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ちびっこ一日消防署長（11月11日撮影）
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戌年を
いぬ

振り返る
　犬山市は全国で唯一、
名前に「犬」が付く自治体です。

手持ちカメラ、スマホ

などで写真を撮り、

年賀状やSNSなどで

新年のあいさつにも

たくさん利用されました。

51匹の中からグランプリに
決定した「こはる」ちゃん。
1月には一日市長として公務
を行いました。

　本市の知名度向上と郷土愛の醸成を
目的に、今年実施してきた戌年記念事業
を紹介します。

今年も
残りあと
わずかフォトパ

ネルで年
賀状

愛犬フォトコンテスト

犬山ドッグを広くPRするため、犬山ドッグ教室や試食会を開催しました。

犬山ドッグ関連事業

サンフレ
ンド

オンリー
わんアー

ト展

全国の桃太郎に縁のある町、団体、研究家、愛好家等が集まり、発表、交流を行いました。

第16回桃太郎サミット

日本ライン犬山大会

おやつを使っての楽しい

トレーニング方法を学びました。

わんちゃんの
楽しいしつけ教室

「犬」を題詠とした628句の投句があり、大会では優秀作品の表彰と宇多喜代子さんによる講演が行われました。

鈴木しづ子　生誕百年祭第10回いのちの俳句大会
犬
山
の
狛
犬
の
写
真

展
示
や
普
段
非
公
開

の
主
屋
2
階
の
特
別
公

開
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

堀部邸
秋の企画展

犬山城を見上げる城前広場で秋田犬を始め6犬種7匹が勢ぞろいしました。天然記念物日本犬 全犬種総覧会

陶土で
犬を作ろう

犬山に来たら犬関

連の本をまとめて

読めるという魅力

が生まれました！

犬文庫開
設！

戌年情報発信
ステーション
In郵便局

新年交礼会
および

叙勲・褒章受章者
祝賀会

ヤマザキマザック美術館へ行き、

「木彫りどうぶつ美術館

　　　はしもとみおの世界」展を鑑賞しました。

親子で行
く

美術館鑑
賞ツアー 第

36
回

犬
山
シ
テ
ィ
マ
ラ
ソ
ン

「
巨
大
お
父
さ
ん
像
」設
置

最後のシティマラソン
に巨大お父さん像が
出現しました！

市の職犬ココや仲間たちの訪問活動紹介を展示、キッ
チンカーブースがあり多くの人でにぎわいました。

WE LOVE PET～広げよう！つなげよう！　人と動物の絆～

堀部邸堀部邸
秋の企画展秋の企画展

11月 鈴木しづ子　生誕百年祭
鈴木しづ子　生誕百年祭

10月

犬山ドッグ関連事業
犬山ドッグ関連事業

4～12月

1～12月

フォトパ
ネルで年

賀状
フォトパ

ネルで年
賀状11～12月

平成29年

愛犬フォトコンテスト
愛犬フォトコンテスト

11～12月
平成29年

新年交礼会
1月

犬文庫開
設！

1月

　人と動物の絆～

1月

サンフレ
ンド

サンフレ
ンド

オンリー
わんアー

ト展
オンリー

わんアー
ト展

4月

第16回桃太郎サミット
5月

日本犬 全犬種総覧会
日本犬 全犬種総覧会

5月

おやつを使っての楽しい
楽しいしつけ教室 8月

3月

親子で行
く

2月

2月

立山町マスコットキャラクター「らいじぃ」 から「わん丸君」へ干支バトンリレー
え    と

犬をテーマにした

個性　れる力強い

作品が並びました。
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犬山市における人事行政の運営等の状況について

　市では、人事行政運営の公正性、透明性を高めることを目的とした「犬山市人事行政の運営等の状況の公表に
関する条例」を制定しており、この条例に基づき平成29年度の状況を公表します。
　なお職員の給与に関する詳細、定員管理関係については全国統一様式により 3月に市ホームページで公表します。
問合　総務課（℡44-0302）

（ 2）職員の初任給の状況（平成30年 4 月 1 日現在）
区分 初任給 2年後の給料

一般行政職
大学卒 185,800円 199,700円
高校卒 151,500円 161,400円

（ 3）職員の平均年齢、平均給料月額および
　　　平均給与月額の状況（平成30年 4 月 1 日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 39歳 8 月 313,600円 392,500円
技能労務職 49歳 9 月 285,800円 311,000円

●職員の給与の状況
（ 1）職員人件費の状況（平成29年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（平成29年度末）

歳出額
（A） 実質収支 人件費

（B）
人件費比率
（B/A）

（参考）
平成28年度の人件費比率

74,326人 24,193,818千円 848,966千円 3,991,858千円 16.5％ 16.8％

（ 4）職員手当の状況（平成30年 4 月 1 日現在）
手当の種類 内容

扶 養 手 当 扶養親族 1人につき…6,500円〜10,000円
満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき加算…5,000円

地 域 手 当 支給率… 6％

住 居 手 当 借家、借間…家賃額に応じて支給（限度額は月額27,000円）

通 勤 手 当
①交通機関利用者… 6か月定期等の最も経済的な額（限度額は月額55,000円）
②交通用具利用者…距離に応じて2,000円〜31,600円の範囲内の額
（通勤距離が片道 2 km未満の職員については支給対象外）

特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康、困難その他特殊な勤務についたときに支給
1日もしくは 1回当たり150円から2,000円

期末勤勉手当

（平成29年度実績）	 6 月期	 12月期	 計
　　期末手当	 1.225（0.65）月分	 1.375（0.80）月分	 2.6（1.45）月分
　　勤勉手当	 0.850（0.40）月分	 0.950（0.45）月分	 1.8（0.85）月分
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有
※（　）内は再任用短時間勤務職員の支給率

退 職 手 当
（支給率）	 勤続20年	 勤続25年	 勤続35年	 最高限度額
　　自己都合	 　　19.6695月分	 　28.0395月分	 39.7575月分	 47.709月分
　　定年	 24.586875月分	 33.27075月分	 　47.709月分	 47.709月分

管 理 職 手 当 部長級…82,200円　　課長級…66,400円　　課長補佐級…51,900円

●職員の任免および職員数に関する状況
（ 1）職員の採用・退職の状況
	 （平成29年 4 月 1 日〜平成30年 4 月 1 日）

平成29年
4 月 1 日現在 退職者数 採用者数 平成30年

4 月 1 日現在

547人 24人 23人 546人

（ 2）部門別職員の状況と増減数	 （各年 4月 1日）

部門
職員数

増減
平成29年 平成30年

一般行政部門 364人 361人 △ 3人
特別行政部門
（教育・消防） 136人 138人 2 人

公営企業等部門
（上下水道等） 47人 47人 0 人

計 547人 546人 △ 1人

●職員の任免および職員数に関する状況
（ 1）職員の採用・退職の状況（平成28年 4 月 1 日〜平成29年 4 月 1 日）

平成28年 4 月 1 日現在 退職者数 採用者数 平成29年 4 月 1 日現在
540人 21人 28人 547人

●職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（ 1）勤務時間の状況
・勤務時間　 8：30〜17：15（ 1 日 7 時間45分、週38時間45分）　・休憩時間　12：00〜13：00（60分間）
・交代勤務　週38時間45分で勤務を割振り（消防署など）
（ 2）年次有給休暇の取得状況　　平成29年度平均取得日数　6.6日（付与日数20日）
（ 3）育児休業および介護休暇の取得状況

区分
育児休業 介護休暇

平成29年度に新たに取得可能となった職員 前年度から継続して
取得している職員

平成29年度
取得職員対象職員 取得職員

男性職員 19人 1 人 0 人 0 人
女性職員 19人 19人 24人 0 人

（ 2）共済制度等の状況	 （平成29年度）

共済制度

加入組織 愛知県市町村職員共済組合
目　　的 職員の福祉向上と生活の安定

制　　度 短期給付（健康保険制度）
長期給付（年金制度）

互助会制度

組織名称 犬山市職員互助会
目　　的 職員の福利厚生
事 業 費 11,821,806円

市補助金
4,016,905円
（補助率：
　補助対象事業費の1/2）

●職員の福祉および利益の保護の状況
（ 1）職員の健康管理等に関する状況	 （平成29年度）

区分 受診職員数

定 期 健 康 診 断 181人
人 間 ド ッ ク 374人
臨時職員等の健康相談 419人

●職員の研修の状況
平成29年度犬山市職員研修計画に基づく研修実績

区分 主な研修内容 受講職員数

愛知県市町村振興協会
研修センター

一般研修 階層別研修（部長、課長、課長補佐） 11人
専門研修 地方税研修、民法研修、プレゼンテーション研修等 45人

尾張五市二町研修協議会 階層別研修（統括主査以下） 77人

公的機関派遣研修 市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所、
国土交通大学校 9人

その他派遣研修 愛知県実務研修、姉妹都市派遣研修等 44人

市自主研修
新規採用予定者研修、メンタルヘルス研修、若手職員研修、
人事評価制度研修、福祉体験研修、ハラスメント防止研修、
キャリアデザイン研修、ヒューマンエラー防止研修等

348人

（ 3）公務災害等の発生状況（平成29年度）
公務災害認定件数　 2件、通勤災害認定件数　 1件

※人事行政の運営等に関する詳しい内容は、市ホームページで見ることができます。

●公平委員会の業務の状況
（ 1）勤務条件に関する措置の要求の状況（平成29年度）

年度当初係属件数 年度中申立て件数 年度中処理件数 年度末係属件数

0 件 0 件 0 件 0 件

（ 2）不利益処分に関する不服申立ての状況（平成29年度）
年度当初係属件数 年度中申立て件数 年度中処理件数 年度末係属件数

0 件 0 件 0 件 0 件

●職員の分限および懲戒処分の状況
（ 1）分限処分の状況（平成29年度）
　　　休職　 5件（心身の故障）

（ 2）懲戒処分の状況（平成29年度）
　　　免職　 1件（一般非行関係）
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催 し トップスイマーと泳ごう!!
　国内外で活躍するトップスイマーが直接教えるスイムクリニックを開
催します。
日時　平成31年 1 月14日㊗13：00〜16：30（予定）
場所　犬山国際観光センターフロイデ 2階（フィットネスフロイデ）
講師　金藤理絵さん（2016リオ五輪日本代表200平泳ぎ優勝）
　　　小長谷研二さん（2016リオ五輪日本代表 4×100フリーリレー 8位）
　　　野村陵太さん（2013東アジア大会日本代表100平泳ぎ 2位）
　　　相馬あいさん（2018パンパシ水泳日本代表バタフライ 7位）

内容　模範泳、スイムクリニック、記念撮影
対象　四泳法全てで25mを泳ぐことができる18歳以下の人（小中学生は

保護者の同意が必要）
定員　先着80人
費用　500円（施設使用料、写真代含む）
　　　見学のみを希望する人は施設使用料410円で見学可能。
申込　市内在住・在学の人は12月22日㊏ 9：00から、市外の人は12月26日

㊌10：00から参加料を添えて犬山国際観光センターフロイデ 2階
フィットネス受付へ（申し込みは 1人 1回まで。定員になり次第
終了）。

※23日㊗以降の受付時間10：00〜20：00（㊐は10：00〜18：00）ただし休館
日（24日㊡、28日㊎〜平成31年 1 月 3 日㊍）は申し込みできません。
※駐車場の利用は 8：45からです。
問合　フィットネスフロイデ（℡61-7272）

犬山商工会議所
新春講演会

　犬山商工会議所では、（公社）
小牧法人会犬山支部と共催で、商
工業の振興と豊かな社会生活を目
指し、講演会を開催します。
日時　平成31年1月26日㊏
　　　16：30〜18：00
場所　名鉄犬山ホテル2階
　　　彩雲の間
内容　リニア中央新幹線と
　　　スーパーメガリージョン
講師　政策研究大学院大学教授
　　　家田仁氏

定員　200人
費用　無料
申込・問合　犬山商工会議所（℡

62-5233、Fax61-3986）また
は犬山商工会議所ホームペ

　　　ージへ

青塚古墳ガイダンス
施設まほら講座

　企画展「地域に眠る文化遺産in
羽黒」に関連したまほら講座を連
続開催します。地元の歴史を深く
知る座学と散策会を予定していま
す。
●『入鹿切れ―その時、羽黒村で
は…』
日時　平成31年 1 月19日㊏
　　　10：00〜11：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設研

修室
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　大塚友恵氏
定員　50人

JICA青年海外協力隊
経験者の講演とパネル
ディスカッション

〜異国体験から学んだこと〜
日時　平成31年 1 月20日㊐
　　　14：30〜16：00
　　　（14：00開場）
※客席からの質疑応答時間もあり
ます。
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ 2階多目的研修室
講師　杉浦翔太氏
　　　（モルディブ（平成21〜23

年）体育指導）
　　　丹羽俊策氏
　　　（インドネシア（平成27〜

29年）コミュニティ開発）
　　　	佐野恵氏（ヨルダン（平成

25〜27年）幼児教育）
費用　無料
　　　（入場整理券が必要です）
※12月17日㊊から犬山国際交流協
会事務局で入場整理券を配布しま
す（ 1人 2枚まで）。
※詳しくは犬山国際交流協会ホー
ムページを見てください。
定員　先着200人
問合　犬山国際交流協会（℡61-

1000　㊏㊐㊗第 2、 4㊊　
12月28日〜 1月 3日を除く
9：00〜 17：00　Eメ ー ル
iia@grace.ocn.ne.jp）

多文化共生・子育て
フォーラムIN尾北

日時　12月22日㊏13：00〜16：40
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ 2階研修室1、2
内容　①愛知淑徳大学准教授
　小島祥美氏による基調講演
　●パネルディスカッション
　「外国につながる親子と共に」
　�パネラー　参議院議員　伊藤た
かえ氏、犬山市子ども・子育て
監　小島千枝氏、子育て中の外
国人、支援者　アドバイザー　
愛知淑徳大学講師　松本一子氏
　コーディネーター　小島祥美氏
②多文化共生団体見本市
　多文化共生に関わる団体の活動
発表および交流会
問合　NPO法人シェイクハンズ

松本（℡090-9940-2939）

たき火を囲んで
サルもポカポカ

　約60年続く冬の風物詩です。本
来火をこわがるはずのサルたち
が、たき火にあたるめずらしい姿
を今年も見ることができます。
日時　12月22日㊏〜平成31年 2 月

市長選挙結果
　12月16日の任期満了に伴い、
11月25日に市長選挙が執行され
ました。結果は次のとおりです。
開票結果
　当　山田　拓郎　　20,471票
　　　田中　志典　　　9,136票
当日有権者数　60,183人
投票者数　29,869人
投票率　49.63％
問合　選挙管理委員会
　　　（℡44-0300）

▲昨年の様子

24日㊐の㊏㊐㊗と年末年始
の11：30〜14：00

場所　日本モンキーセンター
費用　入園料のみ
問合　日本モンキーセンター
　　　（℡61-2327　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。

消防団年末夜警
　年の瀬を控え慌ただしくなる時
期に、火気を使用する機会が多く
なり、火災の発生頻度が高くなり
ます。市民の防火意識の高揚と火
災発生時における初動体制を万全
にするため、消防団が年末夜警を
実施します。
日時　12月29日㊏19：00
　　　　〜30日㊐ 5：00
　　　	12月30日㊐19：00
　　　　〜31日㊊ 5：00
問合　消防本部消防総務課
　　　消防担当（℡65-3122）

平成31年
市消防出初式

日時　平成31年 1 月13日㊐
　　　 9：00〜（荒天時 9：30〜）
場所　するすみふれあい広場
　　　	（荒天の場合は南部公民館

で式典のみ実施）
参加団体　消防本部・消防署、消

防団、危険物安全協会（大
同メタル工業㈱犬山事業所）

内容　分列行進、初期消火訓練、
はしご乗り、一斉放水、消
防広場（式典終了後）

問合　消防本部消防総務課
　　　消防担当（℡65-3122）

●『羽黒今昔ばなし』
日時　 1月26日㊏10：00〜11：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設研

修室
講師　羽黒コミュニティ
　　　津守道夫氏
定員　50人
●『尾北古窯と、犬山の窯跡』
日時　 2月 9日㊏10：00〜11：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設研

修室
講師　中嶋隆氏
定員　50人

●現地散策『羽黒今昔ばなし』
日時　 2月17日㊐10：00〜12：00
場所　羽黒駅集合・解散
講師　羽黒コミュニティ
　　　津守道夫氏
定員　20人
【共通】
費用　無料
申込・問合　青塚古墳ガイダンス

施設（℡68-2272　㊊休館
　　　㊗の場合は翌平日休館）へ

金藤理絵さん 相馬あいさん野村陵太さん小長谷研二さん
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生 活

募 集 平成31年度
文化の薫り高いまちづくり事業補助金（新規募集）

対象事業　文学、音楽、美術、写真、演劇、生活文化（茶道、華道、書道）
等の文化芸術事業で、平成31年度中に市内において開催される事
業

※事業の内容によっては対象とならない場合があります。
対象団体　非営利の団体（実行委員会形式のものを含む）で、過去3年間

に、毎年1回以上文化芸術事業を企画し実行したことがある団体
募集数　上限5事業
補助額　補助対象経費の2分の1以内の額（上限5万円）。
申込・問合　平成31年1月25日㊎17：15までに応募書類を文化スポーツ課

（℡44-0353）へ（郵送可。当日の消印まで有効）
※応募書類をもとに選定審査会の審査により決定します。
※詳しくは、市ホームページを見るか文化スポーツ課に問い合わせてく
ださい。

平成31年度市職員の募集（第 3 期）

『あんしん電話』に
登録を

　市では、災害時の「避難情報」
や「避難所開設情報」などを、機
械が自宅の固定電話等に電話をか
け、音声によりお知らせする『あ
んしん電話』を導入しました。
　現在は、対象者を限定し、町会
長と土砂災害警戒区域に住んでい
る人が登録しています。土砂災害
警戒区域に住んでいて、まだ登録
を行っていない人は地域安全課に
問い合わせ、登録をしてください。
　また今後、視覚に障害を持って
いる人も登録できるよう、案内を
進める予定です。
　来年も今年のように、大型の台
風等の被害が懸念されます。市か
らの情報を得られるよう、『あん
しんメール』の登録や、テレビの
データ放送の見方を事前に確認し
ておいてください。
問合　地域安全課（℡44-0346）

障害者職業訓練生
募集

　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）
応募期間　平成31年 1 月 4 日㊎〜

2月15日㊎
選考方法
　　　筆記試験および面接試験
選考日　 3月 1日㊎
　　　　　　　①②③④の科目
　　　　 2月24日㊐　⑤の科目
選考場所　愛知障害者職業能力開

発校（豊川市一宮町上新切
33-14）

入校日　 4月 5日㊎
訓練期間　 1年間
申込・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（℡
0533-93-2102）へ

パブリックコメント
募集

　市では、今後の健康づくり施策
として推進している「第 2次みん
なで進めるいぬやま健康プラン21
の中間評価（案）」および今後の
自殺対策の根幹となる「犬山市自
殺対策計画（案）」について、皆
さんからの意見（パブリックコメ
ント）を募集します。
募集期間　12月27日㊍〜平成31年

1 月22日㊋
公開場所　市役所、市民健康館、

保健センター、各出張所で
閲覧、市ホームページに掲
載

意見提出先　期間中に住所、氏名
と意見を記入し、市民健康
館（Eメール020201＠city.
inuyama.lg.jp、郵送、 Fax
65-3080）へ

問合　市民健康館（℡63-3800）

事務用封筒掲載の
広告を募集

封筒の種類
①長 3封筒
②角20封筒

作成予定枚数
①120,000枚
②30,000枚

使用期間
平成31年 4 月頃か
ら封筒がなくなる
まで（約 1年間）

広告規格
①縦3.5㎝×横10㎝
②縦5.0㎝×横10㎝

募集枠 各 4枠

掲載料
①120,000円（ 1枠）
②30,000円（ 1枠）

●掲載できない広告
　政治活動・宗教活動・意見広
告・公序良俗に反するものなど
申込・問合　12月27日㊍までに広

告案を添えて掲載申込書を
総務課庁舎管理担当（℡
44-0300）へ

※詳しくは、市ホームページ「市事
務用封筒の広告」を見てください。

　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
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。

　身体障害者を対象とした採用試験を下記の通り実施します。
職種・募集人数・受験資格

募集職種 募集人数 資格要件
学　歴 年　　　齢 資格等

行政職（一般事務）
身体障害者 2人 大学卒　　　※ 1 平成 3年 4月 2日以降の出生者 ※ 2

※ 1　大学を卒業または平成31年 3 月末までに卒業見込みの人
※ 2　身体障害者手帳の交付を受けていること
◎平成30年度中に、既に犬山市職員採用試験に申し込みをした人（不合格になった人を含む）は、今回は応募で
きません。
◎採用後は、今年度実施した行政職（一般事務）の採用試験で採用された職員と同様の業務に従事します（勤務
時間は 1日あたり 7時間45分、 1週あたり38時間45分）。
第 1 次試験日・会場　平成31年 1 月20日㊐　犬山市役所
申込　12月17日㊊〜28日㊎ 8：30〜17：00（㊏㊐㊗除く・郵送の場合は12月27日㊍の消印有効）に犬山市職員採用

試験受験申込書、受験票（申込書・受験票は総務課で配布、市ホームページにも掲載）、身体障害者手帳
の写しを直接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 ㎝×横 3 ㎝とし、最
近 3か月以内に撮影したものとすること）

その他　・試験時に必要な個別の配慮の希望がある場合は、12月27日㊍までに総務課職員担当に連絡してください。
　　　　・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。

　平成31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、市ホームページ（「市政情報」の職員採用欄）
に掲載している募集要項を見てください（総務課でも募集要項を配布しています）。

平成31年度の子ども未来園・保育園の入園受付（第 2 次募集・第 3 次募集）
　平成31年 4 月 1 日からの入園について第 2次募集、第 3次募集の受け付けおよび面接を行います。
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
子ども未来園・保育園の入園受付

児童年齢 受付日時・場所 面接日時・場所

第 2次募集
※ 4月 1日に求
職活動で入園希
望の場合を除く

0〜 2歳児 1月 4日㊎〜18日㊎
9：00〜17：00
（㊏㊐㊗除く）
子ども未来課

1月 4日㊎〜18日㊎ 9：00〜17：00（㊏㊐㊗除く）
子ども未来課

3〜 5歳児 1月21日㊊、22日㊋10：00〜10：30、10：30〜11：00
橋爪または五郎丸子ども未来園

第 3次募集
0〜 2歳児 2月 1日㊎〜15日㊎

9：00〜17：00
（㊏㊐㊗除く）
子ども未来課

2月 1日㊎〜15日㊎ 9：00〜17：00（㊏㊐㊗除く）
子ども未来課

3〜 5歳児 2月18日㊊、19日㊋10：00〜10：30、10：30〜11：00
橋爪または五郎丸子ども未来園

※ 0〜 2歳児の申し込みは、書類受付時に児童面接を行いますので、必ず入園希望の子どもと来てください。
※ 3〜 5歳児の申し込みは、書類受付と児童面接の日が異なります。
※年度始め（ 4月 1日）の入園は第 3次募集が最終ですので注意してください。
※ 4月 2日以降の入園希望の場合は、子ども未来課保育担当まで問い合わせてください。
問合　子ども未来課保育担当（℡44-0324）
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国保だより

平成₂₉年度　国民健康保険（国保）特別会計の決算状況
●昨年度の国民健康保険特別会計の決算状況は以下のとおりです。
歳入　86億8,527万円　　歳出　82億8,935万円　　収支　 3億9,592万円　※収支＝歳入−歳出　　
●歳入から歳出を差し引いた「収支」から、前年度繰越金を除いた金額が「単年度収支」となります。
単年度収支　△ 4億5,951万円
※単年度収支＝歳入−歳出−繰越金（ 8億5,543万円）
※繰越金…前年度の剰余金を翌年度の歳入として繰り入れたもの
　昨年度の歳出には、保険税の激変緩和に充てるための積立金 4億1,880万円が含まれているため、実質的な収
支は、約4,071万円の赤字となっています。

国の制度改革に伴い₃₀年度に税率を改定
　市では、平成26年度にこれまでの繰越金を活用して、保険税の資産割を廃止し、税負担の軽減を図ってきまし
たが、今年度から始まった大規模な制度改革に伴い、保険税率を改定（市独自の激変緩和策も実施し、上昇を 6％
台に抑制）しました。

ジェネリック医薬品
　ジェネリック医薬品を使用すると、医療費の負担軽減
につながります。
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、先発医薬品
と治療学的に同等であるものとして承認され、一般的に
研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発
医薬品に対して価格が安くなっています。ジェネリック
医薬品の利用を希望する意思を医療機関等に伝えるため
の「希望シール」を、保険年金課、各出張所で無料配布
しています。健康保険証の余白に張り付けて利用してく
ださい。
　市では、 3月、 7月、11月に「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送
付しています。このお知らせは、先発医薬品とジェネリック医薬品との差額の
合計額が500円以上の人に対して送付するもので、送付時点で同一成分のジェネリック医薬品に切り替えた場合
の自己負担軽減額を紹介しています。
※ジェネリック医薬品への切り替えは、本人の意思を第一に優先するものであり、切り替えを強要するものでは
ありません。

接骨院や鍼灸（はり・きゅう）、マッサージの施術を受けるときは
　接骨院や鍼灸、マッサージの施術を受ける時には、保険が使える場合と使えない場合がありますので、注意し
てください。
●接骨院・整骨院にかかるとき
　接骨院・整骨院で保険を使って施術を受けられるのは、外傷性のけがの場合に限られます。内科的な原因によ
るものや慢性的な症状などは保険の対象とはなりません。
　接骨院・整骨院は、保険医療機関（病院、診療所など）ではありませんが、窓口で保険証を提示し、一部負担
金を支払うだけで施術を受けられる場合があります。これには、患者が療養費の請求を接骨院・整骨院に委任す
る「受領委任」の手続きが必要となります。

保険が使える場合 ●ねん挫　●打撲　●挫傷（肉離れ）●骨折・脱臼の応急手当　●骨折（医師の同意が
ある場合）　●脱臼（医師の同意がある場合）

保険が使えない場合
（上記以外のもの）

●医師の同意のない骨折・脱臼の施術　●単なる（疲労性・慢性的な要因からくる）肩
こりや筋肉疲労　●脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術　
●保険医療機関（病院、診療所など）で同じ負傷などの治療中のもの　●労災保険が適
用となる仕事中や通勤途上での負傷

●鍼灸、マッサージにかかるとき
　鍼灸、マッサージの施術を受ける時には、医師の同意があった場合に限って、保険者（国保）から払い戻しを
受けられます。ただし施術時にいったん全額を支払い、療養費支給申請をする必要があります。なお鍼灸師など
が患者に代わって保険者に請求する場合もあります。

鍼灸 マッサージ

保険が使える場合 ●神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症など
慢性的な痛みのある病気

●筋麻痺、関節拘縮などで医療上マッサー
ジを必要とする場合

保険が使えない場合
●医師の同意書がない場合
●保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受
診している場合

●医師の同意書がない場合
●疲労回復や慰安が目的の場合

問合　保険年金課国民健康保険担当（℡44-0327）

今後、保険税はどうなるの
　昨年度、愛知県が示した市の標準的な税率は、30年度改定後の税率を上回っています。このため、引き続き、
来年度以降の税率をどのようにしていくのかについて、保険税負担が急激に上昇しないよう、国民健康保険運営
協議会での議論を重ねていきます。

平成29年度国保特別会計

歳出
82億

8,935万円

歳入
86億

8,527万円

16.6%

国民健康保険税　14億4,206万円

保険給付費
（医療費の支払い）
47億6,413万円
57.5%

医療費平準化のための
共同事業拠出金
16億4,602万円

19.9%

介護保険のための納付金
4.0%　3億2,801万円

基金積立金　4億1,880円　5.0%

保健事業費　8,470万円　1.0%

後期高齢者
医療制度の
ための支援金
9億6,554万円

その他の支出　8,215万円　1.0%
（総務費・国庫支出金等の返還金など）

前年度繰越金
8億5,543万円

32.1％
自主財源

             67.9％
社会保険や国・
県からの財源

0.8%
その他の収入
6,615万円

一般会計からの
繰入金
4億2,919万円

前期高齢者
（65～74歳）
のための
交付金
（社会保険から）
24億9,882万円

医療費平準化
のための
共同事業交付金
16億7,213万円

国庫支出金
（ 療養給付費等負担金、
調整交付金など）
13億4,070万円

3.7%　県支出金　3億2,253万円

0.7%　退職者制度の交付金（社会保険から）
5,826万円

9.8%

11.6%

4.9%

28.8%

19.3%

15.4%

ジェネリック医薬品を
希望します
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生 活 お待たせしました

図書館で課題解決
　今回のセミナーは働く女性に関
する法律セミナーです（男性も参
加できます）。
　仕事と結婚、仕事と育児に関す
る労働問題、セクハラやパワハラ
のトラブルなど、当セミナーでは、
弁護士から直接、身近な法律トラ
ブルの事例紹介や予防するコツな
どの話を聞くことができます。
　女性だけでなく、女性と関わる
男性や人事担当者にも知ってほし
い内容です。
日時　平成31年 1 月26日㊏
　　　10：30〜12：00
場所　市立図書館 2階展示室
講師　中村弥生弁護士
対象　20歳以上
定員　先着30人
費用　無料
申 込・ 問 合　12月18日㊋10：00か

年末年始の業務の案内
●年末年始の業務日程は、下表のとおりです。　　は休みです。
●市役所・出張所業務は12月29日㊏〜 1月 3日㊍が休みです。必
要な手続きは早めに済ませてください。出生・婚姻・死亡など戸
籍に関する届け出は、市役所日直室（正面玄関右手通用口）へ
●市公共駐車場は年末年始を通して利用できます。
　（内田観光駐車場の㊏㊐㊗、 1 / 2 、3 の入庫開始時間は 8：00）

●ごみ収集の休業日
可燃ごみ　平成31年 1 月 1 日㊗〜 3日㊍
不燃ごみ・資源物など
12月29日㊏〜平成31年 1 月 3 日㊍
※詳しくは広報犬山12月 1 日号11ページ
を見てください。

▲あたたかな日差しの中ですくすく育つトマト。

▲「おいしい花子」 ▲会員さんが栽培管理や収穫も

施設名 問合
12月 1月

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
火 水 木 金 土 日 月 祝 水 木 金 土

市民健康館
さら・さくら

さら・さくらの湯 ℡63-3810

つどいの広場 ℡63-3817

健康推進事業 健康推進課
（℡63-3800）

保健センター ℡61-1176

子育て支援センター 子ども未来課
（℡44-0322）児童センター（館）

福祉会館 ℡61-4611

身障者活動センター「ふれんど」 福祉課
（℡44-0321）

老人憩の家・老人福祉センター・
高齢者活動センター

長寿社会課
（℡44-0325）

しみんてい ℡61-7710

余遊亭 ℡61-6660

小弓の庄 ℡68-3767

楽田ふれあいセンター ℡69-2722

今井ふれあいセンター ℡62-3940

コミュニティバス 地域安全課
（℡44-0347）

市民文化会館・南部公民館 ℡67-2411

市立図書館 ℡62-6300

楽田ふれあい図書館 ℡69-2662

公民館（塔野地・犬山西・善師野）

文化スポーツ課
（℡44-0353）

学習等供用施設

勤労青少年ホーム

武道館・野外活動センター・体育セン
ター・山の田公園（野球場・テニス
コート）・木曽川犬山緑地（野球場、多
目的グランド・テニスコート）・内田
多目的広場テニスコート

エナジーサポートアリーナ（市体育
館）・多目的スポーツ広場 ℡67-8080

フィットネスフロイデ ℡61-7272

犬山国際観光センターフロイデ ℡61-1000

犬山城 ℡61-1711

文化史料館 ℡62-4802

どんでん館 ℡65-1728

旧磯部家住宅 ℡65-3444

犬山里山学センター ℡65-2121

※さら・さくらの湯の 1 / 3 、 4 の営業時間は10：00〜17：30です（詳しくは広報犬山12月 1 日号 9ページ）。
※楽田ふれあいセンターの12/28〜 1 / 3 の開館時間は 9：00〜18：00です。
※市立図書館休館中の図書の返却は正面玄関横のブックポストへ（CD、ビデオ、DVD等の視聴覚資料は返却不可）

ら市立図書館（℡62-6300）
へ（電話申込可）

キケン！
道路にはみ出した
枝やモノ

　私有地の生け垣等の枝が道路に
はみ出したり、プランターや鉄板
等が道路側溝上に置いてあると、
歩行者や車の通行に支障が生じた
り、交通標識等が見えにくくなる
場合があります。また塀が道路側
に傾くと、道路へ倒壊し事故等の
恐れがあり、大変危険です。

　このような場合、市は現場の状
況を確認し、樹木等の所有者に枝
の剪

せん

定
てい

や占用物（モノ）の撤去を
お願いすることがありますが、皆
さんも自宅の樹木や塀などの周り
を点検し、道路上にはみ出さない
よう手入れや修繕をお願いします。

　市では、道路交通の安全を確保
するため、市道の維持管理に努め
ています。
問合　土木管理課（℡44-0334）

　　　　　　　　　　「おいしい花子」販売開始
　公益社団法人犬山市シルバー人材センターが栽培
するトマトの収穫が11月下旬から始まっています。
　トマトは、フルティカというミディアムサイズの
品種で、ビニールハウス内で、温度などの環境管理
をしっかり行い、会員が丹精込めて育てています。
　アイメック農法という特殊なフィルムに根を張ら
せる農法で、水分を絞って栽培するので、とても甘
くて味の濃いトマトになります。
　このトマトは、皆さんに親しんでもらえるよう、
「おいしい花子」と名付けられました。シルバーが
運営する城下町プラザや市内スーパー等で販売して
いますので、ぜひ手にとってみてください。
　市のふるさと納税の返礼品に登録していますの
で、市外に住んでいる人にも味わっていだたけます。
　トマトは 6月ごろまで収穫が続く予定です。
問合　犬山市シルバー人材センター（℡62-8505）
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生 活 地域に迷惑をかけない猫の飼い方
　市には猫による「ふん尿」、「鳴き声」、「車の傷」、「野良猫の増加」に
ついて苦情や相談が多く寄せられています。猫を飼う時は、次のような
ことに気をつけて、地域住民に迷惑をかけないようにしましょう。

室内飼いをする 交通事故や迷子、他の猫とのケンカによる伝染病（猫
エイズ等）の感染を防ぐ。

飼い主を明確にする
首輪と連絡先を書いた名札を装着。迷子になった時
や、災害時の身元確認に有効。
※マイクロチップを皮下に埋め込む方法もあります。

餌は適量を室内で与
える

餌は 1匹ごとに 1皿用意し、室内で与えることで健
康管理することが可能。事情があり外で餌を与える
場合は、決めた時間に食べ切れる量を与え、食べ終
えるまで見届けた後に片付ける。
※外での置き餌は野良猫を呼び寄せたり、虫や臭い
が発生し大変不衛生です。

トイレのしつけ
室内にトイレを用意し排泄するようにしつけ、トイ
レは常に清潔にする。
※汚れているとトイレ以外で排泄してしまいます。

不妊去勢手術をする

猫は 1年に 2回から 3回発情期があり、一度に 4匹
から 5匹出産しどんどん増えるため、子猫を望まな
い場合は、飼い主が責任を持って不妊去勢手術をお
こない不幸な命を増やさないよう心がける。
※手術をすることで、病気の予防、発情期の行動（尿
のマーキング、鳴き声、イライラ等）の抑制につな
がります。

　猫が地域社会に認められ、人間と猫が共に幸せに暮らせるよう、ルー
ルを守って猫を飼いましょう。
問合　保健センター（℡61-1176）

おめでとうございます
第₈₇回全国民生委員児童委員大会
　平成30年度全国民生委員児童委員連合会会長表彰
　（優良民生委員児童委員協議会表彰）　犬山南地区民生委員児童委員協議会
　（永年勤続民生委員・児童委員表彰）　酒井敏子、澤野美代子、尾関順子、
　　成田すみ枝、安江久美子、村野賢次、松尾伸子、平井百合子、
　　石田耕司、森川弥生、奥村正成
第₆₆回愛知県社会福祉大会
　愛知県知事感謝状（民生委員・児童委員）　杉本裕子、山本友子、
　　酒井敏子、澤野美代子、尾関順子、成田すみ枝、安江久美子、
　　村野賢次、　松尾伸子、亀井郊美、平井百合子、石田耕司、
　　森川弥生、奥村正成
　愛知県社会福祉協議会会長感謝状（民生委員・児童委員）
　　小川真由美、長谷川文男、武内建資
平成₃₀年度愛知県更生保護大会
　中部地方更生保護女性連盟会長表彰　齊木成子
　名古屋保護観察所長感謝状（更生保護女性会）　武内一代
　愛知県保護司会連合会長表彰（保護司）大澤渡
　愛知県更生保護女性連盟会長表彰　山口昭恵、大谷孝子
愛知県遺族連合会
　平成30年度愛知県遺族連合会会長表彰　長谷川茂
第₅₈回愛知県身体障害者福祉大会
　愛知県知事表彰（更生援護功労者）馬場玲子
問合　福祉課（℡44-0320）

消費者トラブルに
気をつけて

回数券使えなくなるリスクも考え
て購入を
　理髪店で 5回分の散髪代で 6回
散髪できるという回数券を購入し
ていたが、前触れもなく倒産した
ようだ。未使用の券が残っている。
電話をかけたがつながらない。

（80代男性）
　マッサージ店で20回分の回数券
を買った。その後、高齢者の父の
介護で長期帰省することになった
ので、未使用の回数券を払い戻し
てもらおうとしたが、社内規定に
より払い戻しできないと言われた。

（60代女性）
アドバイス
　「割安になる」「特典が付く」等
でお得感のある回数券ですが、未
使用でも払い戻しされない場合が
あります。期間内に使い切れるか、
購入する前によく考えましょう。
回数券の利用方法・払い戻し等に
ついては各事業者が定めた約款等
に従うことになります。事業者が
倒産した場合でも、払い戻しがで
きるとは限りません。購入する前
にしっかり確認しましょう。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（Tel44-0340）

消費税軽減税率
早わかり講座

　来年10月の消費税増税まで残り
わずかとなりました。
　消費税引き上げに合わせ、事業
者が理解しておかなければいけな
い事を業種別に分かりやすく学び
ます。
日時・内容

日時 内容
12月18日㊋
14：00〜16：00 建設業・工業向け

12月20日㊍
13：00〜15：00 商業向け

12月20日㊍
15：30〜17：30 サービス業向け

場所　犬山商工会議所会議室
定員　各回30人
申込・問合　犬山商工会議所経営

支援課（℡62-5233）へ

家電リサイクル
　家電リサイクル法に基づき、使
用済みのテレビ（ブラウン管式・
液晶式・プラズマ式）、冷蔵庫・
冷凍庫（保冷庫・冷温庫）、洗濯
機・衣類乾燥機、エアコンは、郵
便局でリサイクル料金を支払い直
接指定引取場所に持ち込むか、リ
サイクル料金と収集・運搬費用を
支払って小売店などに引き渡すこ
とになっています。
　これらの家電は、市の粗大ごみ
収集では取り扱いませんので注意
してください。
　詳しくは、市ホームページまた
はごみ収集カレンダーを見てくだ
さい。
問合　環境課（℡44-0344）

非行の芽
はやめにつもう
みな我が子

　青少年の非行・被害防止に取り
組む県民運動（冬期）（12月20日
㊍〜平成31年 1 月10日㊍）
　青少年が心身ともに明るく健や
かに成長することは、子を持つす
べての親の願いであり、県民の誰
もが期待するところです。
　近年スマートフォンが普及しイ
ンターネットの有害サイト等によ
り青少年が犯罪に巻き込まれる事
件が多く発生する等、青少年を取
り巻く近年の環境は大きく変化し
てきています。
　冬休みは、イベントも多く解放

感から青少年が有害環境に接する
機会が多くなる時期です。家庭、
学校、地域社会がそれぞれの果た
すべき役割を認識し、少年を取り
巻く有害環境を浄化し、青少年を
犯罪から守りましょう。
　12月20日㊍〜平成31年 1 月 4 日
㊎に青少年健全育成推進員および
青少年センター運営協議会委員に
より地域の見回りを行います。
問合　文化スポーツ課青少年セン

ター（℡44-0353）

　余坂木戸口まちづくり拠点施設は、住民によるまちづくり活動の拠点
として設置され、各種行催事、グループの交流の場として利用できます。
1階には和室、 2階にはフローリング床の多目的室があり、さまざまな
利用が可能な有料の施設です。また城下町に立地しているため、歴史や
文化を味わうこともできます。
　なお建物以外の場所（庭や駐車場）について、施設の設置目的以外の
利用も、一定の条件の範囲内で利用することができます。
　詳しくは地域安全課まで問い合わせてください。
所在地　犬山字東古券363番地 3　利用時間　 9：00〜17：00
利用室名　和室 1、和室 2、多目的室、イベント広場
休館日　毎週㊌、12月28日〜 1月 3日
問合　地域安全課（℡44-0346）

余坂木戸口まちづくり
拠点施設  （愛称余遊亭）

▲地図（Google	Maps）
　が開きます。

使えます
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高 齢 者

健 康

生 活

犬
けんけん

健チャレンジ
　「犬健チャレンジ」でポイントをためて、お得と元気をもらいましょう。
健診（検診）の受診等で応募できます。
期間　平成31年 1 月31日㊍まで
対象　18歳以上の市民
参加方法
　①	「犬健チャレンジ」ポイントシートを受け取る（ポイントシートは、

市民健康館、保健センター、市役所総合受付、各出張所で配布して
います。市ホームページからもダウンロードできます）。

　②ポイントをためる。
　　必須項目　健診（検診）を一つ以上受診
　　	・市が実施する特定健診や職場等での健診、人間ドッグ、がん検診

等を受けると 1回につき20ポイント
　　　例）特定健診＋がん検診で40ポイント
　　選択項目　・健康に関連した講座やイベントへの参加で 5ポイント
　　・健康づくりのために目標を立て 3か月間取り組むと 5ポイント
　　　（対象事業の詳細はポイントシートを見てください）
　	③40ポイント貯まったら「まいか」カードと交換。さらに抽選で下記
賞品や市内事業所の魅力的な協賛品が当たります。
　A賞　5万円商品券　 2人
　B賞　5,000円相当の地元名産品　20人
　C賞　1,000円のクオカード　50人
申込　市民健康館または保健センターへ
問合　市民健康館（℡63-3800）

高齢者の生活を
支えるために

　市では緊急時に救急隊員等の介
助者に連絡先や持病等を伝えられ
るよう次の事業を行っています。

●あんしんカード事業
　緊急連絡先やかかりつけ医等の
情報を記入したカードを発行しま
す。
対象　65歳以上の人
費用　無料

●あんしんキット配布事業
　緊急連絡先やかかりつけ医等の
医療情報を記載した用紙や診察
券、保険証の写しを自宅の冷蔵庫
で保管する救急医療キットを配布
します。
対象　65歳以上の人
費用　無料

※各出張所でも申請が可能です。
申込・問合　長寿社会課高齢福祉

担当（℡44-0325）へ

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「トゥースウェア」
　英語でトゥースウェアとは、
トゥースは「歯」、ウェアは「磨

ま

滅
めつ

する」という意味です。
　これまで歯を失う 2大原因は、
むし歯と歯周病と考えられてきま
したが、歯のエナメル質が溶けた
り、すり減ったりすることで歯の
健康を失っていくケースが見られ
るようになり、第 3の原因として
最近注目されています。
　トゥースウェアの原因は主に 3
つあります。

●「酸
さん

蝕
しょく

」
　pHが低い食品は、わずかです
が酸によって歯を溶かします。炭
酸飲料やクエン酸入りの清涼飲
料、ジュースなどを日常的に飲み
すぎると、歯を溶かしてしまうこ
とがあります。

屋台を出店する
皆さんへ

　祭りやイベントなど不特定多数
の人が集まる催しで、対象火気器
具等（※ 1）を使用する屋台など
の露店を開設する場合は、
①露店等の開設の届出（※ 2）
②消火器の準備
が必要です。
　近親者によるバーベキュー、幼
稚園等で保護者等が主催する餅つ
き大会のように相互に面識がある
者が集まる催しなどは対象外です。

屋内・屋外
消火栓取扱競練会

　「屋内・屋外消火栓取扱競練会」
が10月24日に羽黒するすみふれあ
い広場で行われました。市内事業
所が参加し、日頃の訓練成果を披
露しました。

屋内の部

優　勝 ㈱今仙電機製作所

準優勝
カラヤン㈱

犬山市役所B

4 　位 犬山市役所A

5 　位 スリーボンドファイン
ケミカル㈱犬山工場

屋外の部

優　勝 大同メタル工業㈱
犬山事業所

準優勝 エナジーサポート㈱

3 　位 東洋紡㈱犬山工場

4 　位 東久㈱犬山工場

5 　位 サントリープロダクツ㈱
木曽川工場

6 　位 リスパック㈱

※ 1　対象火気器具等とは、火を
使用する器具や液体燃料（ガソリ
ンや灯油など）、固体燃料（炭、
薪など）、気体燃料（プロパンガ
スなど）、電気を熱源とする器具
などで、使用に際し火災発生のお
それのある器具のことです。
※ 2　露店等の開設の届出方法に
ついては、下記問合に問い合わせ
るか、市ホームページのカスタム
検索にページ番号　　1001018　　を
入力し、検索後表示されたページ
で確認してください。
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

1 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

16日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

くすりに関する
相談

ごとう薬局
薬剤師
後藤三吉氏

⑤アルコール
　相談

12日㊏
10：00〜15：00
市民健康館

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）

●「磨耗」
　強い歯みがきの力や粒子の粗い
ハミガキ剤の影響で歯の表面や歯
肉が傷つくことで起こります。

●「咬
こう

耗
もう

」
　ストレスによる咬

か

みしめ、歯ぎ
しりなど、歯の接触によってでき
るすり減りです。
　つまり健康志向による食習慣、
歯のみがき過ぎ、ストレスによっ
て起きるトゥースウェアは、現代
病ともいえます。トゥースウェア
の場合 1本単位ではなく、連続し
た複数本が一度にダメージを受け
るのが特徴です。予防のために生
活習慣の見直しやフッ化物塗布な
どで歯の質の強化が必要です。

見 

本

▲冷蔵庫で保管
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市 税 等
納 期 限

子 育 て

高 齢 者 警察署だより

東児童センターがリニューアルオープン
　「子育てと女性活躍応援事業」の一環として、東児童センターは、児童
センターの機能と、新たな子育て支援機能を持った複合施設として、平
成31年 1 月19日㊏にリニューアルオープンします。
　このオープン後の 1週間は、利用する人に合わせたオープン記念イベ
ントを開催します。詳しくは、広報犬山 1月 1日号と市ホームページの
子育て情報を見てください。

問合　東児童センター（℡67-9350）

子育てハッピーコミュニケーション♪第2期
〜カフェでゆったりミニ講座〜

●子育てと女性の活躍応援プロジェクト
　駅の西側にあるエイトパークカフェ犬山店で子育て家庭にまつわる「聞
いてみたい」「話したい」話題をテーマに、少人数でゆったり話せるミニ
講座を開催します。子育てだけでなく家庭や働き方、ママとしての今後
なども話しながら、リフレッシュしましょう。
回 日程 テーマ

1 1 /17㊍ 「	どうしてる？ママになってからの、周りの人とのコミュ
ニケーション」

2 2 /14㊍ 「子どもにもママにも！自分で考え始める「質問」って？」

3 3 /12㊋ 「自分の未来を描くコツを学ぼう！」

※参加は連続も 1回だけも可。託児は各回先着 4人まで受け付けます（生
後 6か月から）。

時間　10：00〜11：15
場所　エイトパークカフェ犬山店（犬山字富士見町14）
講師　全国保健室コーチング連絡協議会	代表理事	桑原朱美氏（元養護

教諭）
対象　市内在住・在勤の子育て予定または子育て中の女性
定員　各回 6人　　費用　無料
申込・問合　12月17日㊊〜21日㊎に子ども未来課（℡44-0322）へ
※応募者多数の場合は、初めての人を優先します。それ以外の場合は抽
選し、12月27日㊍までに当選者にお知らせします。

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（平成30年 4 月 1 日から平成31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
江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555
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

※レイクサイド入鹿は平成30年 3 月31日に閉館しました。
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
数を確認します。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）

　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 12月25日㊋
固定資産税・
都市計画税 3期

国民健康保険税 7期
介護保険料 9期
後期高齢者
医療保険料 5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）

みんなでつくろう
安心の町

●住宅対象侵入盗の実態
　住宅を対象とした侵入盗被害の
約3割が無施錠箇所から侵入され
ています。
●住宅対象侵入盗の対策
①出掛けるとき、在宅中も鍵をか
ける。
②鍵は屋外に隠しておかず、必ず
持って出掛ける。
③ドアや窓は補助錠を取り付ける。
④窓ガラスには防犯フィルムを貼
る。
⑤防犯ベル・センサーなどの防犯
器具を取り付ける。
⑥夜間は門灯や玄関灯を点灯する。
⑦侵入の足場になるものを放置し
ない。
⑧敷地の周囲は植栽等で死角をつ
くらない。
⑨出掛けるときには近所に一声か
ける。
⑩近所のあいさつ運動を積極的に
して不審者を近づけさせない。
⑪多額の現金を家におかない。
などの点に気を付けましょう。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

保育料の寡婦（夫）
控除等みなし適用

　「未婚のひとり親家庭」におい
て、寡婦（夫）控除をみなし適用
し、保育料を軽減する制度を実施
します。
　次の①〜③の条件のいずれかに
該当する保護者は、子ども未来課
に申出書等を提出してください。
①婚姻歴がなく、また現在婚姻状
態（事実婚を含む）にない母であ
り、生計を一にする20歳未満の子
どもがいる人
②①であり、かつ20歳未満の子ど
もを税法上扶養しており、合計所
得金額が500万円以下の人
③婚姻歴がなく、また現在婚姻状
態（事実婚含む）にない父であり、
生計を一にする20歳未満の子ども
がおり、合計所得金額が500万円
以下の人
※寡婦（夫）控除のみなし適用を
受けても、保育料が変わらないこ
ともあります。
※寡婦（夫）控除のみなし適用は、
保育料のみに適用するものです。
問合　子ども未来課保育担当
　　　（℡44-0324）

新春カルタ取り大会
　犬山市子供会育成連絡協議会
（市子連）が、児童育成事業とし
てカルタ取り大会を開催します。
ほかにも百人一首やすごろくな
ど、昔ながらのあそびを楽しめま
す。あそんだ後は、ぜんざいを食
べてほっこりしてください。
日時　平成31年 1 月19日㊏
　　　13：30〜15：30
　　　（受付13：00〜）
場所　南部公民館 2階　和室
対象　市内在住の児童とその保護
　　　者
定員　先着100人　費用　無料
申込・問合　12月17日㊊〜平成31

年 1 月 8 日㊋に子ども未来
課（℡44-0323）へ

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）

東児童センター　オープン記念ウィーク
日時　平成31年 1 月19日㊏13：00〜16：00
　　　　　　　　　21日㊊〜25日㊎ 9：00〜16：00
場所　羽黒鉾添二丁目16
※駐車場15台程度（乗り合わせでの来館をお願いします）
※イベント開催により駐車場の台数に限りがありますので、
オープン記念ウィークに来館の際は注意してください。
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時間外受付

水道緊急時

もちつき大会
　つきたてのお餅を一緒に食べた
り、杵（きね）と臼で「餅つき」
を体験しませんか。
日時　①12月27日㊍14：00〜15：30
　　　②12月28日㊎14：00〜15：30
場所　①特別養護老人ホームぬく

森・第二
　　　	②特別養護老人ホームぬく

森
費用　無料
問合　①℡68-3100　②℡65-1500

パート職員募集

職　種 施設管理 清掃
勤 務 場 所 木曽川犬山緑地 野外活動センター 羽黒中央公園

勤務
時間

昼の部 8：30〜17：15 8：30〜17：15 ① 8：00〜12：00
② 8：00〜16：45夜の部 − 17：00〜21：00

その他
5月〜 8月
8：30〜19：00

夜勤21：00〜翌朝 8：45
（仮眠・休憩あり） −

交代制で月 7日〜13日程度
募 集 人 数 6人 2人
賃 金 時 給 871円（通勤距離 2㎞以上は通勤手当　 1日当たり200円支給）
雇 用 期 間 平成31年 4 月 1 日㊊〜平成32年 3 月31日㊋（契約更新あり）
申 込 期 間 平成31年 1 月 4 日㊎〜31日㊍
申 込 方 法 履歴書 1通（写真添付）を市体育協会事務局まで持参してください
選 考 方 法 書類選考の上面接（面接日は 2月中旬を予定しています）
そ の 他 申込時に勤務条件の説明をします

募 集

催 し

第62号⑨

　10月 8 日、木曽川犬山緑地グラウンドでスポ少フェスティ
バルを開催しました。市内スポーツ少年団に所属している子
どもたちと保護者約900人が参加。レクリエーション種目をス
タンプラリー方式で競い合いました。
　学年別のマラソンでは、日頃の体力を競い真剣そのもの。
アスリート精神を発揮し、ゴールテープを切るまで全速力で
走り抜けました。
　秋晴のもと、団の枠を超
えた仲間とふれあえたひと
ときに、笑顔がいっぱい溢
れていました。

　10月13日・20日の 2回市武道館
で「子ども柔道体験教室」を開催
しました。参加者は 5人。
　指導者の小川さとみ先生は、緊
張してなじめない子にはみんなの
輪の中に入れるように声をかけ、
できるまで優しく指導をしました。柔道会会員の子どもたち
も一緒に見守り、指導の手伝いをしました。
　小川先生は、「受身を身につけると転んでもけがをしなくな
ります」と自分の体験を交えて、子どもたちに受身のコツを
教えました。

元気いっぱい、楽しく参加！スポ少フェス ころんだって平気！受身ができたよ！

犬山市スポーツ少年団が
表彰されました！

第33回小・中学生
バドミントン大会

市民スキー大会・
ポールレッスン

　日本スポーツ少年団
顕彰伝達式が10月25日
に愛知県教育会館で開
催されました。
　この賞は、長年にわ
たりスポーツ少年団の発展に貢献し、
特に顕著な功績のあった市町村スポー
ツ少年団に授与されるものです。
　犬山市は昭和57年スポーツ少年団創
設以来、各種大会の開催、マラソンの
ボランティア、近隣市町との交流会な
ど多岐にわたって活発な活動をしてき
ました。また全国大会出場チームも数
多く輩出しました。
　この実績が認められ、今回の受賞と
なりました。表彰式に出席した長谷川
副本部長は「今後も、子どもたちの健
やかな発達と市スポーツ振興に努力し
ていきます」と語りました。

日時　平成31年 2 月10日㊐
　　　 9：00〜15：00
会場　エナジーサポートアリーナ
対象　市内在住の小・中学生
費用　 1人200円
内容　	学年別リーグ戦またはトーナメ

ント戦
申込　	参加者の氏名・住所・年齢（学

年）・電話番号・保護者名を市
体育協会へ（℡・Fax可）

締切　平成31年 1 月28日㊊
結　 果1

第21回犬山オープン
ミックスダブルス卓球大会

日付　10月14日
会場　エナジーサポートアリーナ
参加者　136組
優勝
　ベテランの部　市村純子・松下浩組
　シニアの部　吉川美紀・井上興爾組
　青年の部　　加藤由衣・日榮佑真組

日時　平成31年 1 月27日㊐ 8：45〜
会場　モンデウス飛騨位山スノーパーク

対象　	市内在住・在勤・在学・市内の
スポーツ団体に所属する人

部門　	男子（70歳以上・60歳以上・50
歳以上・40歳以上・40歳未満）、
女子、ジュニア、スノーボード

費用　	1 人1,000円（ジュニアは無料）
当日徴収

その他 　ポールレッスンを平成31年 1
月20日㊐・ 2月10日㊐に飛騨舟
山スノーパークアルコピアで開
催。参加料として実費徴収。

申込　	平成31年 1 月10日㊍12：00までに
市体育協会へ（℡・Fax可）

●�第38回春季軟式野球大会 5年生以下
大会

日時　 5月13日〜 7月22日
会場　木曽川犬山緑地野球場他
部門　 5年生以下の部
　優　勝　木津ブライトB
　準優勝　ホワイトフィリーズ

スポーツ少年団

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

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

下水道事業
受益者負担金納期限

納期限 12月25日㊋

下水道事業
受益者負担金 3期

　納付は市指定金融機関か市役
所・出張所でお願いします。
問合　下水道課（℡44-0337）

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
12/18㊋、 1 /15㊋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・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

日曜市役所
毎月第 2・第 4日曜日
12/23㊗、 1 /13㊐ 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）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日
12/23㊗、 1 /13㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

楽田高齢者教室
作品展

日時　平成31年 1 月13日㊐
　　　 9：00〜15：00
場所　楽田老人福祉センター
内容　園芸、文芸、水墨画、書道、

ペン習字、絵手紙の作品展
示

問合　伊藤（℡67-2535）

いぬやま川柳クラブ
会員募集

　楽しく川柳作句しましょう。初
心者でも参加できます。
日時　毎月第 1㊐
場所　犬山南地区学習等供用施設
対象　どなたでも
費用　500円（印刷費、資料作成費）
申込・問合　松代
　　　（℡090-1478-1660）へ

60歳以上の皆さん
囲碁仲間募集

　市老連囲碁部では、現在約130
人（ 7段〜10級）が市内 3か所で
囲碁を楽しんでいます。入会を希
望する人は気軽に来てください。
曜日・場所
　　　犬山支部（毎週㊊〜㊏）
　　　　福祉会館 3階301
　　　城東支部（毎週㊋㊍㊏）
　　　　東部老人憩の家
　　　楽田支部（第 1・ 2㊋㊍㊏

第 3・ 4㊌㊍㊏）
　　　　楽田老人福祉センター
時間　12：30〜16：00
問合　池田（℡090-7670-6582）

「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。 2月 1日号の締め切りは12月
17日㊊、 2月15日号は12月28日㊎
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第34回身体障害者運動会
　10月28日、身体に障害のある人とその家族が、障
害の種類に関係なく競技を楽しむ身体障害者運動会
が市民健康館で開催されました。
　車いすリレー、サイコロころがしの他にも、パン
食い競争や綱引き、玉入れなど運動会でおなじみの
競技も行われ、家族やボランティアの助けを借りな
がら競技を楽しむ姿に会場からは大きな声援が送ら
れました。

サツマイモ掘りを体験
　10月29日、犬山西児童センターに通う未就園児とその
保護者17組がサツマイモ掘り体験を行いました。
　今年は猛暑による水不足の影響か、水分を求めたサツ
マイモの根が地中深くまで張っていたため参加者らは掘
り出すのに大苦戦。それでもサツマイモがとれた時には
畑が大きな歓声に包まれ、子どもたちに笑顔があふれて
いました。

からくり町巡り
　10月27日、28日の 2日間にわたり犬山城下町一帯で
「からくり町巡り」が行われました。犬山祭の際に奉納
される各町内のからくりがどんでん館や車山蔵など各会
場で実演され、来場者は太鼓や笛の音に合わせて動くか
らくり人形に見入っていました。
　余遊亭でからくり「乱

らん

杭
ぐい

渡
わたり

」を実演した魚屋町は、か
らくり人形の仕組みなどの説明を行っていました。

おさかなレスキュー
　10月27日、犬山里山学センターに近接する橋爪池で、
在来種保護のためおさかなレスキューが行われました。
参加者らは池の水を抜いた後の水たまりに残された生き
物を、泥にまみれながら探し出し、池の排水溝でも網を
構えて生き物を保護しました。生き物を種類ごとに分け
ると、ウシガエルやそのオタマジャクシ、ミシシッピア
カミミガメ（ミドリガメ）、ザリガニなどの外来生物も
見つかりました。トウヨシノボリ、カワムツ、ドジョウ、
スジエビなどの在来種を保護しました。
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QRコード

カティーの

独言
ひ と り ご と

4図書館
だより

新着本の紹介（一部）

愛なき世界
三浦しをん著

洋食屋の見習い・藤丸陽太
が恋をした本村紗英は、三
度の飯よりシロイヌナズナ
（葉っぱ）の研究が好き。
人生のすべてを植物に捧げ
る本村に、藤丸は恋の光合
成を起こせるのか。

ねこの町の本屋さん
小手鞠るい著

ねこの町に子どものための
本屋さんをオープンしたク
ララさん。ある日、犬の村
の「ゆうやけ図書館」で子
どもたちが本に夢中になっ
ているという噂を聞いて、
様子を見に行ってみると…。

いっしょにかえろう
ハイロ・ブイトラゴ文

いつもは遠い道のりも、ラ
イオンと一緒なら、とって
も安心。ママが工場から
帰ってくるまで、女の子は
ライオンと弟を迎えに行
き、買い物をして、ご飯を
作って…。コロンビアの子
どもを描いた絵本。

一般書
『風景論』	 港千尋
『万引き依存症』	 斉藤章佳
『福祉・介護の資格と仕事』
	 梅方久仁子
『発達障害に生まれて』	 松永正訓
『親に作って届けたい、つくりおき』
	 林幸子
『洞窟壁画を旅して』	 布施英利
『大友落月記』	 赤神諒
『グリーン・グリーン』	 あさのあつこ
『ドアを開けたら』	 大崎梢
『僕は金になる』	 桂望実
『明治銀座異変』	 滝沢志郎

児童書
【小学校低学年】
『きのこレストラン』
『モンスター・ホテルでハロウィン』
『あきまつりピーヒャラおはやしの日！』
【小学校中・高学年】
『ヒトの体にすみつく生き物』
『森のとしょかんのひみつ』
『ギヴ・ミー・ア・チャンス』
『魔法のハロウィン・パイ』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『どんぐりむらのいちねんかん』
『かぜのひ』
『おっとあぶない！』
『ふうせんゆらゆら』
『オオイシさん』

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

図書館まめ知識

1 月のイベント（場所：図書館本館）
12日㊏　「ももたろう」おはなし会	 11：00〜
18日㊎　「読み聞かせボランティア養成講座」	14：00〜
19日㊏　「おはなしぼっくす」おはなし会	 11：00〜
26日㊏　「法律セミナー」図書館で課題解決	 10：30〜
26日㊏　「ももたろう」おはなし会	 11：00〜

●読書会藍の会の一冊

◎「アンネの童話」　	 アンネ・フランク
　「アンネ・フランクの隠れ家からの物語集」が原題。
二年以上に及ぶ隠れ家生活で「日記」のほかに書いた三
十編。太陽や風を浴び、草木や動物と楽しみたい少女に
とって唯一の自由が書くこと。全ての作品に自由に歩き
走り廻りたい欲求が痛いほど伝わってくる。「子熊のブ
ラリーの冒険」「パウラの飛行機旅行」「エファの見た夢」
などの作品に描かれた人間の尊厳、良心などに対する感
性の豊かさを感ずる。

●サントリープロダクツ（株）木曽川工場からの寄贈図書
　鳥井信治郎氏が、1899年大阪市で開業した酒店「鳥井
商店」が原点となった『サントリー』。「赤玉ポートワイ
ン」や「サントリーウイスキー角瓶」などの人気商品を
世に送り出し、昨今ではビール事業、食品事業などさま
ざまな分野に事業展開をした結果、グループ会社の一つ
に「サントリープロダクツ株式会社」が誕生しました。
　サントリープロダクツ株式会社木曽川工場は、1968年
犬山市楽田で操業を開始しました。コーヒーや茶系飲料、
清涼飲料水の製造を手がけ今年で50周年を迎えました。
これを記念して、この度犬山市立図書館へ50万円の寄付
金を頂きました。サントリーでは、地球環境に配慮した
生産活動をされているので、頂いた寄付金で「自然・環
境・水・次世代育
成」といったテー
マの図書を160冊
購入させていただ
きました。

※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

12月16日㊐ 河田歯科医院	 （犬山） 61-0428
12月23日㊗ おりの歯科	 （扶桑） 0587-91-0222
12月24日㊡ 山田歯科医院	 （羽黒） 67-9662

12月30日㊐ たけのこ歯科	 （犬山）
ないとう歯科	 （扶桑）

39-6522
0587-93-5500

12月31日㊊ 塚原歯科医院	 （犬山） 61-4540
平成31年
1 月 1 日㊗ はまじま歯科医院	 （扶桑） 0587-93-8448

1 月 2 日㊌ 野田歯科医院	 （犬山） 62-7022
1 月 3 日㊍ きなな歯科	 （扶桑） 0587-22-7599

■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

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

と��き 病・医院名 電　話

12月16日㊐ 犬山駅西病院	 （犬山）
くわばらクリニック	 （城東）

61-2017
61-1118

12月23日㊗ 村上内科	 （犬山）
カワムラ整形外科	 （楽田）

62-2201
67-1134

12月24日㊡ 城南クリニック	 （犬山）
山本皮フ科クリニック	 （犬山）

61-0132
62-6855

12月30日㊐ すみれ内科クリニック	 （楽田）
竹内皮膚科クリニック	 （犬山）

68-0025
62-7511

12月31日㊊ 犬山駅西病院	 （犬山）
たくや整形外科	 （楽田）

61-2017
69-1800

平成31年
1 月 1 日㊗

村上内科	 （犬山）
あいちせぼね病院	 （犬山）

62-2201
20-9100

1 月 2 日㊌ 城南クリニック	 （犬山）
松村クリニック	 （犬山）

61-0132
61-1488

1 月 3 日㊍ 安藤医院	 （犬山）
こばやし眼科	 （犬山）

61-0316
62-7278

　みなさん、クリスマスの準備はも
うできましたか？あと10日後にやっ
てくるクリスマスは、ドイツ人にとっ
て 1年の中で一番大切な祭りの一つ
です。クリスマスの約 4週間前から
家を飾ったり、クッキーを作ったり、
ドイツのあちこちで開かれているク
リスマスマーケットに行ったりしま
す。私にとって最も楽しい時期です！
先週開催されたフロイデまつりで、
私の家族がいつも作っているクッ
キーを作ってみました。ドイツ人に
とってカルダモンやシナモン、クロー
ブやレープクーヘンスパイスなどの
スパイスは「クリスマス」の匂いです。
　日本のクリスマス習慣はドイツの
習慣と違っていますが、多くの日本
人も祝ったり楽しく過ごしたりしま
すね。みなさんはクリスマスをどの
ようにお祝いしますか？
　ドイツでクリスマスの 2週間半前

にお祭りがあります。12月 6 日に開
催される「Nikolaus」（ニコラウス）
の日です。「Nikolaus	von	Myra（ニ
コラウス・フォン・ミューラ）」（270
−345頃）はキリスト教の中でも有名
な人物です。彼はお金がない人や災
害などの被害を受けた人たちを助け
たというさまざまな伝説があります。
その中の一つに、とても貧乏なお父
さんが三人の娘の結婚資金がないの
で身売りさせようと思いました。ニ
コラウスがそれを聞いて、こっそり
と結婚資金として三日続けてそれぞ
れの娘の窓に大きい金塊一個を投げ
ました。三日目にお父さんが金塊を
投げているニコラウスを見て、感謝
を述べました。その後、娘たちは無
事結婚しました。
　この、こっそりとプレゼントをあ
げた話が現在のニコラウスの日の由
来となっています。12月 5 日の夜に
は子供たちが靴一足をピカピカにな
るまでに磨いて、玄関の外に置いて
おきます。自分の靴が小さすぎると
思っている子供たちが、よく、お父
さんの一番大きい冬用ブーツを使お
うとしますが、それは、もちろんい
けません…。私も何回も使おうと思
いました。そして次の朝に外の靴を
見たら、ニコラウスが靴に溢れるほ

どのお菓子やみかん、りんご、ナッ
ツなどを入れてくれるのです。ドイ
ツの子供たちは毎年毎年その日を待
ち望んでいますが、お菓子やみかん
などをもらえるのは一年間いい子に
していた子どもだけです。悪い子は
靴の中には親が子供を鞭打つための
楚
すわえ

（細く伸びた小枝の束）が入って
います。
　ところで、知っていますか？子ど
もだけではなく、大人も自分の靴を
外に出せるんですよ。私も今年靴を
出しましたよ〜。

◀楚

▲ニコラウスがお菓子を入れた靴

診療時間／ 9：30〜11：30
　　　　　12/30〜1/3は 9：00〜12：00

ドイツの12月の祭り
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帝国ホテル中央玄関

　20世紀を代表する建築家の一
人、フランク・ロイド・ライトが
設計した帝国ホテル・ライト館は
1923（大正12）年に竣工しました。
オープンは 9月 1日。関東大震災
が起こったまさにその日でした。
そして半世紀にわたり、日本を代
表する迎賓施設として威容を誇っ
ていましたが、1970（昭和45）年
に開催される大阪万博を前に、建
物老朽化と客室数の不足を理由
に、1967年取り壊しが決まりまし
た。その後、中央玄関部分のみ明
治村へ移築されることが決まり、
1976年に外観が、1985年に内部が
完成しました。
　愛知県常滑で焼かれた煉瓦やテ
ラコッタと栃木県大谷から産出さ
れる大谷石を用いた建物は、空間
として時の移ろいを感じることが
できる「光」を意識したデザイン

となっています。昼間は外光を受
けた金色の装飾がきらめき、庇や
スクリーンを通して床に落ちた影
は太陽の高さや角度により変化を
みせます。ロビーの四隅の「光の
籠柱」は曇った日や夜間開館時に
は際立った美しさを呈します。
　 1月14日まで開催の「きらめき
明治村」で、いつもとは異なる帝
国ホテル中央玄関の姿をお楽しみ
ください。

雨林に生息しています。その特徴
的な顔の色は、昼間でもうす暗い
森のなかで、仲間を見わけるのに
役立つと言われています。また、
マンドリルは霊長類のなかで最も
大きな集団を形成します。その数
は800頭を超えるという報告もあ
ります。これだけ大きな集団で、
特徴的な顔をしているのにもかか
わらず、その行動範囲の広さゆえ、
野生でくらすマンドリルをみつけ
るのは至難の業。その生態の多く
は、まだまだ謎に包まれています。
　アフリカセンターでは11頭の群
れをみることができます。国内の
動物園では一番大きな群れで、野
生と同じように複数のオスと複数
のメス、そして子どもが一緒にく
らしています。
　今回はこの群れの最も優位なオ
ス「キンシャサ」をご紹介します。
キンシャサは2015年 6 月に群れの
なかで最も優位なオスとなりまし

た。当時のキンシャサは 9歳。マ
ンドリルのオスはうまれてから 5
〜 6年ほどで性成熟し、おとなの
仲間入りをします。キンシャサも
年齢的にはおとなのオスだったの
ですが、子どもによくちょっかい
を出し、年配のメスに怒られるこ
ともしばしばありました。今では
たくましく成長し、群れのなかで
ちょっとしたもめごとがあると、
すっと飛んできて仲裁をしてくれ
ます。メスからも信頼され、頼れ
る存在となりました。国内で一番
大きなマンドリルの群れと、それ
をまとめるキンシャサにぜひ会い
に来てください！

　私が担当するアフリカセンター
には、色鮮やかな顔が特徴的なマ
ンドリルがくらしています。マン
ドリルはアフリカ大陸中部の熱帯

『マンドリルの群れをまとめる
「キンシャサ」』

（公財）日本モンキーセンター
飼育技術員�����奥村　文彦

最終回


