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新成人の華やかな門出を祝う  

新成人の集い2018（ 1 月 7 日）
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新成人の華やかな門出を祝う みんなで築く「新成人の集い2018」・進
　 1月 7日㊐、“進”をテーマとした「犬山新成人の集い2018」が名鉄犬
山ホテルで開催され、801人が新たな門出を迎えました。
　会場には開始より 1時間以上も早くから華やかな姿の新成人が集まり、
「久しぶり〜、元気にしてた？」「懐かしいね〜」と各所で旧友や恩師と
の再会を喜び合う姿が見られ、多くの笑顔に包まれました。
　式典では新成人を代表して犬山市立東部中学校卒業生の伊藤慶彦さん
が登壇し、大人としての自覚を噛

か

みしめるように真剣なまなざしで「決
意のことば」を表明しました。
　また、小中学校の恩師も参加。再会を喜び、友達同士で記念撮影。晴れの日を迎えた喜びは育てた父母や支え
てくれた人も一緒。会場の外では子を待つ父母らの姿も見られ、「おめでとう。」と晴れ姿を見つめていました。

※地区ごとの記念写真（有料）の希望者は、文化スポーツ課（℡44-0353）へ問い合わせてください。
　写真の申し込み期限は 2月28日㊌です。

▲会議で集いの進め方を検討
　1年半前から準備し集まりは50回を超えました！

▲役割分担も決まり、皆で横断幕等を作成
　応援団の先輩も手伝ってくれました！

▲仲間とも打ち解け楽しい会議
　いよいよ最終調整へ

▲福祉会館の舞台でリハーサル
　を行いました

▲東海TVみんなのニュースOne
　にも出演しました

▲当日を迎えた
　実行委員の皆さんです

▲社会貢献活動にも
　参加しました

　犬山市の「新成人の集い」は、運営自体が「実行委員会」形式で行われます。市が主催するものではなく、新
たに成人を迎える人たちが、自ら力を合わせて一から築き上げており、参加者の皆さんが楽しめるようにと、会
費制の立食パーティー形式で開催され、企画からアイデア出し、当日の司会・運営、すべてが手づくりで行われ
ます。当日の幕開けまで、全中学校の卒業生からなる実行委員16人と、かつて同じように集いを開催したOB・
OG（新成人の集い応援団）の支援のもと、 1年半以上前から準備してきました。

花火の後の清掃活動 いよいよ本番を迎えます！

「新成人の集い」の舞台裏 新成人の集い2018実行委員会の活動を紹介します！

新成人の言葉として新成人の集い実行委員から、
これまでの感謝の気持ちと未来へ踏み出す思いを語っていただきました。

犬　山　地　区

東　部　地　区

城　東　地　区

南　部　地　区

みんなが記憶に残るような
最高の「新成人の集い」へ

　今年のテーマは「進」。成人を迎
えた私たちがこれから成人としての
道を新たな気持ちで一歩踏み出し、
自分のペースで進んで行ってほしい
という思いでこのテーマにしまし
た。１からプログラムを考えたり、
ホテルとの確認があったりと大変で
した。しかし、仲間がいたからこそ

ここまで来ることができました。皆さんが進み出すきっかけとなる集
いになったならうれしく思います。

伊藤慶彦（実行委員長）
東部中学校出身

梅の花言葉のような成人になれるよう
進んでいきたい
　ポスターは、今回のテーマ「進」を
背景に真っすぐ前を見つめた新成人の
男女を描き、この新成人の集いを境に
新たな一歩を踏み出してほしいという
願いを込めました。横断幕はポスター
同様「進」を使い、これを私たちがこ
れから歩んでいく道に例え、梅の花を
描きました。梅の花には「高潔、忠実、
忍耐」という 3つの花言葉があります。
この言葉のような成人になれるよう進んでいきたいです。

北脇結衣
（ポスター・横断幕担当）

城東中学校出身

伝統を絶やすことなく
次の後輩に伝えていきたい
　昨年から集まり、進めていく中で、
信頼関係もできてお互いの私生活に
ついて話したりなどワイワイしなが
らリハーサルをしました。ゲームは
あの頃を思い出すイントロドンを用
意しました。みんなが楽しんでくれ
たならうれしいです。新成人の集い
は他ではない挑戦だと思います。実
行委員として 1年半企画することができて本当に幸せです。

奥村友香（ゲーム担当）
犬山中学校出身

「思い出話」に花を咲かせる手助けに

　みんなの思い出がよみがえるよう
な写真を、卒業アルバム等から選ん
でスライドで流しました。入場時に
は小学校の思い出のスライドを流
し、集いの雰囲気を演出し、中学校
のスライドは 4地区別にして、より
興味を持って見てもらえるように工
夫しました。

小林加奈（スライド担当）
犬山中学校出身

協賛品提供に感謝

　今年も市内のさまざまな方から、
協賛品をたくさんいただき、集い当
日のゲーム大会の賞品としました。
実行委員一同感謝の気持ちでいっぱ
いです。この協賛品をみんなに知っ
てもらうことで、地元犬山の魅力を
再発見してもらい、市の活性化につ
ながれば幸いです。

田中千晶（協賛担当）
南部中学校出身

この経験がこれからの人生で必ず活
い

きる

　600人以上が集まる大きなイベン
トでの司会進行。とても重要な役割
でした。シナリオを作ることから始
め、何度も何度も修正し、最終的に
は大きく変わりました。どのように
話せば会場のみんなが聞いてくれる
のか、聞き取りやすいスピードはど
れくらいなのか、応援団にもアドバ
イスをもらいながらリハーサルを重

ねました。とても大変でしたがやりがいを感じることができました。
実行委員会に参加でき、とても感謝しています。

田中瑞（司会担当）
南部中学校出身

▲当日の会場の様子
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　冬の閑散期に城下町のにぎわい創出になればと、犬山城下町に住む皆さ
んで構成される犬山城下町おひなさまめぐり実行委員会が、今年も旧磯部
家住宅をはじめ、しみんてい、どんでん館、福祉会館、市役所や城下町の
各店舗などに段飾りや御殿飾りなどを展示し城下町一帯を彩ります。
　市民の皆さんや観光客の皆さんに「おひなさま」を見て楽しんでもらい
たいと活動をはじめ、今年で 6回目の開催となります。昨今ではおひなさ
まを飾っていただける商店や町家も増え、明治時代から現代のおひなさま
まで、全部で50飾り以上の華やかな雛段が並びます。
　皆さん、多数の散策をお待ちしています！

雛人形　城下町40か所を彩る
第6回犬山城下町おひなさまめぐり

2月10日㊏～3月10日㊏

▲犬山城下町
　おひなさまめぐり実行委員会
　会長　渡邊昭美さん

❶ おひなさま飾り展示
期間　 2月10日㊏〜 3月10日㊏
場所　旧磯部家住宅（吊るし飾り展示も）、

しみんてい、どんでん館、福祉会館、
市役所、城下町各店舗など約40か所。

❷ 吊るし飾りづくり教室
日時　 2月10日㊏・ 2月19日㊊10：00〜12：00
場所　旧磯部家住宅
定員　各10人（定員になり次第終了）
費用　1,000円（材料代）
申込　吊るし飾りを作ろう会
　　　吉田（℡090-8079-1073）へ

❸ 花餅
もち

づくり体験
日時　 2月11日㊐10：00〜15：00
場所　旧磯部家住宅
定員　50人（材料がなくなり次第終了）
費用　 1組200円（材料代）

❻ 城下町歴訪とひなめぐり
（歴史ボランティアガイド「ナイスで犬山」案内）
期間　 2月10日㊏〜 3月10日㊏　随時
　　　（所要時間約1時間半）
費用　1回1,000円　（1グループ20人まで）
場所　旧磯部家住宅（集合）
申込　希望する日の 5日前までに、市観光協会
　　　（℡61-2825）へ

❺ 旧磯部家住宅おもてなし事業
日時　 3月 3日㊏、 4日㊐　10：00〜15：00
場所　旧磯部家住宅
●あまざけ　一杯100円（なくなり次第終了）
●お子さんをおひなさまに（着付け料）300円
※�和服を着て雛飾りの前で記念撮影。お手持ち
のカメラ等で自由に撮影してください。
※当日会場で受け付け。
●飛び入り・折り雛づくり（材料代）500円

問合　犬山城下町おひなさまめぐり実行委員会
　　　旧磯部家住宅気付、犬山北のまちづくり推進協議会会長・渡邊昭美（℡090-4196-0747）

▲実行委員の皆さん

▶旧磯部家住宅運営委員会�委員長
　佐守貞雄さん

▶犬山北のまちづくり
　推進協議会
　廣瀬幸子さん

　「最初は磯部邸だけであった展示でした
が、賛同してくださる方が増えたことに感
謝しています。
　犬山に訪れた人が、町の風情に合ったお
ひなさま飾りの世界を楽しんでいただける
ようこれからも広げて行きたいと思ってい
ます。」

　「前日から準備したお餅を
固くならないように保温する
など工夫を重ねた取り組みで
す。赤、黄、緑の食紅で彩色
したお餅をお子さんが手いっ
ぱいに広げ、満面の笑顔でお
餅を柳の枝に丸め付ける姿は
とても可愛らしく、準備の大
変さも吹っ飛びます。」

　「近頃は自宅で 7段飾りのおひなさまが飾られることが
少なくなりました。子どもが着物を着て、家族みんなで
記念写真を撮って楽しんでもらえたら嬉

うれ

しいと思い、毎
年継続しています。
　 2月の㊏㊐㊗には、運営委員会抹茶部による、お抹茶
のおもてなし（有料）もありますよ！笑顔の輪が広がっ
ています。」

▲犬山北のまちづくり
　推進協議会
　長瀬伶子さん

❹ 立体折り雛づくり教室
日時　 2月24日㊏、25日㊐
　　　各日10：00〜12：00、13：30〜15：30
場所　福祉会館�501号室
定員　各30人（定員になり次第終了）
費用　500円（材料代）親子参加は800円
申込　 2月 1日㊍から市身体障害者活動センター
　　　（℡61-8008　㊏㊐㊗除く）へ ▲犬山市障害者有志の会

　新原夏美さん

　「趣味で始めた折り雛づくり
が、皆さんに教えるきっかけと
なりました。1枚の和紙に切り
込みを入れ立体的な形に仕上げ
ます。教える楽しみもあり、基
礎から丁寧に説明しています。
色紙に貼るタイプの折り雛もあ
り、外国人観光客のおみやげに
も喜ばれています。」
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所得税及び復興特別
所得税の確定申告、
市民税・県民税の
申告が始まります！

南部公民館は
2/16金〜28水まで

❶ 所得税及び復興特別所得税の確定申告
【確定申告が必要な人】
　◎給与所得がある人で、次の①〜③のいずれかに該当する人
　　①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
　　②給与を 1か所から受けている人で、給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
　　③�給与を 2か所以上から受けている人で、年末調整をされていない給与の収入金額と、給与・退職所得以外

の所得の合計額が20万円を超える人
　◎公的年金等に係る雑所得のみの人
　　公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人
　　※ 年金所得者の人については、確定申告不要制度や、市民税・県民税申告との関連について後述しています

ので参照してください。
　◎�営業・不動産・配当・譲渡など各種所得の合計額から所得控除を差し引いて算出した税額が、配当控除の額

及び年末調整により受けた住宅借入金等特別控除の額の合計額より多い人
【確定申告をすれば税金が戻る人】
　確定申告の必要がない人でも、源泉徴収税額や予定納税額が納め過ぎになっている場合は、確定申告により所
得税及び復興特別所得税が還付されます。
（例）①給与所得や退職所得のある人で、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などを受ける人
　　　②給与所得者で年の途中で退職し、その後就職していないため年末調整をされていない人

■ 確定申告会場の開設
【所得税及び復興特別所得税の確定申告、市民税･県民税の申告受付】

申告会場・日程
区　分 開設場所 開設期間 開設時間

所得税及び復興特別所得税
（譲渡所得を含む）、贈与税、
個人事業者の消費税等

小牧市公民館 2月16日㊎〜
3月15日㊍

9：00〜17：00（受付終了時間16：00）
※会場の混雑状況により、受付を早めに
終了する場合があります。

所得税及び復興特別所得税
（譲渡所得を除く）、市民
税・県民税

南部公民館 2月16日㊎〜
2月28日㊌

9：00〜16：00
※正午〜13：00は休憩時間となります。

市民税・県民税 市役所税務課 市役所開庁日 8：30〜17：15

※土・日曜日は確定申告会場を開設していません。
（小牧市公民館のみ 2月18日および 2月25日の日曜日に限り、開設します。）
※南部公民館では、税理士による無料税務相談所を開設しています。ただし、分離課税所得（土地、建物、
株式の譲渡又は先物取引に係る雑所得）のある人、贈与税の申告をする人、平成27年分の消費税等の課税売
上高が3,000万円を超える人等はご利用いただけませんので、「小牧市公民館」をご利用ください。（無料税
務相談所は 9：30からの開設となります。）

❷ 市民税・県民税の申告
【市民税・県民税の申告が必要な人】
　平成30年 1 月 1 日現在犬山市に居住し、平成29年中に所得があった人
　ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
　①税務署へ平成29年分の確定申告書を提出する人
　②平成29年中の所得が給与所得のみの人で、勤務先から犬山市へ給与支払報告書が提出されている人
　③平成29年中の収入が公的年金のみの人で、次のいずれかの条件にあてはまる人
　・昭和28年 1 月 1 日以前の生まれの人で、公的年金等の収入金額が148万円以下の人
　・昭和28年 1 月 2 日以後の生まれの人で、公的年金等の収入金額が98万円以下の人
※�平成29年中に所得のない人でどなたの扶養にもなっていない人は、所得証明書等の交付、国民健康保険税の算
定、公営住宅の入居等において、必要な基礎資料となりますので申告書を提出する必要があります。

❸ 年金所得者の確定申告不要制度と市民税・県民税の申告
　公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合にお
いて、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申
告は必要ありません。（年金所得者に係る確定申告不要制度といいます。）
　この制度により確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、
確定申告をする必要があります。
　ただし、確定申告をしないと、これまで確定申告をすることで市民税・
県民税の計算に適用されていた各種所得控除（医療費控除や社会保険料
控除など）が適用されなくなります。確定申告が必要でない人でも、「市
民税・県民税の申告」をすることで、市民税・県民税を減額できる場合
がありますので、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている所得控除
以外の控除を受ける場合は、市民税・県民税申告をしてください。

■ 確定申告会場の開設（小牧市公民館）

所在地　　小牧市小牧二丁目107番地
交通機関　①こまき巡回バス（西部右または左まわりコース、小牧・味岡西コース）�「市民会館前」下車
　　　　　②名鉄小牧駅下車　徒歩約15分
　　　　　※ご来場の際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

国道155号
国道155号

国道155号
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催 し

❹ 南部公民館では、パソコンで所得税及び復興特別所得税の確定申告書を作成します。
  【「パソコン」で申告書の作成をする場合】
　パソコンで作成する場合、収入金額や控除金額等を入力すると、税額等が自動で計算されるため、計算誤りが
なく、かつ短時間で作成することができます。入力コーナーでは会場内で記載する簡易な整理表（扶養者情報等
を記載するもの）と持参した添付資料（源泉徴収票、医療費明細書、控除証明書等）をもとに、職員が入力を行
います。また、電子証明書の有効期間内であれば、電子証明書付き住基カードまたはマイナンバーカードを利用
した、ご自身によるe-Taxでの申告も可能です。
※必要な書類などについては、広報犬山平成30年 1 月15日号を確認してください。
※医療費控除を受ける人は、ご自身で医療費の合計額を計算した上で、医療費明細書を併せて会場にお持ちくだ
さい。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された人でも、確定申告を行う場合には、ふるさと納税の金額を寄
附金控除額の計算に含める必要があります。申告にあたっては、寄附先の自治体から発行される寄附金受領証明
書をお持ちください。

   【「書面」で申告書の作成をする場合】
　書面で申告書を作成する人については、会場内の空いている席で「確定
申告書の手引き」や「確定申告書の記載例」などを参照し、ご自身で作成していただきますの
で筆記用具・計算用具・印鑑を持参してください。
　前年に申告した人は、その写しを持参してください。
　毎年、どの会場も午前中は大変混雑します。比較的待ち時間の短い午後を利用してください。

Ⅱ　スイッチOTC薬控除制度（医療控除の特例）の創設
　スイッチOTC薬控除の詳細については、広報犬山平成29年11月 1 日号でお知らせしていますが、この制度を受
けるための提出書類は次のとおりです。
　（ 1）健康の保持増進及び疾病予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類
　　　〈一定の取組：①特定健康診査（メタボ健診）　②予防接種　③定期健康診断　④健康診査（人間ドッグ）
　　　　　　　　　　⑤がん検診〉
　（ 2）特定一般用医薬品等の金額が明らかにされているレシートまたはセルフメディケーション税制の明細書
　（注）従来の医療費控除の適用を併せて受けることはできません。

　税務署や申告会場に行かなくても自宅のパソコンで確定申告が作成できます。�「確定申告書等作成コーナー」
では、所得税及び復興特別所得税の確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書・消費税の確定申告書・贈与税の
申告書などが作成できます。
　詳しくは、「確定申告書等作成コーナー」で検索（http://www.nta.go.jp）してください。
問合　　◎所得税及び復興特別所得税の確定申告について
　　　　　小牧税務署（℡72-2111）（自動音声の案内に従って操作してください）
　　　　◎市民税・県民税の申告について
　　　　　税務課市民税担当（℡44-0314）

■ マイナンバーカードの申請をお手伝いします
　確定申告会場でマイナンバーカード（個人番号カード）の発行を希望する人を対象に、タブレット端末を利用
して写真撮影を行い、カードの申請をお手伝いします。
日時　2月20日㊋、21日㊌、22日㊍の9：00から正午まで
場所　南部公民館
〈注意〉
　　・申請希望の人は、「通知カード」と一緒に届けられた「個人番号カード交付申請書」を持参してください。
　　・�申請書がない場合や申請書に印字されている内容に変更がある場合は、会場での申請はできませんので、

市役所市民課まで来てください。
　　・タブレット端末による顔写真の撮影を行います。
問合　市民課（℡44-0303）

　ⅠおよびⅡの明細書様式については、税務課窓口での配布または国税庁ホームページよりダウンロードす
ることができます。

❺ 医療費控除の国税関係手続きにおける変更点
Ⅰ　医療費控除は領収書が提出不要になりました。
　　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
　詳細については広報犬山平成30年 1 月15日号でお知らせしています。
　※医療費の領収書は自宅で 5 年間保存する必要があります。
　　（税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。）
　※医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付すると、明細の記入を省略できます。

（注）�平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示による申請も可
能となります。

●犬山市国民健康保険加入の皆様へ
　市国民健康保険担当からお送りした平成29年分の「医療費通知書」には「支払った医療費の額」が記載さ
れていないため添付資料として利用できませんのでご注意ください。
問合　保険年金課国民健康保険担当（℡44-0327）

税務署より確定申告の
お知らせ等が届いている人は

ご持参ください。

まほら講座を開催
　青塚古墳ガイダンス施設では、
企画展「地域に眠る文化遺産in栗
栖」の開催にあわせて、栗栖地区
をテーマにした「まほら講座」を
開催します。
●栗栖周辺の地質
　ー放散虫とアンモナイトー
日時　 2月10日㊏10：00〜
場所　青塚古墳ガイダンス
　　　施設研修室
定員　先着50人（事前申込）
●栗栖周辺の地質を見よう！
日時　 2月18日㊐ 9：30〜
場所　野外活動センター
定員　先着20人（事前申込）
〈共通事項〉
講師　足立守氏
　　　（名古屋大学特任教授）
対象　どなたでも

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）

「災害歴史遺産」体験
ワークショップ

　犬山市域に残る災害関係の「伝
承・物語」から、地域の特徴的な
地形と集落の関係やその歴史遺産
などから、物語に隠された防災・
教訓などの本質について学ぶワー
クショップを開催します。
●羽黒地区の文化遺産を訪ねる
日時　 2月11日㊗10：00〜
　　　（雨天時は 2月12日㊡）
内容　明治元年に起こった「入鹿

切れ」に関わる文化遺産を
訪ねます。

集合　羽黒駅改札口
定員　25人
費用　無料

申込　青塚古墳ガイダンス施設
（℡68-2272　㊊休館、㊗
の場合は翌平日）定員に達
し次第締め切ります。

※当事業は平成29年度文化庁文化
遺産総合活用推進事業を活用して
実施しています。

女性議会を開催
　男女共同参画推進の一環とし
て、女性に市政への関心を深めて
いただき、住みやすく、暮らしや
すいまちづくりを目指すことを目
的として、広報犬山10月 1 日号で
募集した 1日女性議員による「女
性議会」を開催します。女性なら
ではの視点による模擬議会を傍聴
してみませんか。
日時　 2月14日㊌ 9：00〜12：00
場所　市役所 6階議場
　　　（議会事務局で受付）
問合　地域安全課（℡44-0346）
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催 し 視覚障がい者支援ボランティア養成講座
〜一緒に楽しめるおすすめコース作り〜

　犬山の観光名所の 1つ野外民族博物館リトルワールド。視覚障がい者
の人も一緒に楽しめるおすすめコース作りを通して、視覚障がい者が住
み慣れた地域でその人らしく暮らしていくための支援活動を一緒に学び
ませんか。
対象　視覚障がい者支援に関心のある人どなたでも（見えることに不安が

ある人も参加可）
　　　※�Aコースのみ、事前講習（ 2日のうちいずれか 1日）を受講で

きる人
定員　各コース　先着15人
費用　無料（ただし、Aコースのみリトルワールド入館料および昼食代

の実費が必要）
●Aコース　 ガイドヘルプ　視覚障がい者の人も一緒に楽しめるおすす

めコース作り〜リトルワールド〜
日時　 3月10日㊏　 9：00〜16：00
場所　リトルワールド園内
　　　※ 9：00に犬山駅東口に集合（バス代は不要です）
内容　視覚障がい者、支援ボランティアと一緒におすすめコース作り
〈事前講習〉 3月 2日㊎19：00〜20：00　福祉会館 3階304会議室
　　　　　　 3月 3日㊏13：00〜14：00　福祉会館 4階402会議室
●Bコース　音訳　声のおすすめコース作り
日時　 3月13日㊋　14：00〜16：00　※おすすめコースの音訳
　　　 3月30日㊎　10：00〜12：00　※声の広報作り
場所　市福祉会館 3階録音室
●Cコース　点訳　点字のおすすめコース作り
日時　 3月16日㊎　13：00〜16：00
場所　市福祉会館 3階304会議室
申込・問合　 3月 1日㊍までに市社会福祉協議会ボランティアセンター

（℡61-2563　Fax62-9923）へ

第6回
犬山市・各務原市
ご当地じまんまつり

日付　 2月10日㊏〜12日㊡
　　　10：00〜15：00
場所　岐阜県世界淡水魚園（オア

シスパーク）
内容　メインテーマは地域じまん

の再発掘！地元の人たちと
作り上げ、出演し、歌や踊
りのステージを繰り広げま
す。恒例の「木曽川うかい」
披露や「各務原キムチ鍋」
の振る舞いもあります

料金　入園料・駐車場無料
アクセス　①JR・名鉄「岐阜駅」

より「岐阜バス（岐阜川島
線）」に乗車し、「河川環境
楽園」で下車

　　　②名鉄「新那加駅」または
「各務原市役所前」より「各
務原ふれあいバス」にて「川
島線」に乗車し、「河川環
境楽園」にて下車

問合　岐阜県世界淡水魚園（各務
原市川島笠田町1564- 1 ）

　　　（℡0586-89-6766）

入鹿池ダムカード
配布開始

　入鹿池ダムカードを 2月15日㊍
から配布を開始します。全国統一
様式で作成されたカードで入鹿池
を訪問した人に配布します。なお
ダムカードはJA愛知北から寄贈

いただきました。
●配布概要
日時　平日 9：00〜16：00
　　　�（㊏㊐㊗、年末年始は配布

しておりません）
場所　入鹿用水土地改良区事務所
　　　（犬山市字篠平141番地）
　　　（℡67-0031）
※ 2月15日㊍は講演会終了後から
配布。
●記念講演会
日時　 2月15日㊍10：00〜11：15
場所　入鹿用水土地改良区事務所
講師　宮島咲氏
演題　ダムを活用した地域活性化
定員　先着50人
申込・問合　事前申込が必要とな

ります。 2月 1日㊍から産
業課農政担当（℡44-0341）
で予約を受け付けします。

第9回世界の
TEA TIME

　世界の体にいいお茶やコー
ヒー、お菓子を体験しながら、そ
の国の文化に触れてみませんか。
また、日本の伝統的な茶華道を改
めて体験してみませんか。
　今回は、食品サンプルを使った
食生活のアドバイスも行います。
日時　 2月18日㊐12：00〜16：00
　　　（最終入場15：00）
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ 4階フロイデホール
内容　 7か国のお茶とお菓子体験

（ペルー、ブラジル、中国、
スロバキア、ベトナム、コ
ロンビア、フィリピン）茶
道、生け花体験、食品サン
プルを使った食生活アドバ
イス

※都合により内容を変更する場合
があります。
入場　前売券500円（先着120枚）
　　　�茶道体験（お抹茶と生菓子）

＋ 7か国の内、 1か国のお
茶とお菓子体験、または生

け花体験の中から 1種類
※体験内容は前売券の人が優先的
に選べます。
　　　当日券300円（先着180枚）
　 　 �7 か国の内、 1か国のお茶

とお菓子体験、茶道（お抹
茶と生菓子）、生け花体験
の中から 1種類

※平成30年 2 月 1 日㊍から、前売
券を犬山国際交流協会（犬山国際
観光センターフロイデ 1階）で販
売
問合　犬山国際交流協会（℡61-

1000、㊏㊐㊗、第 2・ 4㊊
を除く 9：00〜17：00）

さら・さくら
写真入門講座

　写真を始めようと思っていた
り、撮り方に悩んでいたりしてい
ませんか。カメラの選び方や写真
の撮り方について学んでみましょ
う。
日時　 3〜 7月までの第 2・ 4木

曜日　 9：30〜12：00（第 1
回目は 3月 8日㊍）

場所　市民健康館
定員　先着20人
費用　1,000円（10回分）
持物　カメラ（種類は問いません）
申込・問合　 2月 8日㊍から電話

で市民健康館（℡63-3800）
へ（㊏㊐㊗除く8：30〜17：00）

※期間中撮影会を行います。

聞こえの
ボランティア講座

〜パソコン要約筆記体験〜
　病気、事故、高齢により「聞こ
え」が不自由になった人に話の内
容を伝える方法を要約筆記といい
ます。
　今回はパソコンを使っての体験
講座です。
　耳の聞こえが不自由な難聴者の
話を聞いて気持ちを知り、伝え方

市民総合大学敬道館
卒業式記念講演

　テレビで人気の夏井いつきさん
による、句会ライブを行います。
夏井さんと一緒に、即興俳句作り
に挑戦しましょう。
日時　 3月10日㊏13：30〜15：40
　　　（13：00開場）
※時間内に卒業式典を含む
※講演は13：50から
場所　市民文化会館（全席自由）
講師　夏井いつき氏（俳人・俳句

集団「いつき組」組長）
演題　夏井いつきの句会ライブ
　　　あなたも今日から俳人です
定員　先着130人

費用　大人1,000円、中学生以下
500円（市民総合大学の受
講生は無料）

申 込　チケットは、 2月 6日㊋
10：00から文化スポーツ課
（市役所 3階）で販売。

　　　先着順（電話での予約不可）
　　　※1人2枚まで（当日券なし）
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）
※未就学児の入場はお断りします
※当日は筆記用具を持って来てく
ださい。

を学びます。
　パソコン要約筆記に関心がある
人、ご自身やご家族に聞こえが不
自由な人もお待ちしています。
ノートパソコンをお持ちの人は
持って来てください。
日時　 2月24日㊏・ 3月 3日㊏・

3月17日㊏（全 3回）
　　　各日10：00〜12：30
場所　市福祉会館 3階302会議室
内容　①難聴者の話を聞き、難聴

者を理解する
　　　②パソコン要約筆記の体験
対象　パソコンの基本操作がで

き、タッチタイピング可能
な人どなたでも（聞こえに
不安がある人も参加可）

定員　先着10人
費用　無料
申込・問合　 2月16日㊎までに市

社会福祉協議会ボランティ
アセンター（℡61-2563　
Fax62-9923）へ
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募 集

平成30年度 臨時的任用職員・パート職員募集
雇用期間　平成30年 4 月 1 日〜平成31年 3 月31日　　休日　表中に指定のない職種については原則㊏㊐㊗
選考方法　書類選考の上、面接　　　　　　　　　　申込期間　 2月 1日㊍〜 2月 9日㊎
申込方法　市所定の履歴書（写真貼付）を総務課職員担当へ提出
　郵送の場合は 2 月 9 日㊎17時必着とし、受付文書送付のため返信先住所氏名を記入した返信用封筒（82円切手
添付）を必ず同封
※市所定の履歴書は、市ホームページよりダウンロードもしくは総務課で配布しています。
※申込は一つのみ（併願不可）です。希望する職種記号一つを履歴書右肩の希望職種欄に記載してください。
※面接選考は、書類選考の上、面接日を連絡します。
※仕事の内容・勤務時間・賃金日額などは現時点の予定です。
※その他口利きなどの紹介行為があった場合は、即不採用となります。
問合　総務課　職員担当（℡44-0302）

職種 職種 
記号

募集 
人数

月勤務
日　数 勤務時間 賃金

（日額）
社会
保障 応 募 資 格 仕　事　の　内　容 勤 務 場 所 

事務職 A 1 15 8:30〜17:15 6,975 社保�
雇保 パソコン操作経験者

ふるさと犬山応援寄附金事務
(寄附者対応、データ管理・処理、記念
品発注・支払等）

経営改善課

事務職 B 1 19 8:30〜17:15 6,975 社保�
雇保 パソコン操作経験者

・職員共済組合事務、その他庶務業務
・�月19日のうち 4日は職員互助会の事
務に従事

総務課

事務職 C 1 21 10:00〜17:00 5,400 社保�
雇保 パソコン操作経験者

窓口業務（住民票写・戸籍等交付、異
動・届書受付、個人番号カード交付事
務など）

市民課

事務職 D 1 21 8:30〜17:15 7,200 社保�
雇保 パソコン操作経験者 ・窓口業務

・市税賦課業務補助 税務課

事務職 E 2 15 8:30〜17:15 6,975 社保�
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

・窓口業務
・市税などの収納事務補助 収納課

事務職 F 1 15 9:00〜16:00 5,400 雇保 パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

・窓口業務
・市税などの収納事務補助 収納課

事務職 G 1 21 9:00〜16:00 5,400 社保�
雇保 パソコン操作経験者 障害者担当の窓口対応や関係事務 福祉課

事務職 H 1 15 8:30〜17:15 6,975 社保�
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者 介護保険関係事務・窓口業務 長寿社会課

事務職 I 2 15 8:30〜17:15 6,975 社保�
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

福祉医療・後期高齢者医療事務または
年金業務（申請書受付・処理等・窓口
対応含む）

保険年金課

事務職 J 1 21 9:00〜16:00 5,400 社保�
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者 健康診査業務全般（後期高齢者医療） 保険年金課

事務職 K 1 11 9:00〜15:00
または15:00〜21:00 4,950 - 女性（入浴施設のため） 市民健康館温泉受付業務（㊏㊐㊗勤務

有）（昼間・夜間の2交替制） 市民健康館

事務職 L 1 21 10:00〜17:00 5,400 社保�
雇保 パソコン操作経験者 児童手当等に関する事務や窓口対応 子ども未来課

事務職 M 1 15 8:30〜17:15 6,975 社保�
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

財務会計等一般事務、市民総合大学に
関する事務
(㊏㊐㊗勤務年間15日程度有)

文化スポーツ課

事務職 N 1 15 8:30〜17:15 6,975 社保�
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

受付業務やその他庶務業務、公民館講
座の企画運営(㊏㊐㊗勤務有） 南部公民館

事務職 O 1 21 8:30〜17:15 7,200 社保�
雇保 パソコン操作経験者 犬山城管理および文化財保護に関する

事務、財務会計等一般事務 歴史まちづくり課

事務職 P 1 15 8:30〜17:15 6,975 社保�
雇保 パソコン操作経験者 犬山城の入場者および入金管理、各種

統計事務、契約事務ほか 犬山城管理事務所

適応指
導教室
指導員

Q 1 16 8:45〜17:15 9,000 社保�
雇保 パソコン操作経験者 不登校児童生徒の指導相談 適応指導教室

（福祉会館内）

職種 職種 
記号

募集 
人数

月勤務
日　数 勤務時間 賃金

（日額）
社会
保障 応 募 資 格 仕　事　の　内　容 勤 務 場 所 

幼稚園
教諭 R 1 21 8:30〜17:15 8,560 社保�

雇保

幼稚園教諭免許(免許更
新対象は更新済みである
こと)

クラス担任 犬山幼稚園

司書 S 1 15 9:30〜18:15 6,975 社保�
雇保

図書館司書資格
パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

窓口業務、レファレンス業務
（㊏㊐㊗勤務有）

図書館本館および
楽田ふれあい図書館

作業員 T 1 15 8:30〜17:15 11,121 社保�
雇保

パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

・リサイクル品の収集・管理および販売
（月1回日曜日勤務有）
・廃棄物回収など（MT車運転）

都市美化センター

保健師 U 1 21 9:00〜16:00 8,520 社保�
雇保

保健師免許取得者
パソコン操作経験者
普通自動車免許取得者

母子保健業務、相談、訪問等 保健センター

※あわせて、以下の職種について募集しています。申込方法は上記の職種と異なり、登録制となりますので、市所定の履歴書（写真貼付）を
　 2月 9日㊎までに子ども未来課へ提出してください。その他詳細については子ども未来課（℡44-0324）まで問い合わせてください。

職種 職種 
記号

募集 
人数

月勤務
日　数 勤務時間 賃金

（日額）
社会
保障 応 募 資 格 仕　事　の　内　容 勤 務 場 所 

保育士 あ 若干 応相談
時給
1,070
円〜

勤務
に�
よる

保育士資格取得者
（クラス担任：要幼稚園
教諭資格）

保育（クラス保育、未満児保育、障害
児加配、早朝保育、延長保育、土曜保育、
など）

市内子ども未来園

保育士 い 1 21 9:00〜16:00 6,420 社保�
雇保 保育士資格 0〜 3歳までのお子様と保護者支援 子育て支援センター・

つどいの広場

放課後
児童支
援員

う 若干 21 15:00〜19:00 4,820 社保�
雇保

保育士資格、幼稚園免許、
教員免許のいずれか 放課後児童クラブの保育 各児童クラブ

放課後
児童補
助員

え 若干 11 15:00〜19:00 3,600 − − 放課後児童クラブの保育 各児童クラブ

災害ボランティア
コーディネーター
受講生募集

　災害が発生した際に、早期復旧
のため被災者ニーズの把握と各地
から駆けつける支援ボランティア
との調整をおこなう「災害ボラン
ティアセンター」への理解を深め、
コーディネーターとして活動する
ための講座です。
　災害や被災者支援について一緒
に考えませんか。
日時　 2月24日㊏ 9：30〜16：00
場所　市役所205会議室
内容　災害ボランティアセンター

の基礎知識、実務の講座
定員　30人
対象　中学生以上で、災害時犬山

市で活動できる人
費用　無料
申込・問合　 2月16日㊎までに、

社会福祉協議会ボランティ
アセンター（℡62-2508　
Fax62-9923　Eメールiihuku

　　　si＠gld.mmtr.or.jp）へ

市指定ごみ袋の広告を募集します
　市では、地域産業の振興のため、平成30年度作成犬山市指定ごみ袋に
掲載する広告を募集します。
※政治活動、宗教活動、意見広告、公序良俗に反するものなどは掲載で
きません。
申込 ・問合　 2月16日㊎までに広告案を添えて掲載申込書を環境課清掃

担当（℡44-0344）へ

掲載場所 犬山市指定ごみ袋

作成予定枚数 4,000,000枚

使用期間
平成30年度作成分で販売開始から
販売終了まで（おおむね 1年間）

広告規格

大袋　　　縦 9㎝×横15㎝
中袋　　　縦 7㎝×横13㎝
小袋　　　縦 5㎝×横10.5㎝
減量型袋　縦 5㎝×横10.5㎝

募集枠 6 枠

掲載枠 1 枠　250,000円

※詳細は、市ホームぺージを見てください。
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献血にご協力を！
日時　 2月21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献血の受付
を終了します。

※絶対に可燃ごみに混入させないでください。
問合　環境課（℡44-0344）

ごみの出し方について

品目 注意点 分別区分

カセットボンベ
殺虫スプレー
ヘアスプレー

使い切った後、必ず穴を
あける。 スプレー缶類

各種電池
（コイン電池・ボタ
ン電池・リチウム電
池等）

取り扱いにより発火する
場合があるため、必ず専
用の回収容器へ入れる。

乾電池

電化製品 可能な限り電池・バッテ
リー（充電池等）を外す。

不燃ごみ（50㎝以
上は粗大ごみ）
※外したバッテ
リー等は乾電池

ごみ・リサイクル
2 月分

●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時
2月11日㊗
9：00〜16：00

2月18日㊐
9：00〜12：00

※3月4日㊐
9：00〜12：00
※読売ハーフマ
ラソンのため日
程を変更してい
ます

場所
わん丸リサイクル小屋

敷地内
（上坂公園西）

南部公民館
駐車場

市役所西庁舎

回収
品目

新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・布類・飲料用紙パック・アルミ
缶・スチール缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装・植物
性廃食用油（わん丸リサイクル小屋のみ）

対象 市内在住の人

その他
各自で資源容器に投入してください
廃食用油は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

●わん丸エコステーション（常設）

日時
平日：8：30〜12：00　13：00〜15：30
土曜：8：30〜11：30
※日曜・祝日は休業

場所 犬山市都市美化センター敷地内

回収
品目

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

対象 市内在住の人

その他 各自で資源容器に投入してください

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日時 2月11日㊗13：00〜16：00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内容 家具・小物類・古本などの販売

対象 市内在住の人

その他 一部抽選品あり（抽選は14：30から）

購入品は各自16：00までに搬出してください。

●わん丸リサイクル小屋収益　11,890円
　市環境保全基金へ積み立てさせていただきます。

●地域で行われる資源回収
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内℡61-0667）
毎週㊍　 8：30〜10：00
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（長瀬℡61-0888）
毎週㊋㊍　社会福祉法人
　　　　　まみずの里
　　　　　きりり作業所
　　　　　（℡62-4733）
5 日㊊　大本町町内会
　　　　（沼田℡62-2271）
10日㊏　練屋町町内会
　　　　（前田℡62-0135）
12日㊡　西図師町内会
　　　　（石田℡62-0007）
17日㊏　橋爪中町内会
　　　　（玉田℡62-8945）
14日㊌　14：00〜15：00
　　　　犬山高校PTA
　　　　（℡61-0236）
25日㊐　上野住宅自治会
　　　　（鷲見℡62-3678）
27日㊋　�犬山市身体障害者福祉協

会（ふれんど　℡61-8008）

※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。
※日程の変更・回収等については
各団体に確認してください。

問合　環境課（℡44-0344）

　平成29年11月に都市美化センター焼却施設ごみピット内で火災があり
ました。出火原因は、可燃ごみに混入した発熱・発火性のある物質等の
可能性が大きいと思われます。市民の皆さんには適正な処理とごみの分
別にご理解とご協力をお願いします。
●発熱・発火する可能性があるもの（例）

パブリックコメント
募集

　市では平成28年 4 月より都市計
画法に基づく許可事務の移譲を受
けたことから、犬山市総合計画に
ある観光の基本施策に沿った既存
の観光資源の活用や滞在型観光の
推進、観光地を結ぶ交通体系の整
備に資する建築物を許可対象とし
た「都市計画法第34条第 2号（観
光資源の有効な利用上必要な建築
物）の運用基準」を設けていきま
す。この運用基準について、皆さ
んの意見を募集します。
募集期間　 2月 1日㊍〜28日㊌
公開場 所　市役所1階ロビー・都

市計画課・各出張所・図書
館で閲覧、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、都市計画
課（Eメール080100＠city.
inuyama.lg.jp、郵送、Fax
44-0366）へ

問合　都市計画課（℡44-0331）へ

平成30年度岐阜基地
モニター募集

　岐阜基地では自衛隊の活動を周
辺住民に理解いただくため基地モ
ニターを募集します。
内容　基地広報行事（基地見学、

航空機体験搭乗、盆踊り等）
への参加、基地モニター会
議（年 2回）への出席、航
空自衛隊および岐阜基地の
諸施策等に対する意見また
は要望等の提出

定員　10人
　　　（選考により男女各 5人）
※応募多数の場合は選考により決

定
応募要 件　犬山市を含む基地周辺

市町に在住の20〜60歳代
で、休日・平日問わず各行
事に参加できる人

※他にも応募要件がありますの
で、注意してください。
申込・問合　 2月28日（消印有効）

までに封書で「住所、氏名
（ふりがな）、生年月日、
職業、電話番号（携帯、固
定双方）、応募動機、何を
ご覧になり応募したか」を
記入し岐阜基地　第 2補給
処総務課基地渉外室広報係
（〒504-8701　岐阜県各務
原市那加官有地無番地　℡
058-382-1101）へ

※詳しくは、岐阜基地ホームペー
ジを見てください。

剪
せん

定
てい

した樹木
について

　庭の手入れ等で出た木の枝（事
業者による剪定は除く）は、長さ
50㎝未満、直径10㎝以下に切り、
葉が落ちないようにひもで束ねて
可燃ごみ集積場に出していただく
ことで、市が無料で回収します。
また剪定した樹木をチップにする
粉砕機の貸し出しをしています。
できあがったチップは堆肥や土壌
改良材に利用でき、燃えるごみの
減量にもつながります。貸出方法
や粉砕機の詳細については、問い
合わせてください。
　なお、屋外での燃焼行為（野焼
き）は、農業を営むためにやむを
得ないものなど一部例外を除き、
法律や条例等で禁止されています
ので、剪定樹木を屋外で焼却処理
しないようにしてください。
問合　環境課（℡44-0344）
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高 齢 者

平成29年犬山市の火災・救急救助概要

火災種別

出火原因

建物火災　11件

電気関係　1件
こんろ
3件

林野火災
2件

その他の火災
10件

その他
4件

たき火
8件

たばこ　2件

放火
（疑い含む）
8件

車両火災
3件

「家庭の日」県民運動　2月1日㊍〜28日㊌
親と子の　対話がつくる　よい家庭

　「家庭」はかけがえのない生活の基盤であり、家族が互いの心のふれあ
いと連帯感を深め、子どもが人間としての生き方の基本を学ぶ最も大切
な教育の場です。
　家庭が担う役割の重要性について認識を高め、家族全員が明るく、楽
しく、ゆとりある充実した日々を送ることができるよう、明るく対話の
ある家庭をつくりましょう。
　なお、愛知県では、毎月第 3日曜日を「家庭の日」と定め、家族のふ
れあいを呼びかけています。
①家族全員が集まり、楽しく話し合う時間を持ちましょう。
②家族全員で、楽しく過ごし、笑顔あふれる時間を共有しましょう。
③家族みんなで家事を分担してやってみましょう。
問合　文化スポーツ課（℡44-0353）

民生委員・児童委員
の交代

　民生委員・児童委員が次の人に
交代となります。
鈴木嘉一さん（℡61-8412）
●担当区域
　木津南、木津西、木津中
　東洋紡寮、東洋紡住宅
問合　福祉課庶務担当
　　　（℡44-0320）

成年後見制度無料
説明会・相談会

　「成年後見制度」は、認知症や
知的障害、精神障害などにより、
判断能力の不十分な人に対して、
家庭裁判所が定めた代理人が、財
産管理や施設入所、介護・障害
サービスの契約締結や解除などを
行い、本人の利益を守る制度です。
制度内容や制度利用に関する説明
会を実施し、お困りの人の個別相
談に応じます。
日時　 2月21日㊌13：00〜16：00
場所　福祉会館 4階401
申込　開催日に直接、会場に来て

ください
問合　一社）コスモス成年後見サ

ポートセンター愛知県支部
事務局（℡052-908-3022）

戦没者等の
遺族の皆さんへ

第10回特別弔慰金の請求期限が
迫っています
　平成27年 4 月 1 日（基準日）よ
り戦没者等の遺族に対する第10回
特別弔慰金の請求が始まり、支給
順位にそった先順位のご遺族お一
人に、額面25万円、 5年償還の記
名国債が支給されます。請求期限
が迫っていますので、対象と思わ
れる戦没者のご遺族の人は、一度、
下記へ問い合わせてください。
支給内容　額面25万円の 5年償還

の記名国債
請求期間　平成27年 4 月 1 日〜
　　　　　平成30年 4 月 2 日
請求窓口　市役所福祉課
※請求に必要な書類は福祉課窓口
で配布しています。その際、請求
手続きの説明をしますので、下記
問い合わせ先へ連絡後、時間に余
裕をもって来てください。
問合　福祉課庶務担当
　　　（℡44-0320）

ユースエール認定
企業になりませんか

　厚生労働省では、若者の採用・
育成に積極的で、雇用管理の優良
な中小企業を厚生労働大臣が認定
する「ユースエール認定企業」の
募集をしています。
●認定されるメリット
①厚生労働省運営「若者雇用促進
総合サイト」での企業PR
②労働局・ハローワークが開催す
る企業説明会への優先参加
③労働局で取扱う助成金の加算
④日本政策金融公庫による低利融
資
⑤公共調達における加点評価等
※認定基準等については、下記へ
問い合わせてください。

問合　愛知労働局職業安定課
　　　（℡052-219-5505）
　　　�ハローワーク犬山求人・専

門援助部門（℡61-2187）

2月に満85歳に
なる人へ

　高齢者の外出支援として、タク
シー料金の基本料金相当額を助成
しています。85歳の誕生日の前日
から交付の手続きができます。
対象　満85歳以上の人（障害者タ

クシー料金助成の対象とな
る人を除く）

枚数　最大 4枚（月 2枚相当）
持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝×横

3㎝） 1枚
問合　長寿社会課高齢者福祉担当
　　　（℡44-0325）
※今年度は交付を受けた枚数全て
を利用した人に追加交付（ 4枚）
を行います。希望する人は、利用
済の「平成29年度犬山市タクシー
利用券綴」と印鑑を長寿社会課ま
たは各出張所にお持ちください。
利用券綴を持っていない場合は追
加交付はできません。追加交付は
1度のみです。

❶ 火災発生件数
○火災件数26件
　（※過去5年平均件数27.4件より1.4件減）
○火災件数の内訳　建物火災11件、車両火災 3件、
　林野火災 2件、その他の火災10件

　住宅用火災警報器によって、早期に発見され
　小さな被害で済んだ建物火災が 1件ありました。

○火災の主な原因
　放火（疑い含む） 8件、たき火 8件、こんろ 3件、
　たばこ 2件、電気関係 1件、その他 4件
○火災による死傷者
　死者　　 2人（65歳以上の高齢者 2人）
　負傷者　 4人（成人 4人）
○損害額2,383万 1 千円
　（※前年より904万 7 千円増加）

❷ 救急・救助出動件数
○救急件数3,139件（※一日平均約 8件出動）
○搬送人員3,017人（※市民約25人に 1人が搬送）
○主な出動種別
　急病2,083件、一般負傷437件、交通事故252件
　転院搬送234件
○救助件数51件　
○救助活動による救出人員26人
○救助件数内訳
　建物等の事故17件、交通事故16件、水難事故 4件
　その他の事故14件（機械の事故や自然災害など）

【平成29年　救急出動件数・搬送人員】
区分 出動件数 搬送人員

急病 2,083 2,012

一般負傷 437 426

交通事故 252 253

労働災害 32 32

運動競技 31 32

自損行為 27 20

火災 10 2

加害 6 6

水難 4 1

自然災害 1 0

その他

転院搬送 234

233
医師搬送 0

資機材輸送 0

その他 22

合計 3,139 3,017

●救急講習を定期開催しています。
　救急車の平均到着時間は、要請から6.8分です。そ
の間に現場にいる市民が、心肺蘇生法とAEDを使用
して除細動を行うことで、社会復帰の可能性高めま
す。市では、市内公共施設のほか、いつでも誰でも
AEDを使用できるように、コンビニエンスストア32
店舗にもAEDを設置しています。（平成30年 1 月 1 日
現在）AEDの取扱い・心肺蘇生法の救命講習は、毎
月第 1土曜日、第 4日曜日と19日に定例で開催して
います。
問合　消防本部消防署（℡65-0119）

● お宅の住宅用火災警報器、10年を目安に交換しま
しょう。
　住宅用火災警報器は火災の早期発見に高い効果が
あり、平成29年に発生した建物火災でも、住宅用火
災警報器によって早期に発見され、小さな被害で済
んだ火災がありました。この住宅用火災警報器は、
古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を
感知しなくなることがあります。本体内部に記載さ
れている「製造年」を確認し、10年を目安に本体ご
と交換しましょう。
問合　消防本部予防課（℡65-3123）
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こころの悩み相談
〜精神科専門医による相談〜
「最近眠れない日が続いている」
「何もやる気がしない」など、本
人の悩みの相談のほか、家族への
対応についての相談も可能です。
日時　 2月27日㊋13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　市民健康館
医師　犬山病院　院長　高沢悟
定員　 4人
費用　無料
申込・問合　 2月23日㊎までに
　　　市民健康館（℡63-3800）へ

健康なんでも相談
　毎月、市民健康館において無料
かつ予約不要で、市内の医師に気
軽に相談できる健康相談を実施し
ています。
日時　① 2月 6日㊋
　　　② 2月21日㊌
　　　各日13：30〜15：00
医師　①にわ耳鼻咽喉科
　　　　丹羽一志氏
　　　②榊原こどもクリニック
　　　　榊原吉峰氏
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）

血圧を測ろう
　皆さん、家庭で血圧を測ること
はありますか？
　血圧とは心臓が血液を送る際に
血液が血管の壁を押す圧力のこと
を言います。血圧が高くなるとい
うのは、血管に高い圧力がかかっ
ているといえます。高血圧の状態
が長く続くと、高い圧力に耐える
ために血管壁が硬く、もろくなり
ます。硬くもろい血管は傷つきや
すく、またこの傷にコレステロー
ルなどがたまって動脈硬化を引き
起こしていきます。その結果、脳
では脳出血・脳梗塞、心臓では心
筋梗塞・狭心症・心不全、腎臓で
は腎不全などの命に関わる病気を
招いてしまいます。こういった病
気を引き起こさないために、家庭
で血圧を測ることが重要になりま
す。家庭での血圧測定は、白衣を
見ると血圧が上がってしまう「白
衣高血圧」、また、高血圧にもか
かわらず病院では低い値が出る
「仮面高血圧」、その他、早朝や
夜間での高血圧発見に役立ちます。
　平成28年度の市の特定健康診査
受診者5,530人のうち「現在血圧
を下げる薬を使用している」とい
う質問に「はい」と答えた方は
2,068人(男性901人、女性1,167人)
いました。健診受診者の約37.4％
の人が血圧の薬を内服しているこ
とがわかります。また薬を内服し
ている人の中でも脳卒中・心臓
病・慢性の腎不全のどれかにか
かっているといわれたり、治療を
受けたことがある人は365人(男性
228人、女性137人)で、これは血
圧の薬を内服している人の17.6％
にあたります。血圧値の変動を把
握することが、こういった病気の
予防にもなりますので、血圧の薬
を内服している人だけでなく、内
服していない人も次のポイントを
参考にしながら、家庭で血圧測定
を行っていきましょう。

わたしの伝言ノートを配布しています
　市では、住みなれた地域で自分らしく暮らせる地域づくりを推進する
一環で、わたしの伝言ノートを1,000部作成しました。
　わたしの伝言ノートには、健康状態の他、介護が必要になった時や万
が一の時の連絡先、希望などが記入できるので、家族や周囲の人に自分
の思いを伝えることができます。また、あなたのことを理解し、「自分ら
しく暮らす」ことを支える助けとなります。お住いの地区の高齢者あん
しん相談センターで配布していますので、活用してください。

問合時間　平日 8：30〜17：15（㊏㊐㊗除く）

担当地区 所属 電話

犬山北地区 犬山北地区高齢者あんしん相談センター 62-1166

犬山南地区 犬山南地区高齢者あんしん相談センター 62-2270

城東地区 城東地区高齢者あんしん相談センター 61-7800

羽黒・池野地区 羽黒・池野地区高齢者あんしん相談センター 68-1635

楽田地区 楽田地区高齢者あんしん相談センター 68-6165

問合　長寿社会課（℡44-0325）

高齢者が地域で集え
る場を紹介します！

　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。
●地産サロン
　地産団地犬山集会所で活動して
います。新しくなった集会所で、
近所の人が集まり、楽しい時間を
過ごしています。大声で『ワハハ』
と笑うことはストレス発散にもな
ります。毎回内容を変え、飽きな

いように工夫しています。
　参加者は回覧板で募っていま
す。 1回100円で楽しみません
か？地産団地の人の参加を待って
います。
　犬山南地区の集える場に関する
問い合わせは、犬山南地区高齢者
あんしん相談センター（℡62-
2270）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）

〈測り方のポイント 1 〉
　朝と夜の 2回測定しましょう。
朝は起床後 1時間以内で、排尿
後・服薬前・朝食前に測定し、夜
は就寝前に測定しましょう。測定
前の喫煙・飲酒・カフェイン摂取
は血圧に影響がでます。喫煙した
場合は30分以上あけて測定しま
しょう。
〈測り方のポイント 2 〉
　測定中は会話をせずに、いつも
同じ姿勢で測ると傾向が正しくつ
かめます。

ちょこっと歩こう犬山
　今回は、城下町周辺を歩くコー
スです。歴史ある街並みを見なが
ら、健康づくり推進員と一緒に歩
いてみませんか。
日時　 2月13日㊋10：00〜
　　　（約 1時間）
集合場所　犬山駅東からくり時計

前
場所　城下町コース
費用　無料
持物　水分補給用飲み物、歩きや

すい服装で出かけてくださ
い。

※当日 8：30時点で雨天の場合は
中止します。
※できるだけ公共交通機関で出か
けてください。
※当日血圧が高いなど体調によっ
てはお断りすることもあります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

生き活
い

き栄養講座
糖尿病予防・対策

　糖尿病判定の指標となる血糖値
やHbA 1 c（ヘモグロビンエーワ
ンシー）について、自覚症状がな
いことから高い状態を放置してい
ませんか。血糖値が高い状態が続
くと気づかないうちに血管がダ
メージを受け、網膜症や腎症、神
経障害などの合併症の引き金とな

ります。対策としては血糖のコン
トロールをいかに行うかがポイン
トです。糖尿病食は健康食ともい
われ、糖尿病でない人にも良い食
事といえます。自身の食生活を中
心に振り返り、改めて糖尿病につ
いて学んでみませんか。
日時　 2月21日㊌　 9：50〜11：50
場所　市民健康館
内容　糖尿病予防・対策のための

講座
対象　市内在住の人
費用　無料
持物　健康手帳、筆記用具、健康

診断の結果表（持っている
人）

申込・問合　 2月 5日㊊から市民
健康館（℡63-3800）へ

禁煙相談
　毎月22日は「禁煙の日（スワン
スワンの日）」です。禁煙に挑戦
してみませんか。禁煙したい人や
そのご家族を保健師が応援します。
日時　 2月22日㊍10：30〜11：30
　　　（ 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

まれる有害物質のひとつで
あり、どのくらい有害物質
を体内に取り込んでいるか
測ることができます）

　　　�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・問合　 2月21日㊌までに市

民健康館（℡63-3800）へ
　　　（電話可）
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子 育 て

子育て世代包括支援センター「すくすく❣いぬまる」（保健センター内）

　妊娠、出産、子育て期のさまざまな不安や疑問、相談に保健師や助産師などが対応し、子育て世代の皆さんを
総合的にサポートしていきます。どうぞお気軽に相談してください。
受付時間　㊊〜㊎　8：30〜17：00（㊏㊐㊗、年末年始を除く）
相談専用電話　℡44-0359
相談専用Eメールアドレス　sukusukuinumaru＠city.inuyama.lg.jp
※メール相談後は、電話または面接で対応しますので、名前や電話番号を忘れずに記載してください。

一般不妊治療費助成
手続きについて

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

用外の人工授精の治療を受
けており、治療開始時点の
妻の年齢が43歳未満の夫婦
（所得制限あり）

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

申請・問合　今年度の申請は、 3
月14日㊌までに保健セン
ター（℡61-1176）へ

※申請書類は保健センターにあり
ます。市ホームページからダウン
ロードもできます。

入学通知書は
届いていますか？

　 4月から小学校および中学校に
入学予定の児童の保護者あてに
「入学通知書」を 1月中旬に発送
しました。まだ通知書が届いてい
ない場合は、学校教育課へ連絡し
てください。
問合　学校教育課　（℡44-0350）

児童手当・特例給付
2月定期支払いの
お知らせ

　児童手当・特例給付（平成29年
10月分〜平成30年 1 月分）を 2月
9日㊎に振り込み予定です。受給

MR（麻しん風しん混合ワクチン）
予防接種を受けましょう

　市では、MR予防接種を受託医療機関で実施しています。
　第 2期の対象者は平成30年 3 月31日までに接種をしなければ、それ以
降の接種は自己負担となります。まだ接種が済んでいない人は早めに接
種をしましょう。
●接種対象者

対　象　者

第 1期 生後 1歳〜 2歳（ 2歳の誕生日の前日まで）

第 2期 小学校就学前 1年間
平成23年 4 月 2 日生〜24年 4 月 1 日生

問合　保健センター（℡61-1176）

者の人は通帳で支給金額の確認を
お願いします。
　なお、次回の支払いは 6月を予
定しています。
※児童手当・特例給付の全部か一
部の支給を受けずに、子育て支援
にいかして欲

ほ

しいという人は、簡
単な手続きで市に寄付することが
できます。
問合　子ども未来課育成担当
　　　（℡44-0323）

子育て応援交流会に
参加しませんか

　子育てに関わる人が気軽につど
い、情報交換や交流をする場を開
催します。気軽に参加してくださ
い。
日時　 2月17日㊏14：00〜16：00
場所　しみんてい
内容　子育てや子育て支援につい

て、互いの活動紹介や情報
交換などを行う。

対象　子育てに関わるグループ
費用　無料
申込・問合　 2月15日㊍までに、

犬山市民活動支援センター
の会（℡61-7710　Fax61-81

　　　08　Eメールcenter＠inuya
　　　ma-shimintei.com）へ

託児ステップアップ・
スマイル講座

小さいお子さんも吹ける
「竹笛作り」
日時　 2月25日㊐10：00〜11：30
場所　市民健康館さら・さくら
　　　創作活動室
内容　竹を使った簡単な笛作り
託児　無料、 8人まで（ 6か月か

ら就学前まで）
講師　高林徹雄氏
対象　小学生以下の子どもを持つ

親、小学生（ 3年生以下は
保護者同伴）

定員　先着20人
費用　無料
申込　 2月17日㊏までに犬山市民

活動支援センターの会（℡
61-7710　Fax61-8108　E
メールcenter＠inuyama-
shimintei.com）へ

　　　〈運営〉託児グループ「て
んとうむし」

　　　※託児メンバー募集中

　各施設で子育て支援事業を実施しています。日程は変更されることがあります。
●児童館・児童センター　問合　羽黒児童センター（℡67-7169）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容 その他

子育て広場
　「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0歳から）と保護者

毎週㊊〜㊎
10：00〜15：00
　㊗は除く

市内 7か所児童館・
児童センター

お店屋さんごっ
こ・おひなさま
飾り作りなど

各児童館・児童センター
で「豆まき」があります。
ぽんぽこだよりをご覧く
ださい。

パパも
　あそぼう

未就園の乳幼児と父親
（家族も大歓迎）

2月17日㊏
10：30〜11：30 犬山西児童センター ふれあい遊び

※各児童館・児童セン
ターでも自由に遊んでい
ただけます。

●子育て支援センター　問合　さら・さくら つどいの広場（℡63-3817）

事業名 対　象 日　時 場　所 内容

にこにこタイム 未就園の多胎児と保護者
多胎児妊婦

2月 7日㊌
10：30〜11：30

市民健康館
さら・さくら

交流・情報交換

さくらっこ
　ひよこ

6か月〜 1歳未満のお子
さんと保護者

2月 9日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊び・
お話・離乳食講座

さくらっこ
　あひる

1歳〜 1歳 6か月のお子
さんと保護者

2月16日㊎
10：30〜11：30 歌・体操・ふれあい遊び

わくわくっこ
　コアラ

1歳 6か月〜 2歳 6か月
のお子さんと保護者

2月15日㊍
10：30〜11：30 英語で遊ぼう・絵本

※0.1.2歳児を持つ親の勉強部屋第 4期（ 2月 6日、14日、21日）は受付を終了しています。

●相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日（㊐・㊊・㊗・健康館休館日除く） 9：00〜16：00 さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）

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

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

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

利用者支援 毎日（㊏・㊐・㊗除く） 8：30〜17：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などを行います。 子ども未来課（℡44-0324）

発達支援
（要予約）

2月 5日㊊、22日㊍、 3歳〜中学生
① 9：00〜　②10：30〜　③13：00〜　④14：30〜 子ども未来センター（℡61-1295）

2 月の子育て支援事業
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掲載を希望する人は、企画広報課
広報・広聴担当へ。 4月 1日号の
締め切りは 2月19日㊊、 4月15日
号の締め切りは 3月 6日㊋。

子 育 て

モクモク展
絵を描く仲間が集まって、毎週木
曜日に黙々と制作をしてきた洋画
の作品を展示します。
日時　 2月 6日㊋〜11日㊐
　　　10：00〜17：00
　　　（最終日は、16：30まで）
場所　市立図書館 2階
　　　市民ギャラリー
費用　無料
問合　矢萩（℡67-5820）

第4回松本爽博遺作展
第11回爽秋会作品展
（日本画・水墨画）

　故松本爽博先生の17回忌を偲
しの

び、遺作品15点と爽秋会会員12人
の作品36点を展示します。
日時　 2月 7日㊌〜11日㊐
　　　 9：00〜16：30（初日は13：00

から、最終日は15：00まで）
場所　南部公民館　展示室 1
問合　吉田（℡62-2321）

水墨画展
　蘭風水墨画院の飯田蘭舟先生に
指導を受け四季折々の花、風景を
墨と水の力を借り、濃淡で表現し
ました。公募展入賞、入選作品も
展示します。
日時　 2月 7日㊌〜12日㊊
　　　10：00〜16：00（初日は正午

から、最終日は15：00まで）
場所　清水屋犬山店 6階イベント

ホール
問合　舩橋（℡72-8577）

映画上映会
●治る力　生きる力　すべてあな
たの中にある
　食を通じて、病気にならない体
づくり。そんな想

おも

いが少しでも多
くの人へ届きますように。
日時　 2月10日㊏ 9：30〜11：00　

（ 9：00受付）
場所　市民健康館さら・さくら
　　　交流ホール
内容　ドキュメンタリー映画
　　　小児科医　真弓定夫
　　　�「蘇れ生命のちから　よみ

がえれ　いのちのちから」
費用　チケット大人1,000円
　　　　　　　高校生500円
　　　　　　　高校生未満　無料
※チケットは当日販売も有
申込　チケット予約は随時、メー

ルアドレス（info@orenji

　　　ya.com）で受け付けして
います。氏名、連絡先、チ
ケット購入枚数を明記して
ください。また、おれんじ
やホームページでも受け付
けしています。「お問い合
わせ内容」にチケット購入
枚数を明記してください。

問合　おれんじや有限会社
　　　水野（℡080-4112-4335）

犬山篠笛クラブ
第5回「おさらい会」

　おさらい会を開催して 5年目で
す。プロの素晴らしい演奏もあり
ます。お楽しみください。
日時　 2月11日㊐14：00〜
　　　（開場13：30）
場所　南部公民館　講堂
内容　〈一部〉
　　　「元禄風花見踊り」より
　　　連れて着つれて
　　　「雛鶴三番叟」より
　　　さくら、こきりこ、
　　　組曲「宝船」より
　　　〈二部〉
　　　蓬莱、越後獅子、小鍛冶、
　　　松の緑、靱猿　他
　　　〈特別出演〉
　　　杵屋三澄那（三味線・唄）
　　　堅田喜代音（鼓・太鼓）
※犬山市出身で現在各地で活躍の
2人が今年も花を添えてください
ます。
費用　無料
※演奏会終了後に、篠笛体験講座
をロビーで30分程度開催します。
篠笛は用意しますので、吹いてみ
たい人、歓迎します。
問合　長谷川（℡090-9336-9737）

宇宙から見た地球環境
と再生可能エネルギー

〜素晴らしい循環系としての地球
の未来は？〜�
　宇宙という高い視点から、人類

を取り巻く環境の全てが循環の下
に成り立っています。それは、エ
ネルギーにもあてはまることです。
　再生可能エネルギーの有用性
と、それを地域でつくり、市民の
ためになる地産地消のエネルギー
として役立たせるようにすること
が、有効な温暖化対策、すなわち
人類が守るべき環境と成り得る機
会と捉え、講演会を開催します。
日時　 2月12日㊡13：30〜15：30
　　　（開場13：00）
場所　南部公民館　講堂
講師　名古屋大学名誉教授
　　　池内了氏
※天文学の権威、国立天文台・東
大・京大教授歴任、著書多数
対象　小・中学生、高校生、一般
定員　300人
費用　無料
問合　犬山再生可能エネルギー勉

強会　西尾（℡090-5857-
1124）

栗栖親子
お味

み

噌
そ

づくり教室
　手作り味噌はとっても美

お

味
い

し
く、買って来たお味噌では物足り
ない！ 1度覚えると毎年作れま
す。お味噌の種類や麹

こうじ

の酵母菌の
お話を聞きながら楽しく親子でお
味噌づくりを学びます。
日時　 2月18日㊐10：00〜13：00
場所　ル・トレフル
　　　（栗栖野口464- 1 ）
講師　海老澤哲也氏
費用　親子 1組3,000円
　　　（ 1㎏お味噌お持ち帰り）
※お味噌汁とあま酒の振る舞いが
あります。
※参加者 1人増えるごとに、費用
500円追加
定員　先着10組
申込　①参加者人数と氏名（フリ

ガナ）　②子どもの年齢　
③連絡先電話番号をEメー
ルアドレス（kurisu＠chil

　　　d-village.jp）へ
問合　栗栖子どもの国
　　　おさんぽマップ実行委員会
　　　松浦（℡41-1520）

中部フィル
ハーモニー犬山
特別合唱団の募集

　犬山音楽文化協会では、 7月14
日㊏に犬山市民文化会館で開催さ
れる海老原光さん指揮による中部
フィル犬山特別演奏会「イタリア
音楽紀行」の合唱団員を募集しま
す。
参加資格　合唱経験者
　　　　　声楽経験者
練習日時　 2月19日から毎週㊊
　　　　　19：00〜21：00
練習会場　市福祉会館
費用　無料
合唱指 導　山田正丈（名古屋芸術

大学非常勤講師）
演奏曲 　イタリアオペラの有名な

合唱曲 4曲
※練習初日に発声練習を兼ねて技
量を確認します。
問合　犬山音楽文化協会
　　　河村（℡090-1831-4182）
　　　中部フィルハーモニー交響
　　　楽団（℡43-4333）

名城尾北会セミナー
近くて遠い南アジア
その正体は？

日時　 2月24日㊏14：00〜15：30
　　　（受付13：30〜）
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ 2階
講師　名城大学外国語学部長
　　　アーナンダ・クマーラ氏
費用　無料
定員　先着100人
申込・問合　 2月18日㊐（必着）

までにEメール（meijobiho
　　　kukai＠gmail.com） か

ファックス（Fax0587-66-

0220）で名城尾北会担当丹
羽へ

第20回大縣神社
梅まつり茶会
いけばな展

〈茶会〉
日時　 2月25日㊐10：00〜15：00
席主　宗徧流　鵜飼宗悠
場所　大縣神社　社務所
呈茶券　前売券500円
　　　　当日券600円
〈いけばな展〉
日時　 2月24日㊏13：00〜16：00
　　　 2月25日㊐ 9：00〜16：00
場所　大縣神社　神楽殿
　　　池坊　未生流　松月堂古流
しだれ梅の観梅の後に一服のお茶
をお楽しみください。椅子席も用
意しています。
問合　平井（℡090-1748-1779）

小型船舶免許更新
講習会開催

日時　 3月 4日㊐11：00〜
　　　（集合10：30）
場所　愛北漁業協同組合
　　　 2階会議室
※失効者講習も同時開催
問合　愛北漁業協同組合事務所
　　　（℡62-4710　平日 9：00〜

14：00）

居合道教室無料体験
　居合道は女性や高齢者に最適な
武道です。見学や無料体験を開催
しています。
日時　毎週㊐ 9：00〜11：00
場所　市武道館
問合　渡邉（℡61-4261�Eメール

sakio＠mvg.b ig lobe.
ne.jp）

親子で楽しむ人形劇
人形劇団「もぐら」
による人形劇

日時　 3月 4日㊐13：30〜14：15
場所　市立図書館 2階　展示室
内容　人形劇
　　　「さんまいのおふだ」ほか
対象　幼児、小学生とその保護者
定員　先着100人
費用　無料
申 込・ 問 合　 2月 7日㊌10：00か

ら図書館カウンターで受付
（電話申込可℡62-6300）
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巨樹・古木を巡る
　12月 3 日、巨樹巨木の保護や普及啓発を行っている犬
山市エコアップリーダー巨樹巨木調査グループ主催によ
る犬山遊園駅周辺の巨樹古木観察会が行われました。晴
天に恵まれたこの日、50人を超える市民らが参加し臨渓
院のサルスベリや龍濟寺の本堂裏の色鮮やかなモミジな
どを観察しました。スタッフは資料を用いて紅葉の仕組
み、気温との関連性など専門的知識をいかした説明を行
い、参加者は聞き入っていました。

第 ₄ 回「里山＆桃太郎かかしコンクール」表彰式
　12月 3 日、栗栖桃太郎発展会主催のかかしコンクール
表彰式が桃太郎神社境内で行われました。出展された28
体のかかしから投票期間中に神社を訪れた人たちによる
総投票376票の結果、栗栖小学校「カラフルピノちゃん」
は銀賞を受賞しました。色鮮やかで鳥威しとなる見事な
かかしや桃太郎の神話に因

ち な

んだユニークな作品が並びま
した。特別賞には東小学校と羽黒小学校が選ばれ、並べ
られた個々の作品の中から自分たちのかかしを見つけ喜
ぶ姿もみられました。

犬山少年少女合唱団幸せクリスマスコンサート
　12月 9 日、キャスタヨシヅヤ犬山店で犬山少年少女合
唱団と犬山男女共同参画市民会議きらきらのコラボ事業
として幸せクリスマスコンサートが行われました。会場
には保護者や買い物客ら約100人が集まり、園児から高
校生までの美しい歌声に耳を傾けました。わん丸君も登
場し一般の子どもたちも参加して一緒に恋ダンスを踊り
ました。最後は会場の全員で「赤鼻のトナカイ」などの
クリスマスソング 4曲を歌い、楽しい時を過ごしました。

夢に向かって生きる・矢田裕子さん母校で講演
　12月 5 日、ガラス画家として世界で活躍する矢田裕子
さんが母校楽田小学校で講演を行いました。児童たちの
さまざまな質問に丁寧に答えた矢田さんは「好きなこと
にどんどん挑戦してほしい。苦しくて辛い時は周りの人
に相談すれば、必ず助けてくれる人がいる。」と話しま
した。矢田さんの美しいガラス絵作品が印刷された「夢
カード」が配られ、「みんなの夢を書きこんで持ってい
てほしい。これからも夢を持ち続けて。」と子どもたち
にエールを送りました。
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■各種相談コーナー（無料）
内　容 日　時 場　所

市 民 毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：00

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

行 政 2月23日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階　市民相談室

登 記 2月14日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階　相談室②

不 動 産 取 引 2月20日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②

行 政 書 士 2月28日㊌　13：30〜15：30 市役所 2階　相談室②

弁 護 士 に よ る 法 律
（要予約）

3月 1日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 2月 1日㊍13：00から社会福祉協議会で
　予約受付先着 9人（電話受付のみ）

福祉会館相談室（℡62-2508）
　　　　　　　（℡61-2563）

心 配 ご と 2月 1日㊍　13：00〜15：00
2 月15日㊍　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

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

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

身 体 障 害 者 2月 7日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 2月19日㊊　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

精 神 保 健 福 祉 士
に よ る 相 談

2月13日㊋　 9：00〜12：00
　　27日㊋　13：00〜16：00 福祉課相談室（℡44-0321）

くらしの自立サポートセンター
（生活困窮者相談）

毎週月〜金曜日（㊗年末年始は除く）
8：30〜17：15 福祉課相談室（℡44-0320）

発 達 支 援
（要予約）

2月 5日㊊・22日㊍　※ 3歳〜中学生
① 9：00〜 ②10：30〜 ③13：00〜 ④14：30〜 子ども未来センター（℡61-1295）

ポ ル ト ガ ル 語
ス ペ イ ン 語
外 国 人

2月 2日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

英語・中国語・タガログ語
外 国 人 2月 2日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

人 権 2月21日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

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

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

（℡63-0502）

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

児 童 虐 待 に 関 す る
情 報 提 供

毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：15

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

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

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

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

※予約は産業課（℡44-0340）

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

労 働 2月21日㊌　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②
※予約は産業課（℡44-0340）

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

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

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

一宮年金事務所による
年 金 出 張 相 談

3月22日㊍　10：00〜15：00
（12：00〜13：00休憩） 保険年金課年金担当で受付　※当日先着12人

オープンドアポリシー
（議会の市政相談）

原則��毎週水曜日　13：30〜16：30
（㊗・議会会期中は除く）

市役所 6階議長室
※開催日確認・予約受付は議事課（℡44-0307）

背景
　1960〜1970年代にかけ、全国で
公共施設が積極的に整備されてき
ました。それが今日に至り、老朽
化し更新時期を迎えています。社
会情勢は人口減少時代となり、高
齢化に伴う医療・福祉需要が高ま
る中、全公共施設をすべて今まで
通り維持・更新していくことは限
界があります。

将来予測 
　市調査では、土木インフラ系を
除く建築物系の公共施設を、すべ
て今まで通り維持・更新していく
と、今後65年間で約616億円必要
となり、現在の財政状況では最低
約300億円不足する予測です。こ
れに土木インフラ系が加われば、
さらに厳しくなります。

再配置を推進！
　背景と予測を踏まえ、公共施設
を今後どうするか判断が必要で
す。建築物系の再配置では、存続・
廃止・統合・移転・売却・機能見
直し・民営化などの選択肢があ
り、できるところからどれかを選
択して、着実に進めます。

例えばどんな事例があるの？
・存続
　今井子ども未来園は、城東第 2
子ども未来園の分園として、現時
点では存続の判断をしました。こ
れは、今井や栗栖では、公共施設
の統廃合が、過疎化に拍車をかけ
る恐れがあるためです。
・廃止
　国際交流村野外ステージ（ユー
スホステル隣）は、利用実績がほ
とんどなく、市民サービスへの影
響も少ないと判断し、平成28年に
廃止しました。（年間維持管理費
約182万円削減）
・統合
　楽田出張所は老朽化と駐車場へ
の出入りに課題がありますが、新
たに土地を購入して建物を建てる
のではなく、楽田ふれあいセン
ター内に移して統合する検討をし
ています。（跡地売却）

・移転
　城下町のからくり別館は、老朽
化し土砂災害警戒区域に立地して
おり、私有の土地・建物を借りて
運営しているため、安全と合理化
を目的に、文化史料館南側の市有
地に移転整備する予定（H31年度）
です。（賃料年間360万円と受付業
務年間約290万円が削減可能）
・売却
　塩漬け状態だった羽黒と畜場跡
地を来年度売却し、企業誘致を図
ります。（売却収益と企業誘致に
伴う税収増）
・機能見直し
　福祉会館は、老朽化と景観上の
問題から一旦解体撤去しますが、
市民利用が可能な施設として、現
在地に 2階建て程度の施設の新築
を考えています。（H32年度以降）
・民営化
　市直営の養護老人ホーム（県犬
山浄水場南）は、老朽化と地盤沈
下の影響で、建て替えが喫緊の課
題でしたが、民営化して新たな場
所（羽黒）で民間が整備し運営す
る予定（H31年 4 月）です。（入
居者の住環境改善と整備費用の大
幅削減が図られ、市職員配置も不
要となる）

■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

2 月 4 日㊐ 宮田医院� （羽黒）
松村クリニック� （犬山）

67︲5566
61︲1488

2 月11日㊗ 黒川すこやかクリニック�（犬山）
こばやし眼科� （犬山）

61︲0083
62︲7278

2 月12日㊡ すみれ内科クリニック� （楽田）
くわばらクリニック� （城東）

68︲0025
61︲1118

2 月18日㊐ 犬山駅西病院� （犬山）
マザークリニックハピネス�（城東）

61︲2017
63︲4103

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

2 月 4 日㊐ 青木歯科医院� （扶桑） 0587︲93︲3388

2 月11日㊗ 桜歯科クリニック� （羽黒） 67︲6600

2 月12日㊡ しみず歯科クリニック�（城東） 63︲3981

2 月18日㊐ あさの歯科医院� （扶桑） 0587︲92︲3718

■犬山市の人口と世帯（ 1月 1日現在）
人口 74,493人 （− 149人）
男 37,081人 （− 90人）
女 37,412人 （− 59人）
世帯 30,847世帯 （＋ 397世帯）

（　 ）は前年同月との比較

公共施設の
再配置を推進！
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平成28年12月31日生まれ

みんなに笑顔を
ありがとう！
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（もえぎヶ丘）

平成28年10月4日生まれ

アヤちゃんがうまれて
幸せ！
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平成28年12月31日生まれ
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　ゆずちゃん
（前原）

平成28年12月10日生まれ

笑顔のすてきな子に
育ってね。

レシピ提供者

金井聖也さん
（小学 ₅ 年生）

家族でつくろう、うちの自慢メニュー
（第11回全国親子クッキングコンテスト犬山地区大会入賞作品）

献立テーマ

献　立　名

〈作り方〉
① ほうれん草をゆで、3 cm長さに切る。
② 鍋に、ささみ・しょうがの薄切り・
酒を入れ、ささみが浸るくらいの水
を加えて火にかける。沸とうしない
程度の火加減で 5分くらいゆでる。
そのまま冷ます。

　（ゆで汁は残しておき、汁物に使う）
③ ささみが冷めたら手で細かくさき、
ほうれん草と梅味噌であえる。

〈材料〉4人分
・ほうれん草   1 わ
・ささみ  3 本
・しょうが  薄切り 2枚
・酒  大さじ 1
・梅味噌  大さじ 1程度

特製 金井家の鯵
あ じ

のふわふわ焼き定食

ほうれん草とささみの梅肉あえ

〈作り方〉
・ 全ての材料をほうろう鍋（酸に強い鍋）に入れ、火に
かける。

・鍋底が焦げやすいので、かき混ぜながら煮詰める。
・ 冷めると固くなるため、ゆるめのジャム程度の固さに
なったら火を止める。

・消毒した保存容器に入れる。（冷蔵庫で1年間保存可能。）

〈作りやすい分量〉
・完熟梅   500g
・砂糖  500g
・味噌  500g
どの種類の味噌でも作れますが、種類によって味の違
いがあります。今回はこうじ味噌を使いました。

梅味噌の分量と、作り方


