ

7
後期高齢者医療
保険料の減免

保険年金課
℡44-0328

対象　�風水害により被害を受けた日に居住していた住宅および家財の 2割以上の被
害を受けたとき

減免額　�5 割以上…全額　�2 割以上 5割未満…半額
手続　�罹災証明書（コピー可）と印鑑を持って、保険年金課医療担当へ

8
国民健康保険税
の減免

保険年金課
℡44-0327

対象　�前年中の所得が400万円以下の世帯で、風水害等により世帯主の所有する住
宅または家財の 3割以上の損害を受けた人

減免額　�所得と損害程度により納付額の「全額〜100分の12.5」
手続　�罹災証明書（コピー可）と印鑑を持って、保険年金課国民健康保険担当へ

9
市民税・県民税
の減免

税務課
℡44-0314

対象　�前年中の所得が1,000万円以下の者で、自己の所有に係る財産について生じ
た損害金額がその価額の 3割以上の者

減免額�　所得と損害の程度に応じて、その年に納付すべき額の「全額〜100分の
12.5」

手続　�減免事由の発生の日から30日を経過した日と、発生後最初に到来する納期限
とのうちいずれか遅い日までに、罹災証明書（コピー可）と印鑑を持って、
税務課市民税担当へ

10
固定資産税・
都市計画税の
減免

税務課
℡44-0315

対象　�固定資産税の対象となる財産（土地・家屋・償却資産）について生じた損害
がその財産の 2割以上の者

減免額　�損害の程度に応じて、その年に納付すべき額の「全額〜100分の40」
手続　�減免事由の発生の日から30日を経過した日と、発生後最初に到来する納期限

とのうちいずれか遅い日までに、申請書、罹災証明書（コピー可）と印鑑を
持って、税務課資産税担当へ

11

介護保険料
および
介護保険利用者
負担額の減免

長寿社会課
℡44-0326

対象　�前年中の所得が400万円以下である介護保険第 1号被保険者および世帯の生
計を主として維持する者が家屋、家財またはその他の財産に被害を受けた者

減免額　�①利用者負担額　�　�被害の程度により全額または100分の95
　　　　②保険料　　　　　�被害の程度により全額または100分の50
手続　�罹災証明書（コピー可）と印鑑を持って、長寿社会課介護保険担当へ

高 齢 者

警察署だより

子 育 て
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子 育 て
支援項目 問合 支援についての概要

12
被災者生活再建
支援金の支給

福祉課
℡44-0320

対象　�自然災害により住居が全壊、半壊、大規模半壊した世帯、敷地に被害が生じ、
その住宅をやむを得ず解体した世帯（半壊解体）、長期避難世帯

支援金　�①基礎支援金　�住宅の被害状況等に応じ、37.5万〜100万円
　　　　②加算支援金　�住宅の再建方法等に応じ、37.5万〜200万円
※②は市内で住宅の再建を行う場合に限る。
手続　�福祉課庶務担当へ
※被災状況を確認後支給決定します。

13
災害援護資金の
貸付

福祉課
℡44-0320

対象　�県内において災害救助法が適用された市町村が 1以上ある災害の場合、自然
災害により被害を受けた世帯のうち、政令で定める所得額に満たない世帯の
世帯主

貸付金　�1 世帯当たりの限度額350万円
手続　�福祉課庶務担当へ
※被災状況を確認後貸付決定します。

14
災害弔慰金の
支給

福祉課
℡44-0320

対象　�県内において災害救助法が適用された市町村が 1以上ある災害などの場合、
自然災害により死亡された方の遺族

弔慰金　�死亡された方が①生計維持者　�500万円　�②非生計維持者　�250万円
手続　�福祉課庶務担当へ
※被災状況を確認後支給決定します。
※同様の要件で著しい障害を受けた場合、災害障害見舞金を受給できる場合があり
ます。

15
災害見舞金の
支給（県制度）

福祉課
℡44-0320

対象　�県内において災害救助法が適用された市町村が 1以上ある災害などの場合、
自然災害による被災世帯（者）

見舞金�　死亡された方20万円、重傷の方10万円
　　　　全壊 1世帯10万円、半壊 1世帯 5万円、床上浸水 1世帯 1万円
手続　�福祉課庶務担当へ
※被災状況を確認後支給決定します。

16
災害見舞金の
支給（市制度）

福祉課
℡44-0320

対象　�自然災害による被災者
見舞金　�全壊 1世帯 5万円、半壊 1世帯 3万円、床上浸水 1世帯 1万円
手続　�福祉課庶務担当へ
※被災状況を確認後支給決定します。

17
就学援助費の
支給

学校教育課
℡44-0350

内容　�就学費用の負担が困難な保護者に対し、給食費や学用品費等の一部を援助
手続　�罹災証明書（コピー可）と印鑑を持って、学校教育課へ
※被災状況や所得等による審査があります。

18
教科用図書の
再交付

学校教育課
℡44-0350

内容　�風水害により紛失および損失のあった教科用図書について経済的に購入が困
難な場合、被災状況を確認後無償で再交付

手続　�学校教育課または小中学校へ

19 保育料の減免 子ども未来課
℡44-0324

対象　�自己の所有する住宅または家財について生じた損害額が、その価格の 5割以
上の者

減免額　�保育料階層区分に応じて全額または半額
手続　�罹災証明書（コピー可）と印鑑を持って、子ども未来課へ

20
犬山幼稚園
授業料の減免

学校教育課
℡44-0350

対象　�自己の所有する住宅または家財について生じた損害額が、その価格の 5割以
上の者

減免額　�授業料階層区分に応じて全額または半額
手続　�罹災証明書（コピー可）と印鑑を持って、学校教育課へ

21
通訳者の派遣
申請書の翻訳

観光交流課
℡44-0343

内容　�上記、各支援の手続きに、通訳が必要な場合に対応（要予約）
手続　�事前に観光交流課交流担当へ
※対応言語：英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、タガログ語

※その他日本赤十字社犬山市支部などから災害見舞金の受給が可能な場合もあります。
　詳細は福祉課庶務担当（℡44-0320）へ
問合　平日 8：30〜17：15　地域安全課（℡44-0346）
　　　上記以外の時間帯　犬山市役所（代表　℡61-1800）

　平成31年 4 月 1 日からの入園受付および面接を次のとおり行います。
必ず子ども同伴で保護者が申請をしてください。
●第 1 次募集（11月19日㊊〜30日㊎）
※第 2次募集以降については、子ども未来課に問い合わせてください。
提出書類　入園申込書、支給認定申請書等
持物　母子手帳、印鑑等
①子ども未来園・保育園での入園受付

園 児童年齢
園受付日

11月19日㊊ 11月20日㊋ 11月21日㊌

公立（各子ども未来園）
0〜 2歳児 9：30〜11：00

13：00〜16：00 13：00〜16：00

3 〜 5 歳児 － 9：30〜11：00
集団面接10：00〜10：30

私立（白帝保育園、犬山さくら保育園） 全年齢 9：30〜16：00

※第 1希望の園に申請をしてください。
※羽黒南・楽田東子ども未来園の 1号認定（教育標準時間認定）の受け付けは、11月20日㊋、21日㊌の 2日間の
みです（定員（ 3歳児 3人）を超える申請がある場合は、別日に抽選を行います）。
②子ども未来課での入園受付（11月22日㊍〜30日㊎）
受付場所　子ども未来課（㊏㊐㊗除く 9：00〜17：00）
面接日時　12月17日㊊、18日㊋　各日10：00〜10：30、10：30〜11：00
面接場所　五郎丸・橋爪子ども未来園（ 3〜 5歳児のみ）
※ 0〜 2歳児については、書類受付時に子ども未来課で個別に児童の面接を行います。
問合　子ども未来課保育担当（℡44-0324）

平成31年度の子ども未来園・保育園の入園受付

第20回あつまれいぬやまっこ！うきうき大行進
　子どもたちに遊び文化を伝承するために始められた「あつまれいぬやまっ
こ！うきうき大行進」は、今年で20回目を迎えます。子どもたちが挑戦した
り、工夫したりして楽しく過ごせるようにさまざまな遊びを用意しています。
また記念イベントとしてサイエンスショーなども行います。
　一日丸ごと親子で、友達同士でいろいろな遊びを楽しみませんか。
日時　11月11日㊐10：00〜15：00
場所　市民文化会館、南部公民館、会館前駐車場
内容　イベントショー　くす田博士のサイエンスショー
　　　あそび広場　　　�参加型おはなし、遊べる工作、丸太切りと木の工作、伝承遊び、オリジナル缶バッチ作

り、ぬり絵、昭和の遊び、東之宮古墳の秘密、ハンドマッサージ、交通安全約束手形、
緊急車両の見学、サイエンスコーナー等

　　　ステージ発表�　　市内児童館・児童センター、子どもクラブ（和太鼓、バトン、詩吟等）、市内在住の中・
　　高校生の発表、地域活動クラブの発表（合唱等）

費用　無料
※10月15日㊊から、各児童館・児童センターで、無料参加券を配布しています。
問合　市内各児童館・児童センター

▲昨年の様子

▲園での様子（セラピー犬訪問）
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　「子どもへの関わり方は、今の
ままでいいのかな」「どんな言葉
をかけたらいいのかな」「子ども
と楽しめる遊びを知りたい」と
思って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。
　今回の勉強部屋では、子どもと
の絆を深めながら、発達を促すた
めの関わり方や育て方のポイント
等、今必要な話を聞いたり、実習
をします。

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

　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201研修室、創

作活動室、交流ホール
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・問合　10月30日㊋から、さ
ら・さくらつどいの広場
（℡63-3817）へ

※ 1歳児、2歳児向けの内容です。
※託児は、ボランティアグループ
「ぞうさんクラブ」が担当します。
（会員募集中です。詳しくはつど
いの広場へ）
※都合により講師に変更がある場
合があります。

回 日程 時間 講座名 講師 託児

1 11月20日㊋

10：00〜11：00

「優しい愛に包まれて育つ豊かな心」 家庭児童相談室相談員
木澤和子氏 あり

2 11月27日㊋ 「楽しく遊んで運動能力UP！
〜頭と体をつなげる運動あそび〜」

ペンタゴンスポーツ企画
代表　原克臣氏 なし

3 12月 4 日㊋ 「子どもが喜ぶ手作りおもちゃ」 社会教育指導員
高林徹雄氏 あり

4 12月11日㊋ 10：00〜11：30 「音楽にふれて親子で楽しいひと時を」 ミュージックマム
代表　奥村まなぶ氏 なし

5 12月19日㊌ 10：00〜11：00 「子どもの気持ちをのぞいてみよう」
キャリアコンサルタント
Career�Leaf
代表　平田幸恵氏

あり

　納付は、市指定金融機関、コン
ビニおよび市役所・出張所でお願
いします。

納期限 10月31日㊌
市民税・県民税 3期
国民健康保険税 5期
介護保険料 7期
後期高齢者
医療保険料 3期

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

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
10/16㊋、11/ 6 ㊋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）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日
10/28㊐、11/11㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

日曜市役所
毎月第 2・第 4日曜日
10/28㊐、11/11㊐ 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
問合　市民課（℡44-0303）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

オーロラクラブ
ガラス絵作品展

　自由な発想でガラスに絵を描い
ています。ガラス絵の色彩の美し
さが観覧者を魅了する作品展です。
日時　10月18日㊍〜21日㊐
　　　�10：00〜17：00
　　　（最終日16：00まで）
場所　市立図書館 2階展示室
内容　風景、静物、花、人物等の

モチーフ40点
問合　中村（℡090-3308-4115）

自然教室in創造の森
　岐阜県関市の山に行き、間伐作
業を見学したり山歩きをして、お
昼ご飯を一緒にたべよう。
日時　10月27日㊏ 9：00〜16：00
　　　（少雨決行）

集合　 8：50
※集合場所は申し込み時に連絡し
ます（犬山市内予定）
場所　岐阜県関市「21世紀創造の

森」
対象　小学生
費用　1,000円
申込　10月20日㊏までにNPO法

人こどもサポートクラブ東
海（Eメールinfo.kodomo.
sct@gmail.com）へ

問合　山田（℡080-9503-8486）

地域見守り
声かけ訓練

　行方不明高齢者の見守りと声か
け訓練を五郎丸地区で行います。
日時　10月20日㊏ 9：30〜12：00
　　　�（小雨決行　警報発令時は

中止）
場所　総合犬山中央病院
　　　 3階会議室（集合）
　　　（五郎丸字二子塚 6）
申込・問合　犬山南地区高齢者あ

んしん相談センター（℡
62-2270）へ

第9回森の音楽会
〜東洋・西洋の弦の響き〜
日時　10月21日㊐14：00〜
場所　犬山里山学センター
対象　どなたでも
出演　�アンサンブルWai、二胡短

箏ピアノユニット「チェ
リーブロッサム」

費用　無料
問合　大島（℡080-3076-1897）

シルバー
人材センター
写真同好会写真展

　移り変わる季節の風景やにぎや
かな町の催しなど、目にとまった
瞬時の記録20点ほどの作品を展示
します。

日時　10月23日㊋〜28日㊐
　　　 9：00〜18：00
　　　�（初日11：00から、最終日

16：00まで）
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ交流プラザ
問合　シルバー人材センター
　　　（℡62-8505）

磯部邸
蔵で朗読会

　磯部邸の雰囲気のある蔵で、
「犬山の民話（ 4話）」「おしおき
蔵」「べっかんこおに」をすーる
べるすーるの 4人が語ります。
日時　10月24日㊌14：00〜15：30
場所　旧磯部家住宅
対象　どなたでも
定員　先着50人
費用　無料
問合　牧野（℡080-1627-7557）

韓国語サークル
仲間募集

　学習だけでなく、韓国ドラマの
話をしたり、韓国旅行で会話の訓
練もします。
　会話が通じれば楽しくなります
よ。
日時　毎月第 1・ 3㊊
　　　13：00〜14：30
場所　市役所 2階
　　　市民開放スペース
対象　簡単な韓国語の読み書きが

できる女性
費用　問い合わせてください。
問合　新婦人の会　川村
　　　（℡090-4262-1494）

子 育 て

市 税 等
納 期 限 時間外受付

水道緊急時

時間外受付
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尾関作十郎企画展・
おぜき陶芸教室
作品展

　明治から大正時代につくられ、
現存保管している陶器の一部の展
示と、陶芸教室会員による陶芸作
品の展示を行います。
日時　10月25日㊍〜28日㊐
　　　10：00〜17：00
場所　尾関邦彦陶芸教室
　　　（犬山字相生13）
問合　尾関（℡62-2635）

ぎゃらりぃ木屋
佐野千津子油絵個展

　人形と風景をモチーフに100号
〜 6号の油絵を約20点展示します。
日時　10月25日㊍〜29日㊊
　　　�10：00〜17：00
　　　（最終日16：00まで）
場所・問合　ぎゃらりぃ木屋
　　　�（犬山字東古券498　℡61-

0591　㊋㊌除く）

第33回　市民茶会
　秋の一日、一服のお茶を楽しみ
ませんか。椅子席もあります。
日時　10月28日㊐10：00〜15：00
場所　犬山成田山　若水庵
席主　裏千家　宮地宗友
費用　前売り券　600円
　　　当日券　　700円
問合　文化協会茶華道部　宮地
　　　（℡090-5627-7613）

市老連陶芸部
ミニ作品展

　会員14人の作品や大澤富男氏の
作品を展示します。
日時　10月30日㊋〜11月 8 日㊍
　　　 9：00〜17：00
　　　�（初日10：00から、最終日

15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　長瀬（℡61-1848）

ぎゃらりぃ木屋
フローラルコラージュ
とリースの作品展

　切って、並べて、貼って、自然
をアートする植物素材を使った作
品約30点を展示します。
日時　11月 1 日㊍〜 5日㊊
　　　�10：00〜17：00
　　　（最終日16：00まで）
場所・問合　ぎゃらりぃ木屋
　　　�（犬山字東古券498　℡61-

0591　㊋㊌除く）

第₅回歴史散歩
　楽田・楽田南東部の史跡散策
（内久保〜荒井・二宮〜楽田駅の
散策）をします。
日時　11月11日㊐ 9：00〜11：30
　　　 8：55集合（少雨決行）
場所　田県神社前駅（集合）
費用　300円（資料代）
申込　不要（直接集合場所へ）
問合　楽田コミュニティ　松山
　　　（℡090-1746-1095）

聴覚障害者が
災害に備える術

すべ

　筆談口話、海外の非常食を体験。
日時　11月27日㊋10：00〜13：00頃

（昼食終了まで）
場所　丸山地区学習等供用施設
定員　15人（難聴・聴覚障害のあ

る人、災害に関心のある人）

※要約筆記通訳あり。
費用　1,000円（資料代）
申込・問合　11月12日㊊までに要

筆ともだち・DVC・防災
害コーディネーター連絡会

　　　浅岡（℡61-7229　Eメール
　　　startdvc@yahoo.co.jp）

へ

市レクリエーション
協会
スポ・レク交流大会

　カローリングとタスポニー 2部
門で交流大会を開催します。
日時　11月17日㊏ 9：30〜12：30
　　　（ 9：00から受付）
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
対象　小学 4年生以上
部門　�①カローリング
　　　②タスポニー（一般男女各

ダブルス）、ソフトタスポ
ニー（一般男女各ダブルス、
小学生ダブルス）

※タスポニーは参加者が定員以下
の場合は男女混合ダブルスとしま
す。
定員　①②ともそれぞれ先着50人
※組み合わせは大会事務局で決定
します。
費用　一般　500円
　　　中学生以下　300円
※大会当日受付で集金します。
申込　11月 7 日㊌までに申込用紙

（文化スポーツ課、市体育
館、勤労青少年ホームで配
布）を大会事務局　小木曽
（Fax67-2702）へ

問合　カローリング
　　　別府（℡090-5619-3051）
　　　タスポニー
　　　小木曽（℡090-3619-7403）

　「市民のひろば」に掲載を希
望する人は企画広報課広報・広
聴担当へ。12月 1 日号の締め切
りは10月23日㊋、12月15日号は
11月 6 日㊋

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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第62号⑦

NPO法人犬山市体育協会（9：00〜17：00）　
℡・Fax54-1016　
Eメールoffice＠inuyama-taikyou．net

　 7 月28日㊏、 8月18日㊏、 9月 8
日㊏の 3回にわたって市武道館で親
子剣道教室を開催し、 3組 6人が参
加しました。
　子どもたちは、剣道の防具を身に
つけた指導者に少し戸惑いました

が、お父さんが率先して竹刀を振ったり、走ったりすると次
第に慣れて笑顔も見られるようになりました。
　竹刀を構えて、「前へ」と大きなかけ声を出しながら、すり
足をしたり、「ヤー、面」「ヤー、小手」と指導者がつけてい
る面や胴を竹刀で打つ練習をしました。
　剣道に興味がある人は、稽古日（毎週㊋・㊎19：00〜）に市
武道館に見学に来てください。

関　彪太　小学 2年
一木詞斗　小学 2年
林　花蓮　小学 3年
奥田稀羽　小学 3年
小島慶大　小学 3年
増田雄心　小学 3年
真子陽遥　小学 4年
一木咲太　小学 5年
上村檜英　小学 5年
　 5月 3日㊍に開催された愛知県少年少女空手道選手権大会
において優勝もしくは準優勝をした 9人の子どもたちが、 8
月 4日㊏・ 5日㊐に日本武道館で開催された全国大会に出場
しました。小島君、一木（咲）君、上村君はベスト16まで勝
ち進みました。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

IBA杯争奪バドミントン大会
●シングルの部・ダブルス新人の部
日時　11月 4 日㊐　 9：00〜15：00
●ダブルスの部
日時　11月18日㊐　 9：00〜15：00
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　一般市民
費用　 1人1,200円（当日集金）
申込　�住所・氏名・年齢・電話番号を

明記し体育協会まで
　　　電話・FAX可
締切　10月28日㊐

市民水泳大会（記載は優勝者）
8 月26日㊐　城東中プール

●200M個人メドレー
小学生男子� 永柄陽生
中学生男子� 佐野太優
中学生女子� 加藤夢徠
一般（29歳以下）男子� 永柄晃生
●50M自由形
小学生男子� 石畑佑樹
小学生女子� 尾関絢香
中学生男子� 岩城奎志
中学生女子� 泉寧々香
一般（29歳以下）男子� 石本雄也
一般（29歳以下）女子� 片山愉子
一般（30歳代）男子� 大澤諒士
一般（40歳代）男子� 平陽呂志
一般（50歳代）男子� 秋野友広
●50M平泳ぎ
小学生男子� 岩田悠利
小学生女子� 鈴木蒼寧

親子で楽しく！「親子剣道教室」開催 全国大会出場（激励費を贈呈）

中学生男子� 加古翔大
中学生女子� 渕上華　
一般（29歳以下）男子� 堀本凜太郎
一般（40歳代）� 渕上卓　
●50M背泳ぎ
小学生男子� 西ノ園篤樹
小学生女子� 松元千紗
中学生男子� 石畑智章
中学生女子� 長縄朱莉
一般（29歳以下）男子� 永柄晃生
一般（30歳代）男子� 芝田雅司
●50Mバタフライ
小学生男子� 石畑佑樹
小学生女子� 尾関絢香
中学生男子� 廣瀬巧実
中学生女子� 高木愛　
一般（29歳以下）男子� 深町玲樹
一般（50歳代）� 秋野友広
●200Mメドレーリレー
小学生女子� 犬山水泳塾
中学生男子 城東中A　女子 城東中A
一般男子� takagiST
●100M自由形
小学生男子� 立松奏楽
小学生女子� 佐野凪彩
中学生男子� 鈴木優太郎
中学生女子� 加藤夢徠
一般（29歳以下）男子� 正木達也
一般（40歳代）� 平陽呂志
●100M平泳ぎ
小学生男子� 永柄陽生
中学生男子� 加古翔大
中学生女子� 渕上華　
一般（29歳以下）� 堀本凜太郎
●100M背泳ぎ
小学生男子� 西ノ園賢樹
中学生男子� 石畑智章
中学生女子� 山崎和泉
●100Mバタフライ
中学生男子� 平塚達也
中学生女子� 高木愛　
一般（29歳以下）� 石本雄也

●200Mフリーリレー
小学生女子� 犬山水泳塾
中学生男子 城東中A　女子 城東中A
一般男子� takagiST

スポーツ少年団大会
●前期ミニバス大会
日時　 6月30日㊏
場所　エナジーサポートアリーナ
部門　 6年生男子の部
　　　　優　勝　犬山ミニバス
　　　　準優勝　楽田ミニバス
　　　 6年生女子の部
　　　　優　勝　犬西ミニバス
　　　　準優勝　南部ミニバス
　　　 4年生以下男子の部
　　　　優　勝　犬山ミニバス
　　　　準優勝　城東小ミニバス
　　　 4年生以下女子の部
　　　　優　勝　犬西ミニバス
　　　　準優勝　南部ミニバスA
●第32回春季サッカー大会
日時　 6月30日㊏、 7月14日㊏
場所　羽黒中央公園多目的スポーツ広場
部門　 4年生の部
　　　　優　勝　犬山南SSC
　　　　準優勝　犬西FC
　　　はつらつ杯（ 3年生）
　　　　優　勝　GFC
　　　さわやか杯（ 3年生）
　　　　優　勝　犬山南SSC
　　　ふれあい杯（ 2年生）
　　　　優　勝　GFC
　　　ほのぼの杯（ 1年生）
　　　　優　勝　犬西FC

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

催 し

結　 果1
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株式会社マチマチと協定締結
　 8月28日、市は地元住民が実名で交流できるインター
ネット上の掲示板「マチマチ」を運営する株式会社マチマ
チと、同社が提供する自治体向けサービスについて協定を
締結しました。六

む

人
と

部
べ

代表取締役CEOは「マチマチの活
用により住民同士のつながりができ、信頼ができることで、
いろいろな助け合いに発展するといわれています。これを
機に犬山市独自の使い方で活用していただければ」と話し、
市ではマチマチのさまざまな使い方を検討し、活用してい
く予定です。詳しくは 9ページを見てください。

人権講演会
　 8月18日、南部公民館講堂で人権講演会が開催されま
した。女性落語家三遊亭美るくさんが男性社会だった落
語の世界に飛び込み「これだから女は」と言われても笑
いに変えてきた12年を振り返り、身分格差があった時代
を背景にした落語「千両みかん」を披露し、階級による
価値観の違いと現代の自由さを比較して語りました。観
衆は落語の世界に引き込まれ、会場は笑いに包まれまし
た。

犬山ロータリークラブよりタオル寄贈
　 8月29日、犬山ロータリークラブから大判タオル185
枚が寄贈されました。これはロータリークラブが社会奉
仕活動の一環として毎年行っているもので、今年はタオ
ルだけでなく地域のスポーツ少年団やボーイスカウトら
児童が書いたメッセージも届けられました。
　寄贈された大判バスタオルは市内の在宅で寝たきりや
認知症の高齢者を介護している在宅要介護者介護手当受
給者に配布し、介護などに役立てていただきます。

わいわいワークショップ
　現在改修中の東児童センターの新しい役割や活用方
法、愛称などを検討する第 1回ワークショップが、 8月
28日、東児童センターで行われました。「未来の犬山で
の子育てをイメージしてみよう」をテーマに、参加者が
自身の体験や思いを自由に話し合うなかから「 5年後の
犬山は全国的に子育てで有名なまちになっていたい」な
どの意見も出ました。次回以降は、同センターが子育て
中の人々に親しまれ、女性活躍の可能性を広げる施設と
なるようアイデアをまとめていきます。
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QRコード

カティーの

独言
ひ と り ご と

2図書館
だより

新着本の紹介（一部）

クマのプーさん創作スケッチ
ジェイムズ・キャンベル著

作家ミルンと画家シェパー
トが協力して生み出した 4
冊のクマのプーさんの本
は、いまなお世界中で愛さ
れている。初公開を含む
シェパートのスケッチや下
絵を紹介し、プーさんの創
作過程に新たな角度から光
を当てる。

こだわっていこう
村上しいこ著

物知りで、時々「こだわり
スイッチ」が入る、そうま
くん。ある事件のせいで、
お母さんに「そうまくんと、
もう遊んじゃだめ」と言わ
れてしまい…。そうまくん
は、ぼくの友だちなのに！
子どもたちの優しく繊細な
心と成長を描く。

でんでらの
柳田国男原作

遠野にある、デンデラ野。
ずっと昔、そこには年老い
た人たちが暮らしていた。
家を出され、捨てられた人
たちが…。京極夏彦による
新たな語りと、はたこうし
ろうの絵による「遠野物語」
の絵本。

一般書
『ナチスに挑戦した少年たち』

フィリップ・フーズ
『坐の文明論』� 矢田部英正
『音声に未来はあるか？』� 河野道成　
『トヨタ式家事シェア』� 香村薫　　
『お取り分け猫ごはん』� 五月女圭紀
『TIMELESS』� 朝吹真理子
『罪びとの手』� 天祢涼　　
『本性』� 伊岡瞬　　
『星空の16進数』� 逸木裕　　
『雨降る森の犬』� 馳星周　　
『しない。』� 群ようこ　
児童書
【小学校低学年】
『実物大！世界のどうぶつ絵本』
『この計画はひみつです』
『おりがみでごっこあそび』
【小学校中・高学年】
『ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉を
　えがいたのか』
『ジュニア楽典』
『ヤイレスーホ』
『ハーブ魔女とふしぎなかぎ』
『ガムじいさん、あんたサイアクだよ！』
児童書（絵本）
【幼児向け】
『おばけのかくれんぼべんとう』
『バッタロボットのぼうけん』
『こわめっこしましょ』
『やまのかいしゃ』

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

●読書会藍の会の一冊
『指揮官たちの特攻』　城山三郎
　特攻とは、特別攻撃隊の略で太平洋戦争の終盤に
日本が採用した戦いの仕方。戦闘機や爆撃機に大量
の爆弾を積み、操縦士が敵の艦船に体当たりする戦法。
新婚生活 3か月で特攻第一号になった関大尉と、終
戦後に飛び立ち、米軍キャンプから離れた場所に突
撃した中津留大尉の二人の指揮官に作者の戦争体験
を交えた作品。
　戦争の悲惨さを訴えるとともに彼等の「死」を無
駄にしないでと願う作者の強いメッセージを感ずる。

●芥川賞と直木賞
　芥川賞と直木賞は、文藝春秋の創業者である菊池寛が、
友人の芥川龍之介（明治25年〜昭和 2年）と直木三十五
（明治24年〜昭和 9年）の名を記念し、昭和10年に制定
しました。
　芥川賞も直木賞も各新聞雑誌（同人雑誌を含む）に発
表された無名もしくは新進作家から選ばれますが、芥川
賞は、純文学の中・短編作品の中から最も優秀な作品に、
直木賞は大衆文芸（エンターテインメント作品）中、最
も優秀な作品に贈られます。

○近年の受賞作

回 芥川賞 直木賞
159回 高橋弘希『送り火』 島本理生『ファーストラヴ』

158回
石井遊佳『百年泥』
若竹千佐子『おらおらで
ひとりいぐも』

門井慶喜『銀河鉄道の父』

157回 沼田真佑『影裏』 佐藤正午『月の満ち欠け』
156回 山下澄人『しんせかい』 恩田陸『蜜蜂と遠雷』

155回
村田紗耶香
『コンビニ人間』

荻原浩『海の見える理髪店』

「読書の秋」に受賞作品を手に取ってみてはいかがでしょうか。

11月のイベント（場所：図書館本館）

3 日㊗ 「秋のおはなし大会」　ミニ天丼による人形劇 13：30〜

4 日㊐ 「DVD上映会」ぼくは王さま他11：00/14：00　 2 回上映
10日㊏ 「ももたろう」おはなし会 11：00〜
17日㊏ 「水を育む森づくり」セミナー 10：30〜
17日㊏ 「おはなしぼっくす」おはなし会 11：00〜
24日㊏ 「ももたろう」おはなし会 11：00〜

　犬山市の皆さん、こんにちは！今
回はドイツの生活の一部について紹
介します。
　皆さんは朝ごはんに何を食べます
か。和食？シリアル？パン？何も食
べません？もし答えが「シリアルか
パン」「何も食べない」でしたら、
ドイツ人と同じです。ドイツの朝ご
はんは基本的にシリアルか、ロール
パンやトーストにジャムを塗った
り、チーズやハムなどをのせたりし
て食べます。温かい朝ごはんはあま
り食べません。そして皆さんは何時
に朝ごはんを食べ、仕事や学校に行
きますか？ドイツの学校は日本に比
べて、とても早い時間に始まります。
私の小学生時代では学校が 7時半か
ら始まり、時間通りに着くために 7
時ぐらいに家を出ました。そのため

毎日 5時半から 6時の間に起き、
シャワーを浴びて、朝ごはんを食べ
て、学校に行く準備をしていました。
中学校時代も同じ頃に学校が始まる
ので、 5時に起きて、全部の準備を
して、朝ごはんを食べて、 6時半ぐ
らいに出発しました（学校は 7時55
分から始まり、学校までは30分かか
りましたが、友達と授業前におしゃ
べりをするために、いつも早めに学
校に着いていました）。こんなに早
く始まるので、お昼の時間まではと
ても長いです。そして朝起きたばか
りで何も食べられないため朝ごはん
を食べない人もいます。そのため 9
時半頃に20分間の少し長めの休憩が
あり、「朝ごはん休憩」と呼びます。
そこで、家から持ってきたハムや
チーズがのっているパンや果物や
ヨーグルトなどを食べます。まるで
第二の朝ごはんのようです。
　お昼ごはんは皆さんどうします
か？温かいものを食べますか？それ
ともサラダやサンドイッチなどの軽
い冷たいものを食べますか？ドイツ
では昼ごはんを基本的に家族や他の
人と一緒に食べて、朝昼晩の中で食
べる量も最も多くて、 1日の中の唯

一温かいごはんです。日本の晩ごは
んがドイツの昼ごはんと一番似てい
ると思います。スープ、ステーキ、
肉や魚をローストしたもの、野菜炒
め、マッシュポテトなど、普段は甘
くないものを食べます。しかし、た
まに甘いものもちゃんと食事になり
ます。例えば、クレープやミルクラ
イスなどは甘くても昼ごはんとして
食べることがあります。
　そして夜は何を食べますか？私は
普段、和食やうどん、鍋、カレーな
ど温かいものを食べますが、ドイツ
にいたときは冷たい軽い食事でし
た。黒パンやヒマワリの種のパンに
バターを塗って、ソーセージやチー
ズ（野菜でもいいです）をのせて食
べていました。軽くて寝る前にお腹
がパンパンになりませんが、ドイツ
パンには栄養がちゃんとあるので、
好きです。皆さんはドイツパンを食
べたことありますか？日本のパンと
全く違うので、最初はあまり口に合
わないと思うかもしれませんが、種
類が何百もあるので、探せばあなた
の好みのパンがきっと見つかると思
いますよ。ぜひ食べてみてください。

診療時間／ 9：30〜11：30

※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。

と  き 病・医院名 電　話

10月21日㊐ すぎうら歯科� （犬山） 62-8844

10月28日㊐ 祖父江歯科� （楽田） 67-9939

11月 3 日㊗ 柏森歯科クリニック�（扶桑） 0587-93-8330

■休日歯科診療

■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号線「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）
　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

10月21日㊐
みどり診療所� （羽黒）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

67-3311
67-6868

10月28日㊐
宮崎整形外科・外科・内科�（羽黒）
こばやし耳鼻咽喉科� （犬山）

68-0461
61-3154

11月 3 日㊗
結ファミリークリニック�（楽田）
竹内皮膚科クリニック� （犬山）

68-3311
62-7511

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。

■災害情報はここから
○犬山市『あんしんメール』
　�登録は空メール送信かQRコード（右）を
　読み込んでください。
　t-inuyama-anshin@sg-m.jp（空メール用送信アドレス）
○テレビ� NHKデータ放送　リモコンのdボタン
� 中部ケーブルネットワーク　12ch
○ラジオ� 愛知北エフエム　84．2MHz

朝ごはんが2回？
「日独ごはん文化の違い」
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世界へつながる灯り
　　品川燈台

　入鹿池のほとりに移築されている
品川燈台の内部に入ることができる
日が年に 2日あるのをご存知です
か。毎年11月 1 日前後の週末で、今
年は11月 3 日・ 4日を予定していま
す。11月 1 日は、日本で最初の洋式
燈台・観音埼燈台（神奈川県）の起
工日が1868（明治元）年11月 1 日で
あることから、1949年に海上保安庁
によって「燈台記念日」と定められ
ています。それにともない明治村で
は2009年から品川燈台の内部特別公
開を行っています。
　洋式燈台は、江戸幕府が英米仏蘭
4カ国と結んだ「改税約書」の第十
一条に「日本政府は外国交易の為開
きたる各港最寄船々の出入り安全の
ため灯明台浮木瀬印木等を備ふべ
し」とあることから、江戸幕府によ
りその建設が急がれました。幕府は
フランスに技術援助を請い、横須賀
製鉄所のフランス人技師に燈台の建
設を依頼し、前述の観音埼に加え野

島埼、品川、城ヶ島の 4燈台を1871
年までに建設。その後、燈台建設は
明治政府に引き継がれ、イギリス人
技師の指導のもと、数多くの燈台が
日本各地に建設され、今でも船舶の
安全航行に大きく貢献しています。
　明治村に移築されている品川燈台
は、東京の品川台場にあったもので、
1870（明治 3）年に点灯した現存す
る最古の洋式燈台で、屋根上の風見
はフランス語の頭文字（S・N・E・
O）を用いて方位を示しています。

生息し、主に樹上で生活するキツ
ネザルです。果実、花、種子など
の植物や、昆虫などを食べます。
寿命は20年〜25年といわれていま
す。クロキツネザルと聞くと、黒
いキツネザルと思われるかもしれ
ません。それは半分正解！実は、
体毛が黒いのはオスだけなんで
す！メスの体毛は茶褐色なんです
よ。不思議ですね。
　当園では、クロキツネザルを 2
頭飼育しています。オスの「ムー
ン」とメスの「サン」です。2017
年11月、 1頭でくらしていたサン
のもとに、他の動物園からオスの
ムーンがやってきました。 2頭が
一緒にくらせるか心配がありまし
た。ムーンは2016年 3 月生まれ、
現在 2歳半。サンは生年月日が分
かりませんが、当園に来た1996年
5 月から考えると少なくても推定
23歳。年の差20歳のペアなのです。
同居初日、私たちの不安をよそに
2頭はすぐに打ち解け関係は良好

に。とっても元気なムーンを、サ
ンは優しく見守り接していまし
た。今も 2頭は仲良く一緒に過ご
しています。その様子をマダガス
カル館で観察できます。見分け方
は、そうです！体毛の黒い方が
「ムーン」、茶色い方が「サン」
ですよ！
　10月は、絶滅の危機に瀕

ひん

したキ
ツネザルのことを楽しく知っても
らうイベントが目

め

白
じろ

押しです。さ
らに10月17日㊌の創立記念日は無
料開放日です。ぜひこの機会にモ
ンキーセンターに遊びに来て、キ
ツネザルに詳しくなってくださ
い！

　ただいま世界キツネザルフェス
ティバル真っ最中！先月に引き続
き、キツネザルの仲間を紹介しま
す。今月はクロキツネザルです。
マダガスカル島北部の熱帯雨林に

『クロキツネザルの
年の差カップル』

（公財）日本モンキーセンター
飼育技術員     坂口慎吾
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