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●犬山市史
　史料編二

価格
3,000円

価格
4,000円

価格
2,000円

価格
3,500円

価格
800円

価格
4,000円

価格
1,000円

価格
3,500円

価格
100円

価格
5,000円

価格
500円

価格
4,000円

価格
1,000円

価格
5,000円

価格
400円

自然

●犬山市史
　史料編六

近代・現代

内藤　丈草

●犬山市資料
　第二集

●六大浮世絵師　名品展※

●犬山市史
　史料編五

近世　下

●犬山市史
　通史編下

近代・現代

●犬山の文化財
　ガイドマップ

●わが家の愛蔵品1※

●犬山市史
　史料編四

近世　上

●犬山市史
　通史編上

原始古代・
中世・近世

●犬山市の文化財 ●西洋からくりの世界※

●犬山市史
　史料編三

考古・古代・
中世

価格
8,500円

価格
1,500円

価格
1,500円

価格
1,000円 無料

価格
2,000円

●史跡　東之宮古墳

平成24年度まで
に実施した東之
宮古墳の発掘調
査の成果報告書

●史跡�青塚古墳
　整備報告書

●史跡�東之宮古墳
　調査報告書

昭和48年に実施
した東之宮古墳
の緊急発掘調査
の成果報告書

●�史跡　東之宮古墳
　範囲確認調査報告書

平成17年〜19年
度に実施した東
之宮古墳の範囲
確認調査の成果
報告書

●犬山市史
　別巻

文化財・民俗

価格
1,500円

●尾張北部と
　犬山の古墳時代※

価格
4,000円

●犬山祭
　総合調査報告書

価格
3,000円 無料

価格
4,000円

●犬山城総合調査�報告書

歴史学、建築史
学、考古学等多
方面から実施さ
れた調査成果報
告書

●犬山祭のからくり調査
　報告書

●�犬山城の謎を解く
　―犬山城総合調査の成果―

犬山城総合調査
成果をわかりや
すくまとめた概
要版

●犬山市史
　年表　

●企画展図録
　城下町でお座敷遊び※

価格
1,000円

価格
1,500円

価格
1,500円

価格
1,500円

●犬山の文化財Ⅰ※

美術工芸

●犬山の文化財Ⅳ※

犬山城下の名品

●犬山の文化財Ⅲ※

尾張の刀剣と刀
装具

●犬山の文化財Ⅱ※

美術工芸

●第 2次みんなで進める
　いぬやま健康プラン21（概要版）

「�第2次みんなで進める
　いぬやま健康プラン21」
の概要を紹介

歴史・文化財

健康 問合　健康推進課（℡63-3800）

特��集 市が発行する刊行物を紹介します！ 犬山をめぐる本との出会い。
販売・問合　歴史まちづくり課（℡44-0354）

※の本については　販売・問合　文化史料館　　　（℡62-4802）
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●第5次犬山市
　総合計画改訂版（概要版）

第5次犬山市総
合計画改訂版の
概要版

●�犬山里山の自然で観察・記録された
　森の構造

森の構造につい
ての解説と市内
の森林構造の調
査報告

市内のため池に
生息する生物の
紹介

●�犬山里山の自然で観察・記録された
　ため池環境と生き物たち

外来種駆除事業の実施結果の報告

自然・環境� 販売・問合　環境課（℡44-0345）

観光 産業問合
観光交流課（℡44-0342）

問合
産業課（℡44-0341）

価格
200円

価格
200円

価格
2,500円

価格
1,600円

価格
1,700円

無料

価格
1,700円 無料

●犬山市都市計画
　マスタープラン［概要版］

無料

本市の目指すべき将来
像とその実現に向けた
土地利用など個々の都
市計画の方針を示した
ものの概要版

●市制50周年記念
　市勢要覧

犬山市制50周年
を記念した市勢
要覧
DVD付き

市が目指すまち
の将来像を描き
その実現に向け
た取り組みの可
能性を示す市の
最上位計画

●第5次犬山市
　総合計画改訂版

●いいね！いぬやま
　総合戦略

人口減少と経済
縮小克服のため
最優先で取り組
む施策を定めた
戦略の概要版

無料

●犬山市景観計画［概要版］

犬山らしい景観を維持
向上させるために、景
観法に基づき平成20年
に策定した景観計画の
概要版

無料

●犬山市農業経営地域戦略

本市農業の成長産業化
を図ることを目指した
戦略書

●市制60周年記念
　市勢要覧

犬山市制60周年
を記念した市勢
要覧

価格
1,500円

●よみがえれ城下町

城下町周辺地区におけ
る都市計画道路の拡幅
の是非に端を発した住
民と行政の一体となっ
た取り組みの紹介

無料（500部限定）

●国宝五城への旅

国宝五城に関する歴史
的背景を含む紹介冊子

価格
200円 価格　200円

価格
200円

価格
200円

●ため池生態系の再生と
　保全

外来種駆除事業
の実施結果の報
告

●湿地読本　№１
　八曽湿地の成り立ち

●犬山の自然
　見かたとかかわりかた

犬山の自然環境
について紹介

八曽湿地の地下
水及び植生調査
報告

●ため池生態系の再生と
　保全№２

●市制55周年記念
　市勢要覧

犬山市制55周年
を記念した市勢
要覧

都市計画

市勢要覧・総合計画

販売・問合　都市計画課（℡44-0330、44-0331）

販売・問合　企画広報課（℡44-0311、44-0312）

価格
200円

●犬山で観察・記録
　された　野鳥

価格
200円

価格
300円 無料

●犬山で出会える
　野鳥たち

市内の里山で観
察・記録された
野鳥を紹介

●犬山の自然をたずねて
　新郷瀬川コース

●犬山の外来種

犬山に生育する
外来種をイラス
トで紹介

市内に生育する
動植物を地域ご
とに紹介

市内に生育する
動植物を地域ご
とに紹介

市内の水辺に生
育する野鳥を紹
介

市内で観察・記
録された野鳥を
紹介

市内に生育する
動植物を地域ご
とに紹介

市内の山林に生
育する野鳥を紹
介

無料

●犬山の自然をたずねて
　東海自然歩道に沿って

無料 無料 無料

●犬山の自然をたずねて
　継鹿尾山周辺コース

市内に生育する
動植物を地域ご
とに紹介

●犬山の自然をたずねて
　善師野周辺コース

●犬山の自然をたずねて
　本宮山・ヒトツバタゴ自生地周辺コース

市内に生育する
動植物を地域ご
とに紹介

無料

●犬山の自然をたずねて
　野鳥観察　山林の鳥

無料 無料 無料

●犬山の自然をたずねて
　入鹿池・五条川周辺コース

市内に生育する
動植物を地域ご
とに紹介

●犬山の自然をたずねて
　野鳥観察　水辺の鳥

●犬山の自然をたずねて
　野鳥観察　市街地・里山の鳥

市内の市街地や
里山に生育する
野鳥を紹介

無料

●犬山の巨樹・古木�50選

市内に生育する
巨樹・古木を紹
介



市青少年健全育成市民会議に
知事感謝状が贈られました。

犬山市赤十字奉仕団・委員が
業務功労表彰を受けました。

平成29年度「障害者週間のポスター」
　最優秀（内閣総理大臣）賞を受賞

フロイデの多機能化
〜市民が集い、さまざまな交流を通じて活躍するための施設へ〜

シェイクハンズが愛知県多文化共生
推進功労者として表彰を受けました。

ご意見をお寄せください
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おめでとうございます

催 し

文化史料館企画展
名勝 日本ラインと犬山
〜観光ブームから見る昭和時代の
　幕開け〜
　「日本ライン」とは、美濃〜犬
山にかけての木曽川沿岸の別称
で、地理学者・志賀重

しげ

昻
たか

が犬山を
訪れた際に、木曽川の風景をドイ
ツに流れるライン川に例えて評価
したことから、この名称が定着し
ました。
　昭和 2（1927）年、新聞社が主
催した日本新八景を選定する投票
では、木曽川が河川部門 1位に選

ばれました。全国的な観光ブーム
を背景に、日本ラインの注目度は
さらに高まり、犬山でも新しい名
所づくりや刊行物の発行が活発に
行われました。
　本展では、昭和時代初期の観光
事業を中心に、当時の賑わいを思
わせる日本ラインと犬山に関連す
る資料を展示します。
日時　 2月21日㊌〜 6月 4日㊊
　 　 9：00〜17：00
　　　※最終入館16：30
場所　文化史料館展示室 2
料金　一般100円
　　　�（中学生以下無料）
※本館・別館共通
問合　文化史料館（℡62-4802）

3.11を忘れない！
青塚防災講演会開催

　東日本大震災の日に合わせ、地
域の災害について考える講演会を
開催します。
日時　 3月11日㊐10：00〜
場所　青塚古墳ガイダンス施設
内容　「入鹿切れから150年　その

被害を再考する」
講師　NPO法人古代邇波の里・
　　　文化遺産ネットワーク
　　　大塚友恵氏
定員　50人
申込　不要
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　（℡68-2272）（㊊休館、㊗

の場合は翌平日）

　地方自治法施行70周年記念地方自治功労者として
12月19日に知事より感謝状が贈られました。
　青少年健全育成市民会議（岡崎光雄会長）には各
地区コミュニティや青少年関係団体など34団体が参
加しています。犬山おあしす（あいさつ）運動を核に、
住みよいまちづくりを目指す活動を長年展開し、そ
の功績が認められたものです。

●福祉会館の機能停止を契機に
　国際観光センター・フロイデ
は、犬山の豊かな観光資源と国際
交流とを関係付ける拠点施設とし
て平成 7（1995）年に建設されま
した。
　社会情勢やニーズの変化によ
り、当初の「国際観光の振興」「国
際交流の促進」という目的での利
用だけではなく、新たな需要が増
加してきており、施設のあり方に
ついてこれまでさまざまな議論が
なされてきました。
　一方、老朽化した福祉会館は、
平成32（2020）年 3月に機能停止
する方針を決定しました。そのた
め、同会館が担ってきた各種機能

を他の施設へ移転することが必要
となりますが、この機能移転の受
け皿の中心となる施設としては、
フロイデが最有力候補と考えてい
ます。
　そこで、これを契機として、フ
ロイデを「市民のさまざまな交流
を促進し、市民が活躍することを
サポートするための施設」と位置
付け、多機能化することで、広く
市民の皆さんに活用していただき
たいと考えています。

※市ホームページに方針決定まで
の経緯を掲載しています。
※福祉会館解体後の跡地には、地
域の集会機能を持った低層の建物

　犬山市赤十字奉仕団および委員 4人は、多年にわ
たる活躍が認められ日本赤十字社愛知県支部創立130
周年記念大会で表彰を受けました。15年以上にわた
り活動している奉仕団と委員 2人には銀色有功章が、
10年以上にわたり活動している委員 2人には支部長
感謝状が贈られています。委員長の阿諏訪澄枝さん
は、「委員の皆さんは自分のためだけでなく人のため
に勉強しています。そういった姿勢がこの表彰につ
ながりました」と話しました。

　「障害の有無にかかわらず、誰もが能力を発揮して
安全に安心して生活できる社会の実現」をテーマに
内閣府が募集した、心の輪を広げる障害者理解促進
事業「障害者週間のポスター」小学生部門において、
全国から応募のあった1,399点（小学生部門729点、中

学生部門670点）より市立西小学校
1年生太田いつきさんの作品が最
優秀賞に選ばれました。

　多文化共生、外国人支援などを通じて、国籍や民族、
言葉や宗教、障害の有無に関係なく誰もが暮らしや
すい社会づくりを目指し活動する「特定非営利活動
法人シェイクハンズ」が、「愛知県多文化共生推進功
労者表彰」を受け、代表の松本里美さんら役員 7人
が市長に報告しました。シェイクハンズは10年以上
にわたり外国人児童生徒への日本語指導、教科指導
などを行っており、その功績が評価され表彰されま
した。

●ぜひ皆さんのご意見をお寄せください
　以上、フロイデの多機能化に向けた動きについて説明させていた
だきました。
　現在、各種団体など、関係者への説明および意見聴取を実施して
いるところですが、新たなフロイデに生まれ変わることになります
ので、日頃、施設を利用している人はもちろん、施設を利用したこ
とがないという人も「こんな施設になると良い」「あんな施設にな
れば利用してみたい」など、今回の記事をお読みになった感想やご
意見をお寄せください。
問合　経営改善課（℡44-0301　Eメール011000＠city.inuyama.lg.jp）

を新設することを考えています。

●多機能化に向けた現在の動き
　市では、平成29（2017）年11月
に「福祉会館閉館、フロイデ多機
能化を推進するための庁内プロ
ジェクトチーム」を編成しました。
　スケジュールとしましては、平
成29（2017）年度から継続して各
種団体、会議室利用者など、関係
者への説明および意見聴取を実施
し、会議室の改修案、貸事務所や
交流スペースの設置案を決定し、
平成30（2018）年度に多機能化の
ための改修設計を、平成31（2019）
年度に改修工事を予定しています。
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在宅医療・介護に
関する講演会

「今、在宅医療・介護が求められ
る理由」
日時　 3月 3日㊏13：30〜15：00
場所　南部公民館講堂
講師　国立長寿医療研究センター
　　　名誉総長　大島伸一氏
定員　200人（申込不要）
費用　無料
問合　長寿社会課（℡44-0325）

さら・さくら
梅花コンサート

　まだまだ寒い日が続いていま
す。爽やかな調べを聴き、リラッ
クスしたひとときを過ごしません
か。
日時　 3月 3日㊏13：30〜14：30
場所　市民健康館
内容　琴・尺八・三味線演奏（山

菊会）オカリナ演奏（オカ
リナゆう）

費用　無料
問合　市民健康館（℡63-3800）

さら・さくら会
つるし飾り講座

　つるし飾りを作ってみませんか。
日時　 3月 7日㊌10：00〜12：00
場所　市民健康館
定員　先着10人
費用　800円
持物　裁縫道具
申込　 2月22日㊍ 8：30から電話

で市民健康館（℡63-3800）
　　　へ（㊏㊐㊗を除く 8：30〜

17：00）

南部公民館「早春の1DAY講座」参加者募集
費用　 1講座500円（当日集金、材料費別）
申込・問合　 2月20日㊋から南部公民館講座担当（℡68-0834）へ
※電話申込可　 9：00〜17：00　※毎週㊊休
※申込締切日は講座により異なるため南部公民館で確認してください。
※申し込み後のキャンセルの場合、材料費を負担していただくことがあります。
募集講座

講座名 日時・場所・講師・定員・材料費など

コンディショニング
ヨガ

日時　 3月 3日㊏13：30〜15：00　場所　和室　講師　大原祐美加氏
定員　先着20人　材料費　無料
内容　呼吸にあわせて軽い動きやポーズを行い、骨格を整え全身をほぐします。
持物　ヨガマットまたはバスタオル、水分補給用の水、動きやすい服装

あなたは紅茶派？
コーヒー派？
手作りお菓子と
ハッピーカフェタイム！

日時　 3月 7日㊌10：00〜13：00　場所　料理実習室　講師　山田章子氏
定員　先着16人　材料費　650円
内容　�コーヒー・紅茶に合うお菓子を 1品実習し、講師おすすめのスペシャリティー

コーヒーと旬の紅茶を味わい比べます。楽しいカフェタイムを過ごしましょう！
持物　エプロン、ふきん、手拭き、筆記用具

新たな自分を発見する
ぬりえセラピー

日時　 3月14日㊌10：00〜11：30　場所　講義室　講師　ふじわらまりこ氏
定員　先着20人　材料費　無料
内容　�ぬりえを塗ることで、新たな自分を発見してみませんか。癒し・ストレス発散・

アンチエイジング等、ぬりえの効果も体験してみましょう。
持物　色えんぴつ（12色）、筆記用具

季節の変わり目に免疫力を
高める料理を作ろう！

日時　 3月15日㊍ 9：30〜13：00　場所　料理実習室　講師　田中貴久枝氏
定員　先着16人　材料費　700円
内容　豆や発酵食品等を使い、 3品の和食とデザートを作ります。
持物　エプロン、ふきん、手拭き、持ち帰り用容器、筆記用具

催 し さくら工房
ミニ作品展

　さくら工房講師によるミニ作品
展を開催します。 4月から開催す
るさくら工房前期教室で実際に作
成する作品を展示しますので、申
し込みの参考にしてください。
日時　 2月21日㊌〜28日㊌
　　　 9：00〜17：00
　　　（最終日は14：00まで）
場所　楽田ふれあいセンター
問合　市民健康館（℡63-3800）

さくら工房後期教室
作品展

日時　 3月 9日㊎〜11日㊐
　　　10：00〜18：00
　　　（最終日は16：00まで）
場所　市民健康館
内容　後期受講生の作品を展示
問合　市民健康館（℡63-3800）

募 集

わんスポ
フェスティバル

〜ニュースポーツで楽しく仲間を
つくろう〜
日時　 3月 2日㊎19：00〜
　　　（受付18：30〜）
場所　エナジーサポートアリーナ
　　　（市体育館）
内容　チーム対抗でニュースポー

ツ 2種目の得点を競う
　　　①ラダーゲッター
　　　②タグラグビー

※チームは当日発表します。
対象　市内在住、在勤、在学の小

学生以上
定員　40人
費用　 1人200円
※当日・中学生以下無料
持物　運動できる服装、体育館

シューズ、タオル
申込　 2月26日㊊までに参加申込

書を文化スポーツ課（Fax
44-0372��Eメール070300＠

　　　city.inuyama.lg.jp）へ
　　　（電話申込不可）

モモ栽培サポーター
養成講座参加者募集

　本講座は、桃栽培の基礎知識の
修得と実習により、桃生産者の育
成を目的として開催します（全 9
回）。
日時　 3月23日㊎13：00〜16：00
　　　 4月26日㊍10：30〜16：00
　　　 5月15日㊋13：00〜16：00
　　　 6月 7日㊍10：30〜16：00
　　　 7月12日㊍10：30〜12：00
　　　 9月 6日㊍10：30〜16：00
　　　11月13日㊋10：30〜16：00
　　　11月16日㊎10：30〜12：00
　　　11月27日㊋13：30〜15：00
場所　市役所（開講式、閉講式）
　　　南部公民館（座学）
　　　市内桃畑（実習）
内容　桃栽培の知識修得と実習

（剪
せん

定
てい

・摘果・収穫など）
対象　農業に関心が高く、桃の栽

培基礎技術の習得を希望す
る人（受講後、市内で桃栽
培作業の支援ができる人）

定員　20人（応募者多数の場合は
抽選、市内在住者優先）

費用　年間1,000円（教材費等）
申込・問合　郵便はがきまたは

ファクスで「モモ栽培サ
ポーター養成講座受講申
込」と記入の上、①住所②
氏名③年齢④電話番号⑤職
業を記入し 3月 2日㊎（必

着）までに産業課（〒484-
8501　犬山字東畑36　℡
44-0341　Fax44-0367）へ

桃太郎川柳の大募集
　第16回桃太郎サミット日本ライ
ン犬山大会（犬山市戌年記念事業）
が、 5月 4日㊗に犬山市で開催さ
れることに合わせ、ユニークで夢
のある川柳を募集します。
　犬山国際観光センター「フロイ
デ」において、桃太郎サミット当
日、入選作品を表彰し、展示しま
す。応募は無料です。
課題　各題 2句
　　　「桃太郎」
　　　「犬（戌

いぬ

）」（表現自由）
　　　犬山も可
締切日　 3月31日㊏

　　　　（当日消印有効）
※入選した人には個別に連絡しま
す。
応募・問合　作品・住所・氏名・

電話番号を記入の上、はが
きまたはEメールで市観光
協会（犬山国際観光セン
ター内）　宮地（〒484-0086

　　　松本町 4丁目21　℡61-2825
　　　Eメールinfo＠inuyama.gr.
　　　jp）へ

身体障害者福祉協会
職員募集

勤務場所　身体障害者活動セン
　　　ターふれんど（犬山市大字

犬山字相生50番地）（㊐㊗
年末年始休館）

業務内容　施設利用の障害者の機

能回復訓練（組紐・革細工）
や趣味・教養活動の支援、
施設利用者の身の回りの簡
単な介助、施設利用者の送
迎業務

応募資格　普通自動車免許取得者
勤務日数　週 2〜 3日程度
勤務時間　 8：30〜17：15
　　　　　（うち休憩60分）
賃金　時給900円（通勤距離片道

2㎞以上は日額200円支給）
雇用時期　 3月中旬〜（応相談）
募集人員　 1人
選考方法　面接（ 3月上旬を予定）
申込　 2月28日㊌までに、履歴書

（写真貼付）を身体障害者
活動センターふれんど（℡
61-8008）へ
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フィットネス「フロイデ」スイミングスクール
平成30年度前期受講生（ 4月〜 9月）募集

募集クラス（全20回）
クラス 曜日 時間 定員 対象者 内容

ベビー ㊋・㊎ 11：00〜12：00 各22組
満 6か月〜 3歳

＊子供 1人につき保護者
1人参加が必要

親子でコミュニケーショ
ンを図りながら水慣れを
します。

ジュニア
※平成27年 4 月 2
日以降生まれ〜小
学 6年生

㊋〜㊎

15：30〜16：30 各25人 3 歳（年少児）〜年長児

四泳法を身につけること
を目標とします。レベル
に応じてグループに分か
れて実施します。 3か月
に 1度、進級試験を実施
します。

16：30〜17：30
各50人

4 歳（年中児）〜小学生

17：30〜18：30 小学生のみ

㊏

10：30〜11：30

各30人

小学生のみ

11：30〜12：30 3 歳（年少児）
〜小学 3年生

＊当スクール進級基準
6級（クロール25m合格者）

まで14：00〜15：00

15：00〜16：00 小学生のみ

成人

㊌ 11：00〜12：00 30人 満18歳以上
（初・中・上級）

各泳法を身につけること
を目標とします。人数や
レベルに応じてグループ
に分かれて実施します。

㊌

19：30〜20：30 各20人

満18歳以上（中級）
2種目以上各25m泳げる人
で 4泳法を目指す人

㊍
満18歳以上（初級）
クロール・背泳ぎ25mを

目指す人

体力増進
㊋ 13：30〜14：30

各20人

満18歳以上

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

ソフトスイム ㊍ 13：30〜14：30 20人
ゆっくりしたペースで泳
ぎを覚え、健康増進につ
なげます。

受講料　口座振替で毎月 6日に4,320円（現金での会費の納入はできません）
申込　 2月15日㊍〜27日㊋にスイミングスクール受講申込書（フィットネス「フロイデ」受付にあります）に記

入し、フィットネス受付に提出してください。（電話での申し込み不可）
申込人数発表　 3月 1日㊍市ホームページ、フィットネス受付で発表します。（電話での問い合わせ不可）
希望クラス変更期間　 3月 1日㊍〜 2日㊎19：00まで（提出されている希望クラス変更のみの受け付け。電話で

の変更不可）
公開抽選　申し込みが定員を超えるクラスは、 3月 3日㊏ 9：00よりフィットネス受付で公開抽選を行います。
結果発表　 3月 3日㊏にフィットネス受付で行います。市ホームページについては、 3月 6日㊋までに発表しま

す。受講が決まった人は、 3月 3日㊏から11日㊐18：00までに必ずフィットネス受付へ来てください。
※初めて受講する人は手続きのため、 3月 6日㊋から11日㊐18：00までに、会費 2か月分（4,320円× 2）と、口
座振替を行う金融機関の「通帳」と「届出印」を持参してください。ベビー、ジュニアクラスは必ず保護者が手
続きしてください。
問合　犬山国際観光センター　フィットネス「フロイデ」
　　　（℡61-7272　第 2・ 4㊊休館、営業時間㊊〜㊏10：00〜21：30、㊐10：00〜19：00）

募 集

さくら工房　平成30年度 4月〜 9月　前期受講生募集
受講時間　 9：30〜11：30
※犬山焼（後藤教室）、ろくろ専科教室　10：00〜12：00、後藤夜間A・B教室　19：00〜21：00
受講者決定　受講者が定員を超える場合は①市内の人②初めて受講される人③本年度65歳以上の人の優先順位で

決定します。（同一条件で定員超の場合は抽選を行います）結果ははがきで 3月下旬に通知します。
その他　◎市外の人も申し込みできますが、受講料は各教室のプラス2,000円です。
　　　　◎受講料は10回分の金額です（生け花教室のみ 6回分）。
　　　　◎☆マークのついた 4教室は、材料費が別途必要です。
　　　　◎応募人数が少数だった場合、その教室を取りやめる場合があります。
　　　　◎コミュニティバスを利用して、教室を希望される人は相談してください。
申込・問合　 3月 1日㊍〜12日㊊（締切厳守）までに市民健康館さら・さくら（℡63-3800、㊏㊐除く、 8：30〜

17：00）へ
教室名 内容 定員 受講料 曜日

犬
山
焼
陶
芸

尾関教室 犬山焼の窯元による陶芸を基礎から学ぶ教室で
す。手ひねりからろくろまで幅広く学べます。
（湯呑・茶碗・花器など） 12

9,000

第 1 ･ 3 ㊋ 4 月 3 日〜
後藤教室 第 2 ･ 4 ㊋ 4 月10日〜
尾関（金）教室 第 1 ･ 3 ㊎ 4 月 6 日〜
後藤夜間A教室

就労者向けの夜間陶芸教室です。
第 1 ･ 3 ㊌ 4 月 4 日〜

後藤夜間B教室 第 2 ･ 4 ㊌ 4 月11日〜
ろくろ専科教室 ろくろを使用した陶芸教室です。 10 第 1 ･ 3 ㊏ 4 月 7 日〜

レザークラフト教室
（革細工）

革をカットした後、染色、縫合し、めがねケース・
キーホルダーなどを制作。

12
8,000

第 1 ･ 3 ㊋ 4 月 3 日〜

絞り染物教室 草木染でハンカチ・テーブルセンターなどを制
作。 第 1 ･ 3 ㊍ 4 月 5 日〜

ステンドグラス教室 光を通して色ガラスが輝く写真たて万華鏡など
を制作。 第 2 ･ 4 ㊎ 4 月13日〜

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

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

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

☆2,000

第 2 ･ 4 ㊋ 4 月10日〜

生け花教室 季節の花を通じて癒しの心を持ち、楽しみなが
ら生けましょう。 10 第 1 ･ 3 ㊎ 4 月 6 日〜

刺繍教室（戸塚刺繍） 小物や布に刺
し

繍
しゅう

を施し、オリジナル作品を制作。 12 第 2 ･ 4 ㊍ 4 月12日〜

切り絵教室 図案を切り抜き、色紙で裏打ちした壁掛け色紙
を制作。 15 2,500 第 1 ･ 3 ㊍ 4 月 5 日〜

アートフラワー教室 布の花を組み合わせて壁掛けや飾り花などを制
作。

12

8,000

第 1 ･ 3 ㊎ 4 月 6 日〜

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

カリグラフィー教室
（西洋書道）

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

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

つるし飾り教室 押絵、つまみ細工、パッチワーク技法を総合し
てつるし飾りにします。 ☆2,000 第 1 ･ 3 ㊏ 4 月14日〜
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消費者トラブルに
気をつけて

〇�格安スマホ会社の問い合わせ窓
口が電話やメールに限られてお
り、店舗で直接説明を受けられ
ない。
〇�端末本体の不具合があり、修理
依頼したが、修理期間中の代替
機種が提供されず、その間端末
が使用できない。
〇�インターネット通販でSIMカー
ドを購入したが、持っている端
末に入れても適合せず利用でき
ない。
アドバイス
　比較的低価格でサービスを提供
するいわゆる「格安スマホ」を利
用する人が増加していますが、一
方でサービス内容や契約に関する

若者の就労無料相談
　専門のキャリアカウンセラー
（進路・就職相談の専門家）によ
る個別相談と適性診断を実施しま
す。
日時　 3月 7日㊌10：00〜12：00
　　　　　　　　13：00〜16：30
場所　ハローワーク犬山
　　　プレハブ会議室
対象　無業の状態にある若者（15

歳〜概
おおむ

ね40歳）、子どもの
就職に悩みがある保護者

定員　 8人
費用　無料
申込　前日までにいちのみや若者

サポートステーション（℡
0586-64-6349　㊋〜㊏10：00

　　　〜17：00受付）へ

選んで楽しく
健康レストラン
（食事バランスチェック）

　健康を維持するには食はとても
大切です。食べた献立を本物そっ
くりの食品サンプルの中から選ん
でセンサーボックスの上にのせる
と、カロリーや栄養成分が一目で
わかり、日常の食事が適量でバラ
ンスがよいか確認できます。食生
活改善推進員によるアドバイスも
受けられます。
日時　 2月21日㊌10：00〜12：00
　　　　　　　　13：00〜15：00
※受け付けは終了15分前まで
場所　市民健康館
内容　栄養バランスチェックと
　　　アドバイス
対象　どなたでも
費用　無料
持物　健康手帳
申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「帯
たい

状
じょう

疱
ほう

疹
しん

」
　「帯状疱疹」という病気があり
ます。神経組織の中に隠れている
ウイルスが、突然暴れだし、神経
の走行に沿って痛みが出たり、皮
膚に赤い発疹や小さな水ぶくれな
どができる病気です。どの神経に
も発症する可能性があり、胸や背
中、腹、顔に出るのが特徴です。
　顔のあたりでは、上あごと下あ
ごの神経の走行に沿って帯のよう
に現れます。片側に現れることが
多く、上下唇や舌に現れることも
あります。最初は「発疹」、次に「水
ほう」、それが破れると「びらん」
や「潰

かい

瘍
よう

」に変化します。
　疲労やストレスがたまった時、
高齢者や抵抗力が落ちている人な
どが発症しやすいといわれていま
す。
　治療としては抗ウイルス薬、抗
炎症薬が投与されますが、長期間
放置したり、発見が遅れたりする
と、治癒するのに時間がかかるた
め、早期発見・早期治療が大事で
す。口内炎のようなものがなかな
か治らない場合、帯状疱疹の可能
性もあるので、早めに歯科医院に
相談してください。

大人の
風しんワクチン
予防接種助成

対象　接種日に犬山市の住民であ
り、下記の両方に該当する
人

　　　�①風しんの検査を受け、風
しんに対する免疫が不十分
と判断された女性

　　　�②妊娠を予定または希望し
ている女性

※愛知県で平成30年 3 月 9 日㊎ま
で風しん抗体検査（無料）を実施
しています。詳しくは、愛知県江
南保健所（℡0587-56-2157）に問
い合わせてください。
※経産婦、妊婦、過去に風しんワ
クチン（麻しん風しん混合ワクチ
ン含む）の接種歴、風しんの既往
歴がある人を除く
助成接種期間　 3月31日㊏まで
助成手続期間　 4月 6日㊎まで
対象ワクチン　風しん単独ワクチ

ン、MR（麻しん風しん混
合）ワクチン

助成回数　 1回
助成額　接種費用の半額
　　　　（上限5,000円）
※生活保護世帯、非課税世帯はワ
クチン代を全額助成します。接種
前に保健センターで手続きを行っ
てください。
手続方�法　医療機関にて接種後、

保健センターで手続きをし
てください

持物　領収証の原本（風しんワク
チンの接種がわかるもの）、
風しん抗体検査の結果を証
明できるもの、印鑑、預金
通帳、保険証等本人確認の
できるもの

問合　保健センター（℡61-1176）

健 康相 談 生 活
相談も多く寄せられています。特
に消費者が期待しているサービス
と実際に提供されるサービスの違
いや、端末とSIMカードを別々に
購入することを原因とするケース
が目立っています。契約時には、
サービス内容、契約条件等を十分
確認するようにしましょう。困っ
たときは早めに相談してください。

●犬山市消費生活センター
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受け付けは16：30まで）
問合　℡44-0398
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊐　9：00〜16：30
　　　（㊏㊐は16：00まで）
問合　℡052-962-0999
●犬山市消費生活法律相談
日時　第3㊎（㊗休）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

無料相談窓口

第 3回「男女共同参画」川柳入賞作品発表
　犬山男女共同参画市民会議「きらきら」では、性差よりも個性を生かし、自分らしく生きられる社会を目指し
活動しています。昨年に引き続き、9月から11月に男女共同参画にまつわる川柳を募集したところ、たくさんの
応募をいただくことができました。12月10日に開催されたフロイデまつりの会場において、来場者による投票審
査を行った結果、各賞の入賞作品が決定したので発表します。

市長賞 役割の　違いはあるが　上下なし� （島田和宏さん）

最優秀賞

大人の部　 定年後　妻が上司と　なりにけり� （ペンネーム：尾張富士登さん）

中高生の部 女子だから　男子だから　だから何？� （元山美咲さん）

小学生の部 ぼくがやる　わたしがやるよ　おもいやり� （鬼頭謙志郎さん）

きらきら賞

大人の部　
怒るより　気づいた俺が　やればいい� （島田和宏さん）

いやされる　家事分担で　おたがいに� （林絹子さん）

中高生の部

我が家では　父も母も　大黒柱� （加賀谷伊吹さん）

つなごうよ　手だけじゃなくて　心の手� （須貝仁さん）

認め合い　男女の壁を　なくすカギ� （ペンネーム：けしごむさん）

小学生の部
きみとぼく　いいとこちがう　みとめあおう� （髙瀨瑞月さん）

いいところ　見つけ合うのが　仲間だよ� （奥村千尋さん）

フロイデ賞（留学生特別部門） つかれたら　たまに休んでも　いいですよ� （チョウユウキさん）

問合　地域安全課（℡44-0347）

相談 日時 内容 担当

①いきいき
　健康相談

6日㊋
13：30〜14：30

心と体に関する相
談や家族の健康に
関する相談など

保健師
看護師

②歯科衛生士に
　よる歯科相談

6日㊋
13：30〜14：30

歯科に関する相談 歯科衛生士

③アルコール
　相談

10日㊏
10：00〜15：00

飲酒に関する悩み
相談

断酒会会員

申込　①②は前日までに要予約（相談は 1人15分程度）
問合　市民健康館（℡63-3800）

3 月の市民健康館さら・さくら
各種無料相談ガイド
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高齢者訪問を実施
　75歳以上の高齢者の状況を把握
し、高齢者福祉サービスなどを適
切に提供できるように、民生委
員・児童委員による世帯訪問を 2
月中旬より行います。
　また対象となる人以外の高齢者
への訪問も年間を通じて行ってい
ますので、ご協力をお願いします。
※民生委員・児童委員は、高齢者
福祉や子育てに関する相談および
行政とのパイプ役など地域福祉を
増進するための活動をしていま
す。情報や秘密は厳守します。
対象　平成30年度に新たに75歳に

なる人も含む75歳以上の高
齢者

問合　長寿社会課高齢者福祉担当
（℡44-0325）

健 康 高 齢 者

子 育 て

骨髄バンク
ドナー登録会

　市では、骨髄または末梢血幹細
胞移植ドナーへの助成事業を行っ
ており、その一環として献血事業
と合わせて、江南保健所によるド
ナー登録会を行います。
日時　 2月21日㊌ 9：30〜11：00
場所　市役所ロビー
内容　骨髄バンクの説明およびド

ナー登録、ドナー助成事業
の紹介

問合　健康推進課（℡63-3800）
※ドナー登録については愛知県江
南保健所　環境・食品安全課（℡
0587-56-2157）へ

生き活
い

き栄養講座
（高血圧予防・対策）

　減塩は意識していますか。平成
28年度の国民健康栄養調査結果で
の 1人 1日あたりの食塩摂取量は
成人男性で10.8g、女性では9.2g
でした。厚生労働省による目標摂
取量（男性 8 g未満、女性 7 g未満）
よりも多く摂取されており、過剰
な塩分摂取は高血圧をまねく一つ
の原因と考えられています。高血
圧で怖いのはほとんど自覚症状が
ないことです。血圧が高い状態を
放っておくとどうなるのでしょう
か。自身の食生活を中心に振り返
りながら、減塩について考えてみ
ませんか。
日時　 3月14日㊌ 9：50〜11：50
場所　市民健康館
内容　高血圧予防・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　 2月20日㊋から市民健康館

（℡63-3800）へ

楽田
ふれあいセンターで
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？
日時　 3月12日㊊10：00〜12：00
※予約時に指定した時間内に来て
ください。
場所　楽田ふれあいセンター
対象　市内在住の20歳以上の人

（平成29年 3 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　 2月20日㊋から市民健康館

（℡63-3800）へ（電話可）

ちょこっと歩こう犬山
　今回は、市民健康館周辺を歩く
コースです。健康づくり推進員と
一緒に歩いてみませんか。
日時　 3月 7日㊌10：00〜
　　　（約 1時間）
集合場所　市民健康館
　　　　　第 1駐車場
場所　ゆとらりあコース
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。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）

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
しん相談センターに問い合わせて
ください。
●『らくらく体操クラブ』
　第 2・ 4週の月曜日14：00〜15：
30まで、余遊亭で活動しています。
個々にバランスボールを持ち込
み、先生の指示とBGMを聞きな
がら筋肉を伸ばします。左右の手
足でそれぞれ別の動きをして脳ト
レもしています。家ではなかなか
続かない運動も、仲間と楽しくや
ることで継続でき、膝や腰の痛み
が無くなったと嬉

うれ

しい声も出てい
ます。介護や仕事から離れ、時間
に余裕ができた方、自分の体のメ
ンテナンスをしませんか？会費は
月1,500円です。ぜひ来てください。

　犬山北地区の集える場に関する
問い合わせは、犬山北地区高齢者
あんしん相談センター（℡62-1166）
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）

子育てガイド
「さくらんぼ」の配布

　子育てガイド「さくらんぼ」に
は、お子さんの健診・相談の日程
や、予防接種、子育てに役立つ情
報などを掲載しています。
　平成30年 4 月 1 日現在、未就学
児のいる家庭に、 3月初旬から地
域の民生委員・児童委員を通じて
配布します。
　年間の日程を掲載していますの
で、大切に保管してください。
※「さくらんぼ」は保健センター、
市民課、各出張所にもあります。
※民生委員・児童委員、主任児童
委員は、市民生活や子育てに関す
る相談、福祉サービスの情報提供、
行政とのパイプ役など地域福祉を
増進するための活動をしています。
問合　保健センター（℡61-1176）

母子健康手帳の
交付と説明会

日時　毎週㊋（㊗除く）
　　　受付時間 9：00〜 9：15
　　　�（説明会はこの後約 1時間

かかります）
場所　保健センター
内容　妊娠中の生活・出産後の手

続きの話、妊婦健診等の説
明、保健師による個別相談

持物　妊娠届出書、筆記用具、マ
イナンバーカードまたは通
知カード、身分確認書類

　　　�（マイナンバーカードがあ
る場合は不要）

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない身分確認書類（健康保険証、
国民年金手帳等）は 2点必要。
※外国籍の人は、在留期限確認書
類（在留カードまたは特別永住者
証明書）が必要。パスポートは不
可。
問合　保健センター（℡61-1176）
※説明会に参加できない人は保健
センターへ問い合わせてください。

青塚こども教室
東之宮古墳見学と鏡
実験ワークショップ

　犬山最古の古墳、東之宮古墳を
見学したのち、「鏡実験ワーク
ショップ」を開催します（塩ビミ
ラーを使った工作です）。
日時　 3月 3日㊏10：00〜
集合　丸山地区学習等供用施設
対象　市内小・中学生とその家族
定員　先着20人（ワークショップ

の定員）
費用　500円（材料費）
申込　事前申し込み必要
※定員になり次第締め切り
※東之宮古墳周辺を歩きます。動
きやすい服装で参加してください。
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）

警察署だより

サイバー犯罪から
身を守りましょう

オークションや偽ショッピングサ
イトに注意！
　オークションやショッピングサ
イトはとても便利ですが、「代金
を振り込んだのに商品が届かな
い」などの相談が多発しています。
以下の点に気を付けましょう。
●オークションの注意点
〇�利用規約をよく読み、分からな
いところはオークション会社等
に質問する。
〇�商品画像がない、不当に安い、
少しでも怪しいと思ったら注意
する。
〇�落札後は気軽に振り込まず、着
払いや配達証明などを利用する。

●偽ショッピングサイトの注意点
　 1つでもあてはまれば詐欺サイ
トの可能性があります。購入の判
断を慎重に行いましょう。
〇�サイトに記載されている日本語
表記がおかしい。
〇会社概要が記載されていない。
　�ブランド品や希少価値のある商
品が極めて安い値段で販売され
ている。
〇決済方法が銀行振り込みのみ。
　�連絡先電話番号の表記がなく、
メールアドレスしか記載されて
いない。
〇�個人情報を入力する購入手続き
画面が暗号化されたページでは
ない。
相談窓口
　警察本部住民コーナー
　＃9110
　℡052-953-9110
※㊊〜㊎（㊗年末年始除く）
　 9：00〜17：00
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）
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鍼
はり

やお灸
きゅう

ってなに?!
　最近テレビやブログなどでも目
にすることも増えてきた鍼灸。ど
のようなものか知っていますか？
　鍼

しん

灸
きゅう

についての説明・相談会を
開催します。「どんな時に頼れば
いいのか？」そんな疑問に犬山鍼
灸マッサージ師会のスタッフがお
答えします。
日時　 2月18日㊐10：00〜
　　　（受付 9：30〜）
※説明会の後、相談会を行います。
場所　市民健康館さら・さくら
　　　会議室104
費用　無料
対象　「はり・きゅう」を知りた

い人
問合　土屋（杏林堂　℡62-6223）

きもの着つけクラブ
　楽しみながら、きものの着付け
を学びませんか。お子さまやお孫
さまにきものを着せてあげましょ
う。
　まずは見学に来てください。
日時　 3月 2日㊎、16日㊎
　　　10：00〜12：00
場所　南部公民館 2階和室
費用　無料
持物　腰ひも、伊

だ

達
て

締め
問合　前田（℡090-9947-4382）
　　　小澤（℡62-7355）

市 税 等
納 期 限

時間外受付

　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 2月28日㊌

固定資産税・
都市計画税 4期

国民健康保険税 9期

介護保険料 11期

後期高齢者
医療保険料 7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）

下水道事業
受益者負担金納期限

納期限 2月28日㊌

下水道事業
受益者負担金 4期

納付は最寄りの金融機関か市役
所・出張所でお願いします。
問合　下水道課（℡44-0337）

毎月第 1 ・第 3 火曜日
2 /20㊋、 3 / 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）

日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
2 /25㊐、 3 /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
を行っています。
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2 ・第 4 日曜日
2 /25㊐、 3 /11㊐
9：00〜12：00
※納税相談は事前に予約してくだ
さい。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

水道緊急時

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㊋

犬山ソフトボール協会
春季市民大会参加チーム募集

日時　 4月15日㊐・22日㊐
場所　山の田公園野球場
対象　50歳以上の男子で構成するチーム
　　　（10人以上）
参加料　4,000円
申込　�所定の申込用紙に参加料を添えて

市体育協会へ
申込期間　 3 /15号広報に掲載
※スローピッチルールでソフトボールを
楽しんでいただく大会です。背番号をつ
けソフトボールができる服装であればど
なたでも参加できます。

ジュニアゴルフ教室
日時　 4月 8日㊐〜平成31年 3 月31日㊐
場所　犬山カンツリー倶楽部練習場
対象　�市内在住・在学の小学 2年生〜中

学 3年生
費用　1,500円/月
定員　 5人
申込　�3 月18日㊐13：00より犬山カンツ

リー倶楽部で受付・説明会

スポーツ少年団大会
●第52回秋季サッカー大会
日時　平成29年 9 月30日㊏・10月 7 日㊏
場所　羽黒中央公園多目的スポーツ広場
　はつらつ杯（ 2年生）
　　　優勝　　FCフェザーズ・犬西FC
　さわやか杯（ 2年生）
　　　優勝　　GFC
　ふれあい杯（ 3年生）
　　　優勝　　GFC
　 4年生の部
　　　優勝　　犬西FC
　　　準優勝　犬山北ロケット
　 5年生の部
　　　優勝　　犬山南SSC
　　　準優勝　犬山北ロケット
　 6年生の部
　　　優勝　　犬山東FC
　　　準優勝　犬山北ロケット

●第19回スポ少バドミントン犬山大会
日時　平成29年10月14日㊏
場所　エナジーサポートアリーナ

　12月23日㊗にエナジーサポートアリーナでYONEX所属の全日本
チャンピオン神谷絵梨奈・徳川愛実氏を招き、市内中学校ソフト
テニス部員と顧問が参加して『ソフトテニス教室』を開催しました。
　日本を代表する選手のプレーは俊敏で力強さがありました。中
学生を相手にしたゲームでは、徳川選手のスピンが利いたカット
サーブが面白いように決まり一人も返すことができませんでした。
技術面では体の使い方、攻撃と守備のポジショニング、ラケット
の位置など実技を交えた指導を受けました。
　参加者は、指導してもらっていることを少しでも実践できるよ
うに熱心に説明を聞いていました。

ジュニア世代育成強化事業を開催

指導者育成事業を開催『ソフトテニス教室』    トッププレーヤーから指導方法を学ぶ！

●サッカー教室
　12月 6 日㊌から 4回に
わたってナショナルトレ
センコーチ濱崎芳己氏、
愛知県トレセンU-15コー
チ鈴木理記氏を招いて羽黒中央公園で『サッカー教室』を開催
しました。市内中学生32人が参加。
　最初は緊張していましたが、コーチからの指導を受けていくうち
に選手たちはしだいに積極的なプレーもできるようになりました。

　コーチと試合形式の練
習をしたりして参加した
中学生にとって最後まで
楽しく、充実した有意義
な時間となりました。

●ソフトボール教室
　11月21日㊋から 2回、
市内中学校ソフトボール
部員36人が参加して、山
の田公園野球場で『ソフ
トボール教室』を開催しました。昨年に続き日本ソフトボール
協会女子 2部リーグ所属「ドリームシトリン」の大國香奈子監
督以下選手20人に指導を受けました。
　教室では、ポジションごとに分かれ実業団選手と一緒に練習

をしました。自分の欠点を指摘
された中学生は、選手の模範を
見ながらどこが違うのか考え、
同じようなフォームになるまで
何回も繰り返していました。

第61号⑩

問合　NPO法人犬山市体育協会事務局
（9：00〜17：00　℡54-1016
　Eメールoffice＠inuyama-taikyou.net）

募 集 結　 果1

第20回犬山オープン
ミックスダブルス
卓球大会

日　時　平成29年11月12日㊐
場　所　エナジーサポートアリーナ
参加者　309人
　ベテランの部　優勝
　　　　市村純子・松下浩組
　シニアの部　優勝
　　　　杉寿子・細川高幸組
　青年の部　優勝
　　　　秋山育美・高村周作組

　 5年生男子の部（犬山市入賞者）
　　　 2位　濱地諒拓（犬山ドリームズ）
　 5年生女子の部（犬山市入賞者）
　　　 3位　田中月乃（犬山ドリームズ）

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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ちょうちんだるまで厄払い
　12月23日、先聖寺（犬山字南古券）の境内で犬山てづ
くり市ちょうちんだるま祭りが開かれました。参拝者は
いろとりどりのだるまの中から好みのものを選ぶと、名
前と願い事を書き、墨で黒々と左目を入れ、本堂で厄除
けと祈

き

願
とう

成就のご祈祷をしてもらいました。境内には
キッチンカーや屋台も並び、子どもたちがメンコなどの
昔遊びに興じる姿も見られました。

第22回フロイデまつり
　12月10日、犬山国際観光センター「フロイデ」で「第
22回フロイデまつり」が行われました。このイベントは
市が主催し犬山国際交流協会が実施し、今年で22回目と
なります。今年のテーマは「ここにおいでよ、新しい犬
山〜世界を発見　自分を発見〜」。オープニングセレモ
ニーではフロイデ合唱団によるドイツ民謡「ローレライ」
の合唱が披露されました。
　それぞれのフロアではドイツのクリスマス体験や多国
籍料理、着物体験、民族舞踊の披露などさまざまな催し
が行われ、多くの人で賑わいました。

わん丸君から本を借りたよ！
　 1月 6日、市立図書館で公式キャラクターのわん丸君
が一日司書を務め、本の貸し出しや返却などのお手伝い
をしました。わん丸君は図書カードや本のバーコードを
機械で読み取ったり、館内を巡回して本を棚に戻したり
と図書館司書の仕事を体験しながら、子どもたちと肉球
ハイタッチをして幸せのおすそ分けをしていました。冬
休みで本を借りに訪れた子どもたちはうれしそうに一緒
に写真に納まっていました。

戌
いぬ

年を楽しく迎えよう「年末プチセレモニー」
　12月26日、今年の干支「戌年」を迎えるにあたって市
役所で年末プチセレモニーが開催されました。
　セレモニーでは昨年11月に募集した「いぬやま愛犬
フォトコンテスト」の「グランプリ犬」の発表が行われ、
受賞したマルチーズの「こはる」（ 4歳）が一日市長の
辞令を受けました。
　また、昨年は「酉

とり

年」ということもあり、犬山市と姉
妹都市提携を結んでいる富山県立山町の公式キャラク
ター「らいじぃ」がはるばる犬山まで駆け付け、わん丸
君へ干

え

支
と

のバトンを渡しました。
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QRコード

犬山市立図書館　facebook�page
https://www.facebook.com/犬山市立図書館-
1865167643722405/
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新着本の紹介（一部）

たゆたえども沈まず
原田　マハ著

売れない画家のフィンセント・
ファン・ゴッホは、パリにいる画
商の弟テオドルスの家に転がり込
んでいた。そんな二人の前に、浮
世絵を売りさばく日本人、林忠正
が現れ…。『パピルス』『小説幻冬』
連載に加筆修正して単行本化。

カランポーのオオカミ王
ウィリアム・グリル著

19世紀末、北アメリカのカラン
ポー地方には、「王」と呼ばれて
恐れられたオオカミがいた。博物
学者で画家のシートンは、依頼を
受けてロボと対決するが…。「オ
オカミ王ロボ」の物語を題材に、
シートンのその後を加えて描く。

ビークル
ダン・サンタット作

はるかかなたのゆめの島で、ゆ
めのこどもが生まれた。みんな
「ほんとのこども」がみつけて、
名前をつけてくれるのを待って
いる。けれど、「ぼく」は、い
つまでたってもみつけてもらえ
ず、待ちきれなくなって…。

一般書
『マネーという名の犬』

ボード・シェーファー
『自力で防ぐ誤嚥性肺炎』� 稲本陽子
『鳥さんぽをはじめよう』� 鳥くん
『ユニクロ潜入一年』� 横田増生
『かわいいジャポニスム』沼田英子
『わたしの兄の本』

モーリス・センダック
『クリスマスを探偵と』� 伊坂幸太郎
『キラキラ共和国』� 小川糸
『人間タワー』� 朝比奈あすか
『駄犬道中こんぴら埋蔵金』� 土橋章宏
『西郷どん　前編・後編』� 林真理子
児童書

【小学校低学年】
『サラとピンキー　ヒマラヤへ行く』
『とてもとてもサーカスなフロラ』
『チューリップ』
『世界を救うパンの缶詰』

【小学校中・高学年】
『松平春嶽』
『古事記』
『少年探偵団』
『ジュビリー』
児童書（絵本）

【幼児向け】
『ぽっぽこうくう』
『こねこのプーフー8』
『じてんしゃにのれたよ』

　犬山市立図書館のフェイスブックページを開設し
ました。
　こちらのページでは、図書館の特集本のお知らせ
や、開催予定のイベント案内など、旬な話題をタイ
ムリーにお届けしていく予定です。
　市民の皆さまから《愛される図書館》を目指して、
現在図書館を利用している人には今まで以上に、あ
まり利用していない人には興味を持っていただける
ように、特集やイベント情報をアップしていく予定
です。
　この機会にぜひフェイスブックページを見ていた
だき、たくさんのフォロー「いいね」をお願いします。

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

3 月のイベント（場所：図書館本館）
4 日㊐　「親子で楽しむ人形劇」� 13：30〜
10日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜
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〜

●読書会藍の会の一冊
◎「二十一世紀に生きる君たちへ」　　司馬遼太郎　著
　この作品は、1989年に小学校6年生の国語教科書の
ために書かれ、2001年に世界文化社で書籍化された。
　当たり前のことが書いてある。人間が一番えらい
とも思わないし、自然には驚異も畏敬の念も覚える。
だからこそ、正しい情報の共有を確認したい。
　「不変のもの」を基準に置いた社会で、支え合いな
がら、大きな存在によって生かされているとも感じ
ている。
　せめて、けんめいに生きる私たちの、考える時間
と行動する場所を奪わないでほしい。

図書館
だより

図書館まめ知識

　子どもの頃、自分の誕生日が大好
きでした。子どもたちの憧れだった
マクドナルドで誕生会がやっとでき
たときや、親が私の友達を呼んでボ
ウリング場で素敵な誕生日を過ごし
たときなど、いろいろな忘れられな
い思い出があります。毎年、一番楽
しみにしていたのはプレゼントで
す。ドキドキしすぎて、誕生日の前
の夜はあまり寝られませんでした。
母は夜中にプレゼントを準備してく
れて、朝起きたらリビングのテーブ
ルの上においてありました。そして
午後は家族と誕生日ケーキを食べて
一緒にお祝いしました。
　ドイツでは大人になってからで
も、誕生日は一年で一番大きい行事
であるクリスマスと並ぶほど大切な
日です。子どもの頃と違って、「ま
た年を一つ積み重ねた」と強く感じ、
ため息をつくこともありますが、そ
れでも盛大にお祝いします。子ども

の頃の誕生会は親が準備してくれた
ので楽でしたが、大人になると自分
で企画して、招待状を送ります。ま
た、会社に勤めている人は職場のた
めにケーキを作らなきゃいけないと
いう習慣があります。これは「周り
の人々に支えられて、成長してきた」
という感謝の気持ちを伝えるためで
す。ちなみに、「誕生日おめでとう」
は ド イ ツ 語 で「Alles�Gute�zum�
Geburtstag（アレス・グーテ・ツ
ム・ゲブアツターク）」と言うので
すが、絶対に誕生日の日まで言って
はいけないですよ！なぜかという
と、ドイツ人は事前に祝ってもらう
と、不幸が訪れるという迷信がある
からです。
　私はこの 2月に30歳になります。
ドイツでは、日本のような還暦の祝
いなどの習慣がありませんが、30歳、
40歳といった10歳ごとの区切りを
「 丸 い 誕 生 日 」（Runder�
Geburtstag）を迎えると言って、
特に盛大に祝います。例えば、レス
トランを貸し切ってとにかくたくさ
んの友達を呼んだりします。やはり
人生においては10歳ごとに人生の節
目を迎えるので、いろいろ考えさせ
られる誕生日です。
　私も今月30歳になるということ

で、最近、これからどういう人生を
送りたいか、大切な30代の目標を何
にするか、深く考えました。今、犬
山市の国際交流員としての仕事は 3
年目ですが、30歳になることをきっ
かけに、また新たなチャレンジをし
て、次の人生のステップに進みたい
と思い、この 3年目を最後にしまし
た。契約を更新しなかったので、私
の任期は今年の 8月 2日までです。
あと半年しか犬山にいないと考える
と、悲しくてたまらないですが、広
報を書いたり、イベントを開いたり
して、私の大切な20代の最後に皆さ
んに楽しくドイツの文化を伝えられ
たので幸せの気持ちもいっぱいで
す。ぜひ残りの半年も「ジャッキー
のつれづれ日記」ともども応援して
くださいね。この大切な30歳の丸い
誕生日を盛大に祝う気持ちと同じ気
持ちで、最後の半年間一日一日を精
一杯過ごしたいです！

丸い誕生日（Runder�Geburtstag）

バーで24歳の誕生日をお祝いしたときの写真

■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18日㊐
すみれ内科クリニック� （楽田）
マザークリニックハピネス�（城東）

68︲0025
63︲4103

2 月25日㊐
村上内科� （犬山）
宮田眼科� （犬山）

62︲2201
61︲0200

3 月 4 日㊐
城南クリニック� （犬山）
さとう病院� （羽黒）

61︲0132
67︲7660

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。

と  き 病・医院名 電　話

2 月18日㊐ あさの歯科医院� （扶桑） 0587-92-3718

2 月25日㊐ 塚原歯科医院� （犬山） 61-4540

3 月 4 日㊐ しみず歯科クリニック�（城東） 63-3981

■休日歯科診療 電話受付時間／9：30〜11：30

■災害情報はここから
○犬山市安心情報メール
　�登録は空メール送信かQRコード（右上）を
　読み込んでください。
　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
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とです。
　スローロリスというサルのなかま
をご存知でしょうか。主に東南アジ
アに分布する小型のサルです。夜行
性らしい丸く大きな目とスローな動
作の、可

か

愛
わい

らしい動物です。しかし
それが災いしてペットとしての人気
が高まり、たくさんの野生のスロー
ロリスが捕らえられ、絶滅寸前にな
りました。今は法律や条約で禁止さ
れていますが、それでもまだ多くの
個体が違法捕獲されていて、日本は
その最大の密輸先だといわれていま
す。
　モンキーセンターにも、密輸や違
法飼養から保護されたスローロリス
が約20個体くらしています。そんな
彼らに豊かな生活環境を提供しつ
つ、飼育下での保全を進めるため、
2016年から「スローロリス保全セン
ター」を設立しました。職員の手作
りで整備を進め、昨年末にようやく
全個体がここで生活できるようにな
りました。これから飼育下繁殖も進

めていきます。まだ非公開の施設で
すが、特別見学ツアーなどを不定期
で開催していますので、そのような
機会にぜひ見に来てください。
　まもなく 3月 3日は、国連で定め
た「世界野生生物の日」です。希少
生物の保護を国際的に進めることを
目的としています。例えばスローロ
リスが絶滅してその可愛らしい姿を
二度と見ることのできない未来は、
あまりに寂しいものではありません
か。そうならないためにも、モンキー
センターの保全の取り組みをぜひご
支援ください。

　動物園は、「動物を見て楽しい」
以外にも大事な役割があります。そ
の一つが、希少な野生動物が絶滅し
ないよう守っていく（保全する）こ

守ろう、希少な動物たち

京都大学霊長類研究所
（公財）日本モンキーセンター学術部

綿貫宏史朗

QRコード

広報犬山　平成3 0年2月1 5日号
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　皆さん、 1月から始まったNHK
大河ドラマ「西

せ

郷
ご

どん」はご覧に
なられましたか？「西郷どん」の

主人公、西郷隆盛の弟、從道の住
宅が明治村に移築されています。
西郷從道（1843-1902）は隆盛の16
歳下の弟で、農商務卿

きょう

、陸軍大臣、
海軍大臣など明治政府の要職を歴
任した人物です。
　西郷從道が外国からの賓客など
の接客の場として、明治10年頃、
東京上目黒に建てたのがこの洋館
で、設計にはフランス人技師レス
カスが関与したと言われています。
建物は木造 2階建てで、 1階の壁
の中には煉

れん

瓦
が

が積まれ、屋根材に
は銅板を用いるなど、耐震のため
の工夫がなされています。
　室内装飾に目をやると、フラン
スから輸入された暖炉の金物やド
アノブ、 2階の窓の手摺

す

り、そし
て流れるような曲線の廻

まわ

り階段や
鉄板の型押し天井など洗練された
デザインが目をひきます。加えて、

西郷從道邸内には、明治村が所蔵
する明治宮殿や東宮御所（現迎賓
館赤坂離宮）、鹿

ろく

鳴
めい

館
かん

で使用された
豪華な宮廷家具が展示されていま
す。これらは見るだけではなく、
腰かけることができるものもあり
ますので、ぜひ座り心地を体感し
てみてください。 2階は建物ガイ
ドの時間しか入ることができませ
んが、瀬戸で焼かれた陶器製の暖
炉飾りや豪華なカーテンボックス
など必見です。

西郷從
つぐ

道
みち

邸


