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地域の子どもは地域で育てる〜子ども会に入ろう〜
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すごろくを楽しむ子どもたち（市子供会育成連絡協議会）
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　子どもたちが「遊びに行きたい！」と思えるような場所、行くだけでワクワクするような“楽しい遊び場”を
実現するため、子どもたちや地域の人々のアイデアを集め活動している“犬山市子供会育成連絡協議会”。地域
の子どもは地域で育てようと、会長をはじめ子育て経験のあるお父さん、お母さん16人のスタッフで構成されて
おり、それぞれの地域で伝統行事やレクリエーション、奉仕活動など特色ある活動を行っている子ども会活動を
後押ししています。

　市子供会育成連絡協議会（市子連）に加入すると、補助金の交付や福祉バスの優先利用、綿菓子機などの機材
を借りることができ、子ども会活動の充実を図ることができます。市子連の催し事にも参加することができ、幅
広い年代や地域を越えた交流、また地域の子ども会で子どもたちが「参加したい！」と思える新しい催し事を開
催するなど活動の輪を広げることができます。
　補助金額は毎年の市子連加入団体数や加入人数により異なることがありますが、皆さんの活動を支えるものと
なっています。

問合　子ども未来課育成担当（℡44-0323）
　　　　　　　「あつまれいぬやまっこ！！うきうき大行進」　が₂₀周年を迎えます。
　　　　　　　親子でいっぱい遊び、楽しみませんか？
　　　　　　　日時　11月11日㊐10：00〜
　　　　　　　場所　市民文化会館および南部公民館

　子ども会は子どもが主体のコミュニティ活動の場で
す。地域の中で人間関係を結び自分の役割を学ぶところ
でもあります。異年齢で一緒に過ごすことが子どもの成
長にとってはとても大切なことです。小さいときは高学
年のお兄さんお姉さんに世話を焼いてもらい、高学年に
なれば小さい子の面倒はもちろんリーダーとしてみんな
をまとめ、大人と一緒に行事を運営する役割を担ってい
きます。
　子ども会は学校や家庭では経験できない、人と人のつ
ながりや心の教育ができる場所となっています。

子ども会は何人集まればOKなの？
　市子連に加入できる子ども会は同地区 2世帯以上の
3 〜18歳までの児童らで結成が認められます。中・高
校生が世話人のお手伝いをするなど、積極的な活動が
認められる場合には補助金交付の対象にもなります。

市子連に加入するには？
　市役所子ども未来課の育成担当窓口で加入について
の説明を行っています。加入を希望する場合は、必要
書類を総会開催後より窓口で配布します。記入後、提
出いただくことで加入手続きが完了します。
　平成30年度に新規加入を検討されている代表者は、
総会に参加してください。総会時に説明や書類を受け
ることができます。
〈総会〉
日時　 3月24日㊏12：30〜15：00
場所　市民健康館さら・さくら「交流ホール」
※車の場合は南側第 3駐車場を利用してください。
●加入時に必要なもの
　・市子連の会費（児童 1人につき100円）
　・平成30年度補助金交付申請書
　・平成30年度子ども会収支予算書
　・全国子ども会安全共済会加入申込書
　�（�加入者名簿、年間行事計画書、 1人につき共済掛
金120円）

●加入手続きの前に確認をお願いします
　手続きには子ども会代表世話人 1人と代表児童 1人
の報告をお願いしています。市子連からお知らせする
書類は、代表児童が通学している市内小学校を経由し
配布しますので、代表児童は代表世話人に書類を渡す
ことができる児童でお願いします。
　児童および世話人の安全共済会への加入は必須です。
市子連の行催事に限らず、子ども会全般の活動でケガ
や物損に対する補償となります。（福祉バスに乗車予定
がある人の加入も必須です）

平成₂₉年度　市子連の年間活動報告
₆ 月　世話人研修会（補助金交付）
※子ども会活動に役立ててほしいと風船を使った
研修会を開催。活動での危険予知トレーニングも
好評で
した。

₁₁月　愛知県子ども会大会
※ 3団体が表彰されました。
知事表彰：上野城見子ども会
県社協会長表彰：前原台 1・ 2子ども会
県子連会長表彰：長者町東子ども会
あつまれいぬやまっこ!!�うきうき大行進
※市子連とNPOニワ里ねっととのコラボ「古墳消
しゴムづくり」を体験してもらいました。
₁₂月　映画鑑賞会「SING〜シング〜」
※904人が来場し、子どもたちに好評でした。
₁ 月　新春カルタ取り大会
※カルタ取り、百人一首、すごろく、ぜんざい会
を皆で楽しみました。
3 月　表彰式＆総会
※表彰式は、犬山市長顕彰、市子連会長表彰授与、
体験発表などを行います。
※総会は、市子連の事業報告や決算および監査報
告などを行います。

　子ども会活動にご理解ご協力をいただきありがとうご
ざいます。
　現在、市子供会育成連絡協議会には75の子ども会が加
入しています。子どもたちの笑顔があふれ、けがなく子
ども会活動ができるよう市子連スタッフの皆さんととも
に頑張っています。
　市子連に興味のある子ども会役員さん、また新たに地
域で子ども会を立ち上げたい保護者の皆さん、気軽に子
ども未来課育成担当にご相談ください。

市子連加入　子ども会紹介

犬山市子供会育成連絡協議会
会長　保浦　博志さん

犬山市教育部子ども未来課
育成担当　林　啓子さん

子ども会活動のリーダーと
なって後押しし、子どもたち
の健やかな成長を見守ってい
ます。ボランティアスタッフ
も随時募集しています！

市子供会育成連絡協議会の受
付窓口を担っています。書類
手続きや子ども会活動の相談
も受け付けています。

耳より
情報!!

地区 子ども会名 地区 子ども会名 地区 子ども会名 地区 子ども会名 地区 子ども会名

犬
北

東松本町 1区

犬
西

上野立野

犬
南

五郎丸中

東

前原台 5

楽
田

西楽田団地 5

東松本町 2区 上野東 橋爪上東 前原台 6 西楽田団地 6

天神町 上野新町 橋爪上西 長者町東 原

丸山すみれ 秋葉下 橋爪中 長者町中央 原北

丸山さくらA レインボー北笠屋A 地産団地 赤坂 追分

丸山さくらB レインボー北笠屋B 白帝 犬山ニュータウン 1 本郷東南

丸山つばめ レインボー北笠屋C 第 1名犬ハイツ 犬山ニュータウン 2 本郷北

内田東 レインボー北笠屋D

城
東

富岡新町北 犬山ニュータウン 3 本郷西

内田西 レインボー北笠屋E 富岡新町南・西 池
野
入鹿 二の宮

内田南 木津 富岡中東 冨士 勝部

内田北

犬
南

東専正寺 富岡雲雀ヶ丘

楽
田

一色浦 荒井

あおぞらっこ 時迫間

東

前原 西楽田団地 1
羽
黒

朝日

犬
西

上野城見 第一桜ヶ丘 前原台 1・2 西楽田団地 2 椿台

上野住宅 五郎丸北 前原台 3 西楽田団地 3 星和苑

上野米野 五郎丸南 前原台 4 西楽田団地 4 今井 今井っこ

地域の子どもは地域で育てる
～子ども会に入ろう～

子ども会活動が充実する！
活動の輪が広がる！
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第44回京大モンキー
日曜サロン

　「虫を食うサルも好き好き？：環
境DNAで探るサルの昆虫食」
　アフリカ・ウガンダで 3種のサ
ルを研究している京都大学霊長類
研究所の峠明杜さんにお話しいた
だきます。
日時　 3月25日㊐12：30〜13：15
場所　日本モンキーセンター
費用　入園料のみ　大人（高校生

以上）600円、小中学生400
円、幼児（ 3歳以上）300
円

五条川桜まつり＆桜並木と羽黒古道の
健康ウォーキング

●五条川桜まつり
日時　 4月 7日㊏11：00〜（少雨決行）（予備日 4月 8日㊐）
場所　JA羽黒支店駐車場広場
内容　桜コンサート　11：15〜　一芸披露、来場者カラオケ等
　　　飲食コーナー　11：00〜　うどん、みたらし等
　　　喫茶コーナー　13：30〜　小弓の庄にて
　　　�婦人会コーナー、移動児童館、煙道体験（火災時の煙の恐ろしさ

を体験し、大切な命を守ろう）
※一部内容変更する場合があります。
※会場周辺の方にはご迷惑をおかけします。
問合　羽黒コミュニティ
　　　松浦（℡090-8156-0778）

●桜並木と羽黒古道のウォーキング
日時　 4月 7日㊏ 9：00〜10：30（雨天中止）
集合　小弓の庄　 8：30〜 9：00
費用　無料
内容　ウォーキングコース　五条川左岸遊歩道、羽黒古道（山道） 6 ㎞

ほど（ウォーキング後、桜まつり会場にて模擬店商品 1点サービス）
※ケガ等に対する当日の安全管理は、自己責任でお願いします。
定員　先着30人
申込・問合　 4月 3日㊋までに羽黒出張所（℡67-0004　㊏㊐㊗を除く 9：

00〜17：00）へ
※当日の問い合わせは長谷川（℡090-2133-4870）へ
●同時開催
3 月31日㊏〜 4月14日㊏（予定）に羽黒五条川桜並木ライトアップを開
催します。

催 し

問合　日本モンキーセンター学術
部（℡61-2327　Fax62-6823

　　　Eメールinfo＠j-monkey.jp）
※詳しくはhttp://www.j-monkey.
jp/を見てください。

自然環境交流ひろば
　自分が生活している身の回りの
自然環境のことを、少し考えてみ
ませんか？環境保全活動などをし
ている市民活動団体も参加します。
日時　 3月25日㊐13：30〜15：00
場所　国際観光センターフロイデ

3階　会議室
内容　身の回りの自然環境につい

て意見を交換しよう
対象　自然環境に関心のある人
費用　無料
申込・問合　 3月23日㊎までに犬

山しみんていの会　川島・
金井（℡61-7710� Fax61-8108

　　　Eメールcenter＠inuyama-
　　　shimintei.com）へ

東京大学犬山研究林
春のふれあい
自然観察会

日時　 4月14日㊏10：00〜12：00
場所　市民健康館さら・さくら
　　　北玄関集合
※駐車場は南側第 3駐車場を利用
してください。
定員　先着20人
※中学生以下のみでの参加や、乳
幼児同伴による参加は不可です。
費用　 1人100円
持物　長袖、長ズボン、運動靴、

タオル、飲物、ヘルメット
（ヘルメットは貸出可）

申込・問合　 3 月19日㊊ 9：00か
ら環境課（℡44-0345）へ

国際交流員
ジャッキーの
「ドイツの部屋」

　ドイツの部屋は、ドイツの文化
や習慣を紹介するイベントです。
今回はドイツのイースターの習慣
を簡単に紹介します。白い卵の殻
にさまざまな模様を付けて、イー
スターエッグを作ります。出来上
がってから、楽しいドイツのゲー
ムも予定しています。
日時　 4月15日㊐14：00〜16：00
持物　 1人につき白い殻の生卵 1

個、汚れてもよい服
場所　犬山国際観光センター　フ

ロイデ　研修室 1

旧磯部家住宅
「犬山祭ミニチュア
　車

や

山
ま

展示」
　「犬山祭ミニチュア車山展示」
は、旧磯部家住宅運営委員会の主
催で、毎年好評を得ての開催です。
春に開催される犬山祭は、城下町
の町衆が代々大切に守り伝えてき
た祭りです。その祭りのシンボル
である「車山」のミニチュアを城
下町在住の皆さんが細部までこだ
わり、手づくりで製作しました。
この機会にぜひ見に来てください。
期間　 3月15日㊍〜 4月 8日㊐
場所　旧磯部家住宅
費用　無料
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444）

「サンフレンド
　オンリーわん
　アート」展

　戌
いぬ

年記念事業として、障害者支
援施設等の利用者が作成した、
「犬」の絵と陶芸作品を展示しま
す。
日時　 4月 2日㊊〜15日㊐
場所　市役所 1階市民プラザ
内容　障害者支援施設やグループ

ホーム等（犬山市、小牧市

戌年記念事業

わんスポランド
〜気軽にニュースポーツを体験し
てみませんか〜
日時　 4月 6日㊎　 5月11日㊎　

6月 1日㊎　 7月 6日㊎　
8月 3日㊎　10月 5 日㊎　
11月 2 日㊎　12月 7 日㊎　
1月11日㊎　 2月 8日㊎

　　　19：30〜21：00
　　　（当日19：20より受け付け）
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
内容　ニュースポーツ（カローリ

ング、ユニホッケー、キン
ボール）などの体験講習会

対象　市内在住・在勤・在学の小
学生以上

定員　50人
費用　無料
持物　運動できる服装、体育館

シューズ、タオル
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

等）の利用者が作成した、
「犬」をテーマにした絵画、
陶芸を展示。

問合　障害者支援施設サンフレン
ド　深津（℡47-1181）

定員　先着24人
費用　一家族500円
※当日講師へお釣りのないように
支払ってください。
講師　犬山市国際交流員　ジャク

リーン・シュピーザ
対象　小学 6年生までの親子
　　　（きょうだいでの参加可）
申込　 3月15日㊍〜23日㊎に、件

名「ドイツの部屋」、参加
人数、郵便番号、住所、氏
名、子どもの年齢、子ども
との関係、昼間連絡のつく
連絡先を直接来館または
ファックス、Eメールで犬
山国際交流協会事務局（Fax
63-0156�Eメールiia＠gra

　　　ce.ocn.ne.jp）へ
※ファックス、Eメールは返信を
確認してください。
問合　犬山国際交流協会事務局
　　　（℡61-1000　㊏㊐㊗　第 2・
　 　 4㊊除く 9：00〜17：00）
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募 集 平成30年度春季市民大会 開催日程

〈代表者会議〉 サッカー 3月30日㊎ 19：30〜　エナジーサポートアリーナ（市体育館）
野球 4月 1日㊐ 19：00〜　市勤労青少年ホーム
少年野球 4月 3日㊋ 19：00〜　市勤労青少年ホーム
ソフトボール 4月 7日㊏ 19：00〜　市勤労青少年ホーム
バスケットボール（一般女子・小学生） 4月28日㊏ 19：30〜　エナジーサポートアリーナ（市体育館）
　　　　　　　 　（一般男子） 6月30日㊏ 19：30〜　エナジーサポートアリーナ（市体育館）

事　業　名 期　　日 会　　　場 部　　　門 参 加 料 申込期限 備　　考

バレーボール 4月 1日㊐ エナジーサポートアリーナ
（市体育館)

一般女子（ 1・2部）
一般男子�

1 ﾁｰﾑ3,000円
（当日） 3月18日㊐

ソフトテニス
4月 1日㊐

山の田公園

一部（一般男子・高校生）
二部（女子・壮年）

1組　400円
(当日）

3月25日㊐

雨天予備日
4月22日㊐

4月 7日㊏ 中学生女子（団体･個人）
中学生男子（団体･個人） 無料 雨天予備日

4月30日㊡

少年軟式野球
（第39回）

4月 7日㊏〜
　　21日㊏ 木曽川犬山緑地 小学生

中学生 無料 4月 3日㊋

クレー射撃
4月22日㊐

関国際射撃場
スキート 1種目�200円

（当日）
当日
現地にて7月 8日㊐ トラップ

サッカー 4月 1日㊐〜
5月 6日㊐

羽黒中央公園（ハグスポ）
多目的スポーツ広場

一般男子Ａ
一般男子Ｂ（40歳以上）

1 ﾁｰﾑ4,000円
（体協事務局） 3月25日㊐ 雨天決行

テニス 4月 8日㊐ 山の田公園 一般・壮年ダブルス（男・女） 1組1,000円
（当日） 4月 1日㊐ 雨天予備日

4月15日㊐

バドミントン 4月15日㊐ エナジーサポートアリーナ
（市体育館)

一般男子ダブルス（ 1・2部）
一般女子ダブルス（ 1〜 3部)

1 人　600円
（当日） 3月30日㊎

弓道 4月15日㊐ 市弓道場 一般（男・女）
学生（男・女）��

1 人　200円
(当日) 4 月 7 日㊏

軟式野球
（第48回大会） 4月15日㊐〜 木曽川犬山緑地

一般 1部（Ａ・Ｂ級） 1 ﾁｰﾑ4,000円
（抽選会） 4月 1日㊐

一般 2部（Ｃ級・一般）

ソフトボール
4月15日㊐
　　22日㊐

山の田公園
エナジーサポート㈱
グラウンド

一般（男・女)
50歳以上男子

1 ﾁｰﾑ4,000円
（体協事務局） 4月 1日㊐ 雨天予備日

4月29日㊗

6月 9日㊏ 山の田公園 中学生女子 無料 6月 2日㊏ 6月16日㊏　

柔道 4月22日㊐ 市武道館�
柔道場

小学生（低・中・高学年） 無料
当日現地
にて有段・段外・女子 1人　200円

(当日）

バスケットボール

4月 7日㊏

エナジーサポートアリーナ
（市体育館)

中学生（男・女） 無料 ―

5月12日㊏ 小学生（男・女） 無料 4月 8日㊐

7月 8日㊐ 一般男子 1人　200円
（体協事務局）

6月 3日㊐ 空調費1,000円/
チーム徴収の場合あり

5 月13日㊐ 村田機械㈱体育館 一般女子 4月 8日㊐

春季市民
ハイキング 5月13日㊐ 朝熊山(伊勢) 一般 1人5,000円� 4 月 1 日㊐ 9 :00より受付

1人 3人まで申込可40人

卓球 5月13日㊐ エナジーサポートアリーナ
（市体育館)

一般ダブルス（男・女） 1人　200円
5 月 6 日㊐中学 3年（男・女）��

中学 2年（男・女） 無料

グラウンド・
ゴルフ 5月19日㊏ 木曽川犬山緑地

多目的グラウンド

ゴールド（男・女）
シルバー（男・女）
ブロンズ（男・女）����

1 人　500円
（体協事務局） 4月27日㊎ 雨天予備日

5月21日㊊

空手道(第19回) 5 月20日㊐ エナジーサポートアリーナ
（市体育館) （組手・形）学年ごと�� 1 人1,500円

（当日） 4月12日㊍

バウンドテニス 6月17日㊐ エナジーサポートアリーナ
（市体育館)

ダブルス団体戦 1人　300円
(当日） 6月10日㊐

ジュニア（男・女） 無料

問合　市体育協会
　　　（℡54-1016　市勤労青少年ホーム 1階）催 し

NHK公開セミナー
大河ドラマ『西

せ

郷
ご

どん』
　明治150年記念と博物館明治村
が所在することから「西郷どん」
の公開セミナーが開催されること
になりました。
日時　 4月15日㊐14：00〜15：30
　　　（開場13：00〜）
場所　南部公民館
講師　作家　童門冬二氏

演題　「敬天愛人で生きた男、
　　　　西郷隆盛」
費用　無料
申込　事前に 3月26日㊊（必着）

までに郵便往復はがきで申
し込み（私製はがき不可）

【往信表面】
〒461-8725�NHK名古屋放送局
「公開セミナー西郷どん」係
【往信裏面】①郵便番号　②住所
③氏名　④電話番号
【返信表面】
①郵便番号　②住所　③氏名
【返信裏面】
何も記入しないでください
（抽選結果を印刷します）
※応募多数の場合は抽選のうえ、
入場整理券（ 1枚で 2人まで入場
可）を送付します。
※満 1歳以上の子どもから整理券
が必要です。
問合　NHKプラネット中部
　　　（℡052-952-7381　平日10：

00〜18：00）またはNHK名
古屋ホームページ（http://
www.nhk.or.jp/nagoya/）

国際交流員によるドイツ語講座・受講者募集
A） 基礎コース（初級）
　ドイツ語を少し勉強したことがあって、アルファベット、数字が分かり、
自己紹介ができる人のための初級ドイツ語講座です。日常会話に使う表
現や文法の基礎を楽しく勉強しましょう！
※国際交流員ジャッキーによる基礎コースの続きです。今回のコースに
初めて参加する人は、希望者に前回の資料をお渡しします。申し込みの際、
国際交流協会事務局に申し出てください。
B） 応用コース（中級）
　ドイツ語能力を生かして、読解、文法、語

ご

彙
い

の知識を深めるための講
座です。ドイツ語の簡単な文章を読むことによって、ドイツ語でドイツ
の文化などについて学んだり、ドイツ語の文章を書いたりします。ドイ
ツ語のレベルアップを目指しましょう！

〈共通事項〉
日時　 4月10日〜 7月10日の毎週㊋（全10回）
　　　※ 5月 1日、 6月 5日を除く
　　　※ 5月 8日、 7月10日は予備日
　　　A）�18：50〜19：50
　　　B）�17：40〜18：40
　　　※講師の都合や天候により休講になる場合があります。
　　　�※講座開始90分前に犬山市に暴風警報、特別警報が発令されてい

る場合は、休講とします。
　　　�※休講の場合、予備日または講師が指定する日に補講を行います。

その場合、補講日は次回講座で講師からお知らせします
定員　各コース先着20人
費用　6,500円
※ 4月10日㊋に受講料を集めますので、30分前に事務局に来てください。
（お釣りのないようにお願いします。）
場所　犬山国際観光センター　フロイデ　 3階　会議室 3
講師　犬山市国際交流員　ジャクリーン・シュピーザ
教材　使用予定教科書
　　　A）�『Menschen�A1.1�Kursbuch』
　　　B）�『Menschen�A2.1�Kursbuch』
　　　※各自購入してください。
申込　 3月15日㊍〜23日㊎に、件名「ドイツ語講座」、希望するコース、

郵便番号、住所、氏名、昼間連絡のつく連絡先を直接来館または
　　　Eメール、ファックスで犬山国際交流協会事務局（Fax63-0156�Eメー

ルiia＠grace.ocn.ne.jp）へ
※Eメール、ファックスは返信を確認してください。
問合　犬山国際交流協会事務局
　　　　（℡61-1000　㊏㊐㊗、第 2・ 4㊊除く9：00〜17：00）
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インスタ活用講座
　犬山の情報を“インスタ”（イ
ンスタグラム）で発信しよう。撮っ
た犬山の写真に「＃犬山」をつけ
て世界に発信してみませんか。
日時　① 3月28日㊌　②30日㊎
※いずれも13：00〜16：00
場所　①犬山国際観光センタ―　

　フロイデ 1階
　　　　犬山ICT講習会
　　　②三光稲荷神社
※集合場所は 1日目にお伝えしま
す。

●掲載イベントのご案内
対象　18歳以上
費用　参加費は 1回目の講座日に支払ってください。
※トレッキングを各回で申し込みの人は当日に支払ってください。
※天候により内容の変更や時間を短縮する場合があります。
※受講決定については申込期間後に連絡します。申込者多数の場合、抽選となります。
※定員に満たない場合は引き続き定員に達するまで受け付けます。
申込方法　里山学センターに直接またはファックス、はがき、Eメールのいずれかで申し込んでください。
　　　①講座名②氏名③年齢④郵便番号⑤住所⑥電話番号⑦Eメールアドレスを明記してください。
※複数講座を申し込みの人は①に希望するすべての講座名を明記してください。
申込期限　 4月 6日㊎17：00必着
問合　犬山里山学センター（〒484-0094　塔野地字大畔364- 2 ）
　　　℡・Fax65-2121　Eメール�satoyama-gaku＠etude.ocn.ne.jp
　　　㊊除く（㊗の場合は翌日） 9：00〜17：00

対象　市内在住または在勤の18歳以上の人
申込　 4月 5日㊍　南部公民館 1階　展示室 2・ 3
　　　① 9：00〜10：00�初心者の人を先着順に受け付けます（定員になり次第終了）。
　　　②11：00〜12：00�定員に満たない講座は経験者の人を先着順に受け付けます（定員になり次第終了）。
　　　③13：00〜17：00�さらに定員に満たない講座は電話での申し込みを受け付けます（定員になり次第終了、
　　　　 4月 7日㊏17：00まで受け付け）。
※詳細については、南部公民館事務室で資料を配布します。
問合　南部公民館�（℡68-0834）
【南部公民館】

講座名 期間 曜日 受講料 材料（教材）費 講師

手作りパン講座 4月24日〜 9月11日 ㊋

3,000円

7,000円 寺沢有規氏

リフレッシュ・ヨガ講座 4月18日〜 9月19日 ㊌ ー 太田和世氏

健康太極拳講座 4月25日〜 9月 5日 ㊌ ー 西代晃子氏

うたごえ教室 4月21日〜 9月 8日 ㊏ 2,000円 植村亞矢氏

旬の食材を使ったヘルシー
料理講座 4月26日〜 9月13日 ㊍ 1回目　3,500円

6 回目　3,500円 田中貴久枝氏

おしゃれ園芸
�（ガーデニング）講座 4月20日〜 9月14日 ㊎

初回　　3,500円
2 回目以降

3,500円〜4,000円
安藤祥子氏

季節を楽しむ
お菓子作り講座 4月25日〜 9月19日 ㊌ 3,600円 山田章子氏

新たな自分を発見する
ぬりえセラピー講座 4月25日〜 9月12日 ㊌ ー ふじわらまりこ氏

【塔野地公民館】
講座名 期間 曜日 受講料 材料（教材）費 講師

リラックス・ヨガ講座 4月17日〜 9月 4日 ㊋ 3,000円 ー 大原祐美加氏

講座名 回 日時 内容 募集人数 受講料

森
林
管
理
者
育
成
講
座

イヌヤマフォレスター
養成講座

「森を知ろう！
森の健康状態を調べ管理技術
を学ぶ」
※実技は八曽や善師野で実施

1 4 月21日㊏

9：30〜15：00

開講式と木の芽

20人 3,000円

2 5 月19日㊏ 森を測る①　雑木林の構造

3 6 月16日㊏ 森を測る②　人工林の構造

4 7 月14日㊏ 森の整備　方針を立てる

5 9 月15日㊏ 森を調べる　雑木林

6 10月20日㊏ 森を作る①　雑木林の手入れ

7 11月17日㊏ 森を作る②　人工林の手入れ

8 12月15日㊏ 森の魅力づけ
ワークショップ・閉講式

農
業
者
育
成
講
座

米づくり塾
「米づくり体験」

1 6 月10日㊐ 9：00〜15：00 田植え

10人 3,000円

2 7 月22日㊐

9：00〜12：00 稲作の管理3 8 月26日㊐

4 9 月23日㊗

5 10月28日㊐ 9：00〜15：00 稲刈り

女性の畑と園芸教室
「暮らしの中に花・
　野菜・ハーブを」

1 4 月19日㊍

10：00〜14：00

季節に合わせ、花と野菜の種
まきや苗作りをします。里山
学センターの花壇の手入れや
植え替えをします。
5回講座の他にオプション講
座があります。

15人 2,500円

2 5 月17日㊍

3 6 月21日㊍

4 9 月20日㊍

5 11月15日㊍

自
然
観
察
講
座

里山めぐり
トレッキング
「郷土の里地里山をめぐり、
犬山を知るトレッキング」
※トレッキングポールの貸し
出し有
※全コース申し込みの人優先

1 4 月28日㊏

9：30〜14：30
※雨天中止
ただし中止が 3回
を超えた場合は振
り替えします。

八曽石見山コース

20人

1 回500円

6 回全コー
ス申し込み
の場合
2,000円

2 5 月26日㊏ 犬山池めぐりコース

3 7 月28日㊏ 八曽滝めぐりコース

4 9 月22日㊏ 八曽石洞コース

5 11月24日㊏ 善師野駅　継鹿尾山コース

6 1 月26日㊏ 栗栖神社　西山コース

平成30年度犬山里山学センター講座　受講生募集

平成30年度公民館講座　前期受講生募集

内容　①インスタで情報収集
　　　②インスタで写真投稿
定員　20人（応募者多数の場合は

抽選）
講師　特定非営利活動法人いぬや

まe-コミュニティーネット
ワーク講師　佐藤知子

持物　スマートフォンまたはタブ
レット

※受講者はインスタグラムのアプ
リケーションインストールおよび
アカウント取得を事前に行ってく
ださい。
※受講決定者に限り事前相談を受
け付けます。

費用　 1人3,000円（ 2講座分）
申込・問合　 3月16日㊎〜22日㊍
　　　平日 9：00〜17：00に特定非

営利活動法人いぬやまe-コ
ミュニティーネットワー

　　　ク（Eメールict_apply＠inu
　　　yama.net　℡62-1888）ヘ
※Eメールの件名は「インスタ活
用講座」としてください。
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文化の薫り高い
まちづくり事業
補助金

　市の魅力を内外に発信し、市の
認知度の向上や交流人口の拡大を
図る目的で開催される継続性のあ
る文化芸術事業に対し、平成30年
度、補助金の実施を予定していま
す。（公募式）
対象となる事業
　　　�市内において開催される文

化芸術事業で補助金の効果
が期待できる事業（ 5事業
を上限に決定します。ただ
し、国、地方公共団体から
の補助、助成または委託を
受けている事業を除きま
す）。

対象となる団体
　　　�非営利の団体（実行委員会

形式のものを含む）。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

事業実施期間
　 　 �4 月 1 日㊐〜平成31年 3 月

31日㊐
補助額 　 1事業あたり 5万円を限

度額とし、補助対象経費の
2分の 1以内の額

申込・問合　 4月13日㊎までに応
募書類を文化スポーツ課
（℡44-0353）へ（郵送可）

※応募書類をもとに選定委員会の
審査により決定します。
※詳しくは、市ホームページまた
は文化スポーツ課にある資料を見
てください。

自転車等駐車場を快適に利用するために
　市では、道路交通の円滑化や交通事故の防止などを目的に、駅周辺に
自転車と原動機付自転車の駐車場を設けています。皆さんが快適に自転
車等駐車場を利用してもらえるよう、定期的に巡回し、条例に基づき場
内に長期間放置された自転車等を撤去するなどの管理を行っています。
　快適な自転車等駐車場の維持のため、皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

撤去対象　長期間放置されたとみなされた自転車等
※撤去対象を把握するために、事前に利用状況の調査を行っています。
保管期間　 6か月間（引き取りがない場合は市が処分）
返還費用　自転車1,000円　原動機付自転車2,000円

●自転車にはカギかけを！
　平成29年中の犬山警察署管内の自転車盗認知件数は137件です。（うち、
犬山市83件）
　「カギをかけていない自転車」の盗難が年々増加しています。カギかけ
が被害を防ぐ「キーポイント」です。
　自転車盗難の被害にあわないために、下記の①〜④が有効です。
　　　①短時間でも必ずカギをかける
　　　②カギはツーロックにする
　　　③防犯性能の高いカギを利用する
　　　④できる限り明るい場所に止める
問合　地域安全課（℡44-0347）

消費者トラブルに
気をつけて

加熱式タバコの誤飲に注意！
〇�9 か月の息子が加熱式タバコの
吸い殻を割って口に入れていた
ところを父親が発見した。すぐ
に口からかき出した。
〇�母親が家事をしていた隙に、 1
歳の息子がごみ箱にあった加熱
式タバコをなめていた。すぐに
救急車を呼んだ。

アドバイス
「加熱式タバコ」は従来のタバコ
と異なり火の始末の必要がないた
め、使用後のスティック等を直接
ごみ箱へ捨ててしまいがちですが
子どもの手の届くところに廃棄す
るのは絶対にやめましょう。誤飲
した際は、口の中にタバコの葉が
残っている場合はかき出しましょ
う。水や牛乳等を飲ませるとニコ
チンが水分に溶け出し、体内に吸
収されやすくなるため、何も飲ま
せずに直ちに医療機関を受診しま
しょう。

●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）

愛知北FM（84.2MHz）
「チャレンジ犬山」

　市では毎月第 2・ 4㊎ 8：30か
ら愛知北FMで市政情報や市民団
体の活動を紹介する「チャレンジ
犬山」を放送しています。市の事
業やイベントのお知らせや、市民
団体の活動などを紹介したりする
ミニコーナーです。 4月からは
8：40からの放送となります。ぜ
ひ聴いてください。
問合　企画広報課（℡44-0311）

無料相談窓口

　楽田駅東側の駐輪場を増設しました。また善師野駅南側の増設工
事も実施しています。（下図赤色の部分）

▲

善
師
野
駅

▲

楽
田
駅

N

駅舎

公衆便所

N
農地

駅ホーム

農地

駅舎

公衆便所駅舎

住民票の写し等の
交付に係る本人通知
制度を開始

　住民票の写しや戸籍謄本などの
証明書類の不正取得により、個人
の権利が侵害されることを防止、
抑止するため、本人以外の代理人
や第三者へ交付した場合に、事前
に登録した人へ交付した事実を通
知する本人通知制度を開始しまし
た。
　通知を希望する人は事前に登録
が必要です。詳細は窓口または電
話で問い合わせてください。
問合　市民課（℡44-0303）

文化芸術活動
全国大会等出場者
激励費支給制度

　平成30年度より文化芸術分野に
おいて全国大会などに出場した場
合に、激励費を支給する制度が始
まります。
対象　市内に在住・在勤・在学の

いずれかの個人または団体
方法　大会が開催される日の10日

前までに所定の届出書と次
の添付書類を提出

　　　�①予選または選考会の経緯
を記載した書類

　　　�②出場大会の内容が記載さ
れた書類（開催要項など）

　　　�③大会への出場が決定した
ことを明らかにする書類

支給額　個人　 1万円
　　　　団体　 1〜 5万円
問合・提出　文化スポーツ課
　　　　（℡44-0353）
※詳細は市ホームページを見てく
ださい。　

　警察官や警察職員は、人びとのために、そしてこれから生まれ、育っ
ていく子どもたちの明るい未来のためという使命と誇りをもって働い
ています。
　「愛知の安全・安心を守る」という志を抱く仲間を募集しています。
職種　警察官　　大卒程度・高卒程度
　　　警察職員　大卒程度
※詳細は受験案内を見てください。
犬山警察署では春と夏に採用説明会を実施しています。
問合　犬山警察署　警務課（℡61-0110　内線212）
　　　採用センター（℡052-961-1479�㊊〜㊎（㊗除く）9：00〜17：15）
　　　愛知県警察　ホームページ（http://pref.aichi.jp/police/）
　　　愛知県警ツイッター（＠AP_saiyo）
　　　愛知県警察本部採用センター　LINE＠（ID：sum5558x）

第1回　警察官・警察職員募集
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福祉医療費助成の
払い戻し申請
について

　福祉医療費受給者（子ども・障
害者・母子父子家庭・精神障害
者・後期高齢者福祉医療受給者）
が県外等の医療機関等の窓口で各
受給者証を使用しないで支払った
保険診療自己負担額の払い戻し
は、市役所か出張所で申請が必要
です。
※領収証の有効期間は、医療費を
支払った日の翌日から5年間です。
問合　保険年金課医療担当
　　　（℡44-0328）

NHK放送受信料の
助成について

　昭和57年から防衛省で実施して
きたNHK放送受信料に係る助成
（半額）制度を見直すことになり
ました。
　事業所（会社・店舗等）および
助成対象区域への新規転入者は、
平成30年 3 月31日をもって助成制
度を終了します。
　また、その他の対象者について
は、平成30年 9 月から順次見直さ
れます。詳しくは東海防衛支局の
ホームページ（http：//www.mod.
go.jp/rdb/tokai/）を見てください。
問合　東海防衛支局
　　　周辺環境整備課
　　　（℡052-952-8225）

平成29年度　犬山市歴史まちづくり賞
受賞物件が決まりました！

　城下町の町並みを守っていく機運を高め次世代へ継承していくために、
城下町の景観や風情の向上に貢献している伝統的な意匠等を残す建造物
を表彰する市歴史まちづくり賞事業が今年度よりスタートしました。住
宅部門とその他部門について皆さんから募集をしたところ、18件の候補
が挙がりました。市歴史まちづくり協議会専門部会の委員による審査を
経て、住宅部門 3件、その他部門 5件が表彰されることとなりました。
受賞が決まった物件は以下のとおりです。
　受賞理由など詳しくは市ホームページを見てください。

※平成30年度も犬山市歴史まちづくり賞を実施します。応募要領等詳細
が決まり次第、広報に掲載します。
問合　歴史まちづくり課（℡44-0354）

住宅部門

その他部門（店舗、事務所、蔵など）

▲真野家住宅 ▲田中家住宅 ▲髙木家住宅

▲小島醸造

▲三井家

▲犬山おどき

▲藤澤製菓

▲Cafebar河橋

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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1 大澤　美香 61-1322 本町、中本町、下本町、鍛治屋町
2 小川愼太郎 62-7888 練屋町、新町、魚屋町、東新道
3 武藤　　健 61-3561 南熊野町、北熊野町、枝町、寺内町
4 紀藤　秀夫 62-6704 御幸町、西松本町、富士見町
5 山本　友子 61-9019 東松本町1区、ハイタウン�
6 酒井　敏子 61-8526 東松本町2区、犬山警察署寮
7 澤野美代子 61-0372 東余坂、西余坂、小島町
8 尾関　順子 62-2635 丸山1、丸山2、丸山3�
9 秋田眞由美 61-3327 丸山4、丸山5、老人ホーム
10 伊藤　直之 61-4131 南丸山、丸山南別祖
11 伊藤　久美 62-7026 丸山天白町東、丸山天白町中、丸山天白町西
12 宮下　　弘 61-4334 内田1区、内田2区
13 小島　成夫 61-4758 内田3区、名鉄ホテル独身寮
14 進藤　一行 61-4409 内田4区、内田5区、
15 三谷　文子 62-1630 西新道、東丸ノ内、西丸ノ内、大手町
16 橋本　和子 61-0630 上大本町、西図師、大本町、下大本町
17 大須賀好子 61-3091 坂下大本町、材木町、七軒町、鵜飼町
18 小川真由美 61-2089 井堀町南、井堀町北、新坂町
19 長谷川泰彦 61-1814 上中切、中々切北
20 野呂　一彦 62-1712 木津東、木津北、木津白帝台、木津白桜
21 鈴木　嘉一 61-8412 木津南、木津西、木津中、東洋紡寮、東洋紡社宅
22 後藤　尚光 62-5951 天神町1、天神町2
23 中村　敏行 62-0509 天神町3、天神町4・5
24 奥村恵美子 62-1001 中々切東、中々切西、中々切南　　
25 森川小夜子 61-3031 名栗町、外町、坂井町、猪ノ子町�
26 松永　汎人 61-0438 出来町、末広町、犬山口、南徳明町、北徳明町
27 織田　寛子 61-0331 薬師町、愛宕町、木ノ下
28 千田八重子 61-3865 東専正寺町、西専正寺町
29 谷貝　圭子 62-3638 中三笠町、レインボー北笠屋、北三笠町�
30 長谷川文男 61-3181 レインボー犬山秋葉下、南三笠町1、南三笠町2
31 前田　多門 62-2385 村田機械社宅、第2名犬ハイツ、県営橋爪住宅、村田機械寮
32 河田美喜夫 61-0917 橋爪上東、橋爪上北
33 宮島まち子 62-1734 橋爪上西、橋爪上南
34 原　康眞佐 65-1808 橋爪中北
35 髙木　光子 62-0872 橋爪中南
36 山内　正昭 61-2098 日生住宅、白帝団地
37 佐橋　隆弘 61-6810 五郎丸南第1、五郎丸南第2
38 佐橋　正夫 62-2229 五郎丸北第1
39 梅田　新治 62-2286 五郎丸北第2
40 伊藤百合子 62-6711 名犬ハイツ
41 布目　訓久 62-7068 地産団地A、地産団地B

42 成田すみ枝 62-1785 犬山ニュータウン1、犬山ニュータウン2、
犬山ニュータウン3、犬山ニュータウン4

43 佐野眞知子 65-0635 第1桜ヶ丘、橋爪国正
44 守屋　嘉久 61-5016 時迫間
45 谷　　和美 62-2114 上野城見、清水屋寮、オリンパス社宅
46 大杉　治三 62-2721 コープタウン犬山
47 髙木　力三 62-1899 上野米野�
48 小栗　　忍 62-2714 上野東
49 安江久美子 62-7103 上野西、上野南
50 村野　賢次 62-3703 上野住宅�
51 松尾　伸子 62-7604 上野新町�
52 奥村　政章 61-4535 四ツ家、中屋敷、祢宜洞、虎熊
53 後藤富士子 61-2571 石蔵、観音堂、岩穴
54 吉原　支郎 62-4039 前原上東、前原上西、前原中
55 小川　忠志 62-4100 前原下、前原向屋敷、前原新田
56 吉田美知子 62-8218 前原台1、前原台2
57 福岡　玲子 62-0874 前原台3、前原台4
58 渡邊　光夫 62-2782 前原台5、前原台6�

59 和田　和枝 62-0806 杉1、杉2、杉3、大畔京大、犬山病院、
ハートフル、ぬく森、ひかり学園

60 紀藤　隆通 61-5093 南西1、南中、南東
61 中村多香子 65-1360 南西2、青木団地
62 塩入　裕明 62-3885 第2桜ヶ丘、長見
63 亀井　郊美 62-0404 塔野地北、中浦、城東団地
64 間宮美智子 61-3268 中東、中西1、中西2、寺田
65 奥村眞知子 61-1911 上切、中切、寺洞（寺洞1　寺洞2）
66 吉田　光一 61-4215 清水、伏屋、向野

67 森岡水穂子 65-1018 もえぎヶ丘1、もえぎヶ丘2、もえぎヶ丘3
68 岩井みつ子 63-3655 四季の丘1、四季の丘2、四季の丘3、四季の丘4
69 田中　町子 55-3326 四季の丘5、四季の丘6北、四季の丘6南、四季の丘7

70 酒井　敏夫 61-4222 富岡東1、富岡東2、富岡中、ひばりヶ丘1､
ひばりヶ丘2、溢愛館

71 沢田　一夫 61-4383 富岡西、富岡新町1、富岡新町4、富岡新町5

72 平井百合子 61-8392 富岡新町2、富岡新町3－1、富岡新町3－2、
キルシェハイム、さくらんぼ

73 大岩　佳子 62-3335 栗栖全域、継鹿尾
74 栁　富美代 65-0512 善師野台1、善師野台2、善師野台3、善師野台4
75 吉野　泰永 67-2002 成海、貴船住宅、日の出町
76 岡田加多司 68-2830 八幡北、八幡町、ナビタウン1、ナビタウン2
77 井藤　秋男 68-0544 蝉屋、八幡前住宅1、八幡前住宅2

78 石田　耕司 67-8747 川原口、二日町、金屋団地第1、金屋団地第2、
ﾚｲﾝﾎﾞｰ第二羽黒

79 森藤美佐子 67-5558 稲葉、城南、城中、城北、大橋

80 森川　弥生 67-6287 堀田第1、堀田第2、鳳町、レインボー羽黒、
ベルヴィル、ベルドゥエ

81 保浦　髙志 67-7525 朝日
82 吹上
83 奧村　勝 67-1603 安戸、赤坂、外山、鉾添
84 佐橋　孝子 67-3719 尾張富士グリーンハイツ
85 佐々　　忍 67-8731 緑ヶ丘北、緑ヶ丘南
86 箕浦　仁美 67-3936 長者町団地1、富士苑
87 折田　玲子 67-8579 長者町団地2、長者町団地3
88 市川　通子 67-8904 長者町団地4、長者町団地5
89 田中　整治 67-7168 長者町団地6、長者町団地7
90 辻　　保之 67-8345 富士見ヶ丘、朝日ヶ丘第1、朝日ヶ丘第2�

91 武内　義久 67-0035 東菊川､ 西菊川､ 北野､ 米野東､ 起､
稲葉製作所寮､ メープル都築

92 寺沢　京子 67-2790 高橋、東椿、星和苑、シキシマ寮
93 三田村芳恵 67-5871 椿、椿台団地、南椿台団地、羽黒工業団地
94 木村　賢司 67-5272 日の出住宅1街区A、日の出住宅1街区B
95 松岡　慎吾 67-7725 日の出住宅2街区A、日の出住宅2街区B
96 伊藤惠美子 67-6934 日の出住宅3街区A、日の出住宅3街区B
97 塩田　晴海 67-8006 つつじヶ丘
98 武藤　博紀 69-1506 桃山台�
99 武内　建資 67-3430 内久保、荒井、蓮池、ひまわり、蓮池寮、市邨学園
100 加藤　 昭 68-1086 二ノ宮、倉曽、南二山、白寿苑
101 江口 のぶ 67-4166 山崎、北二山、番前、二ノ宮団地�
102 鈴木佳代子 67-2322 長塚、長塚2、長塚3
103 池尾　和幸 67-0653 長塚4、福住、山ノ田腰
104 鈴木　直子 67-2501 追分1、追分2、県営住宅F、県営住宅G
105 奥野　大和 67-5523 県営住宅A､ 県営住宅B､ 県営住宅C､ 県営住宅D､ 楽田原
106 永津　敏一 67-2346 原第1､ 原第2､ 県営住宅E、グリーンタウン楽田
107 池田　勝治 67-1928 本郷第1、本郷第4
108 榊原　節夫 67-5290 本郷第2、本郷第3
109 長縄　秋良 67-4469 西北野、焼野、勝部1、勝部2、今仙寮

110 松山　陽子 67-1058 横町、楽田工業団地、鶴池、南ニュータウン、
イトーテック犬山寮

111 吉野　正惠 67-1027 楽田下本町、上本町、中町
112 兼松　充子 67-0864 青塚、青塚新町、巾、一色浦、三和
113 押谷　重昭 67-2864 西楽田団地1、西楽田団地2、西楽田団地3�
114 御手洗和子 68-2548 西楽田団地4、西楽田団地5、西楽田団地6
115 千葉みつる 68-1295 神尾
116 宮島　典子 68-0143 入鹿�
117 奥村　正成 68-0155 富士、安楽寺、ヒルズ入鹿
118 和田　幹子 65-1767 犬山北地区全域　主任児童委員
119 伊東　優香 61-5823 犬山北地区全域　主任児童委員
120 長嶌　貴栄 62-5520 犬山南地区全域　主任児童委員

121 鈴木　由美 髙木様方
61-1361 犬山南地区全域　主任児童委員

122 林　すわ子 61-4774 城東地区全域　主任児童委員
123 紀藤由美子 62-8429 城東地区全域　主任児童委員
124 武内　久惠 67-0165 羽黒地区全域　主任児童委員
125 沖藤　妙子 67-7779 羽黒地区全域　主任児童委員
126 河村　真江 69-0616 楽田地区全域　主任児童委員
127 杉本　裕子 67-2022 楽田地区全域　主任児童委員
128 新井　里恵 68-2524 池野地区全域　主任児童委員

番号 氏名 電話番号 担当区域 番号 氏名 電話番号 担当区域

　民生委員・児童委員は、日常生活での悩みや心配ごとを持つ人の身近な相談相手であり支援者です。秘密は厳
守されますので、気軽に相談してください。� 問合　福祉課庶務・生活保護担当　（℡44-0320）

任期：平成31年11月30日まで（平成30年 3 月 1 日時点）　民生委員・児童委員一覧表

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、とても
危険です。皆さんのお宅の住宅用火災警報器もそろそろ10年。交換の時期です。
【設置時期を調べるには】 
住宅用火災警報器を設置した時に記入した「設置年月」、または、本体を取り外し（住宅用火災警報器の多くは、
反時計回りに回すと取り外せます。）、本体裏側に記載されている「製造年」を確認してください。詳細は下記に
問い合わせてください。

問合　消防本部　予防課（℡65-3123）

住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう。

そ
ろ
そ
ろ
10
年
。

家
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を
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機
器
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す
。
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はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「唾液の隠されたパワー・その1」
　唾液は、人間にとってなくては
ならない、最も重要な体液の一つ
です。「食べ物を飲み込むための
水分」という以上に、全身の健康
にかかわる活躍をしています。
　かつて歯の治療を受ける子ども
たちの口の中はすぐに唾液でいっ
ぱいになりましたが、最近は口の
中に唾液がたまらない子どもが増
えているようです。軟らかい食べ
物が増えたことで幼少期に必要な
「咬

か

む訓練」ができていないこと
が原因と言われています。
　唾液が最も出るのは食事中で普

災害時の水利・
緊急車両通行調査

　消防署では、火災時に使用する
防火水槽や消火栓などの水利調査
を行うとともに、その周辺の道路
状況調査も行っています。
　この調査に合わせて、地域から
の要望により、指定の道路につい
ての通行調査を行います。
内容　消防車や救急車の通行確認
※緊急出動があった場合は、中止
します。
対象　町会長など地域の代表者に

より依頼された地域
問合　消防署警防担当
　　　（℡65-0119）

平成30年度
危険物取扱者試験

試験日
第 1 回　 4月22日㊐　全種類
　公示日　　 2月26日㊊
　電子申請　 3月17日㊏〜26日㊊
　 　 　 　 9：00〜17：00
　書面申請　 3月20日㊋〜29日㊍
　会場　名古屋工学院専門学校
第 2 回　 6月10日㊐　全種類
　公示日　　 4月16日㊊
　電子申請　 5月 5日㊏〜14日㊊
　 　 　 　 9：00〜17：00
　書面申請　 5月 8日㊋〜17日㊍
　会場　愛知大学豊橋キャンパス
第 3 回　　 6月17日㊐　全種類
　公示日・申請期間は第 2回と同じ
　会場　名古屋工学院専門学校
※詳しくは問い合わせてください。
問合　消防本部予防課
　　　危険物担当（℡65-3123）

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てみませんか〜

　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

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日をもって閉館となります。

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するので、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）

段の約10倍と言われています。咬
まない食事ではピーク量が減るた
め、食事以外の場面でも唾液が出
にくくなります。
　唾液には歯を強くする性質もあ
ります。食事をすると歯の表面に
付いたプラーク（歯

し

垢
こう

）が酸を作
り、酸に弱いエナメル質はわずか
ですが溶け始めます。これが「む
し歯」の始まりで「脱

だっ

灰
かい

」です。
脱灰のままむし歯が進行してしま
うのを防ぐのが唾液の力です。食
事で酸性になった歯を中性に戻
し、溶けたエナメル質を、再び表
面に定着させます（再石灰化）。
絶えず繰り返される脱灰と再石灰
化のバランスをよく保つことが健
康な歯の基本です。唾液の少ない
口は脱灰の時間が長くなるので酸
への抵抗力が弱く、むし歯になり
やすい状態になります。

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

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

18日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

くすりに関する
相談

犬山薬局
薬剤師
江畑容子氏

⑤アルコール
　相談

14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については前日までに要予約（相談は1人15分程度）
問合　①〜②、④〜⑤市民健康館（℡63-3800）
　　　③保健センター（℡61-1176）

4 月の健康無料相談ガイド

平成30年度
高齢者タクシー
利用券申請受付開始

　高齢者の外出支援を目的に、タ
クシー料金の基本料金相当額を助
成するタクシー利用券を交付しま
す。
　交付を受けるには毎年申請が必
要です。
枚数　最大28枚

対象　満85歳以上の人（ただし、
障害者タクシー料金助成の
対象となる人を除く。）

持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝×横
3㎝） 1枚、申請書

場所　長寿社会課
※平成29年度に高齢者タクシー利
用券の交付を受けた人には、各出
張所でも申請できるよう 3月下旬
に申請書を郵送します。
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
しん相談センターに問い合わせて
ください。
●『さくらの会』
�近所に住む同年代の人と触れ合
う機会を持とうと、平成25年に立
ち上げました。『明るく、元気に、
楽しく』をモットーにして毎月第
3金曜日の13：30から15：30に第二
桜ヶ丘集会所に集まっています。
お茶を飲みながら話をしたり、出
前講座で知識を得ています。家の
中では会話が少ないけれど、ここ
にくるとたくさん話せて笑顔にな
れます。今回の百人一首かるたと
りは、童心に返り、楽しみました。
参加費は年600円（月50円）です。
気軽に遊びに来ませんか。

　城東地区の集える場に関する問
い合わせは、城東地区高齢者あん
しん相談センター（℡61-7800）
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）
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子 育 て 時間外受付 水道緊急時

市 税 等
納 期 限

税金の納め忘れは
ありませんか？

　市税は、納税者が定められた納
期限までに自主的に納めていただ
くことになっています。
　「うっかり忘れ」などで、納期
限を過ぎても納めていただけない
ときは、督促状により納税を促す
ほか文書による催告をおこないま
す。
　納期限を過ぎると、納期限内に
納付した人との公平性を保つため
にも、本来納めるべき税額のほか
に延滞金も併せて納付することに
なったり、差し押さえなどの滞納
処分を受けることになります。
　このように、市税の滞納は、納
税義務者にとって不利益となるだ
けでなく滞納整理には費用がかか
り、この費用も納税者の税金から
支出することになりますので、市
税を有効に活用するためにも、納
期限内に納付してください。
　なお、病気や災害などやむ得な
い事情で納付が困難な場合は、早
めに収納課へ相談してください。

●口座振替を利用してください
　納め忘れを防ぐには、指定した
預貯金口座から自動的に振替納税
する口座振替が便利です。
　申し込み手続きは、市税等の納
税通知書または領収証書、預貯金
通帳、通帳使用印を持参のうえ、
犬山市指定の金融機関へ直接申し
込んでください。
問合　収納課（℡44-0317）

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、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。

毎月第 1 ・第 3 火曜日
3 /20㊋、 4 / 3 ㊋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
3 /25㊐、 4 / 8 ㊐ 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
3 /25㊐、 4 / 8 ㊐ 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）

　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 4月 2日㊊

国民健康保険税 10期

介護保険料 12期

後期高齢者
医療保険料 8期

シニアのための
スマートフォン講座

　シニアの人にもわかりやすくス
マートフォンの操作方法をお教え
します。タブレットも可能です。
スマホはお貸しします。
日時　 3月19日㊊　10：00〜15：00
　　　（昼休憩 1時間含）
場所　福祉会館304会議室
定員　各回先着15人
費用　2,000円（テキスト代込）
申込・問合　かにぱそこんくらぶ
　　　谷中（℡080-6945-3880）
　　　�まちかどボランティアセン

ター犬山　酒井（℡090-
8470-2821）

波の会・萌の会
合同絵画展

　洋画教室波の会・萌の会会員が
絵画活動で描いた作品を展示しま
す。
日時　 3月20日㊋〜25日㊐
　　　10：00〜17：00
　　　�（初日は13：00から最終日は

15：00まで）
場所　市立図書館 2階　展示室
内容　風景画、静物画など60点
問合　杉田（℡27-7127）

入鹿切れ
150年忌慰霊祭

　明治元年に入鹿池が決壊し、未
曽有の大被害をもたらしてから
150年の節目の年となります。
　受難者の慰霊とこの被害を後世
に伝えるため、慰霊祭を行います。
　ご遺族、関係者のほか一般、地
域の皆さんも参拝できます。
日時　 4月11日㊌14：00〜
場所　妙国山　興禅寺
　　　（羽黒字城屋敷16）
費用　無料
問合　入鹿用水土地改良区
　　　事務局（℡67-0031）

彫刻村2018展
　昨年 8月に行われた「彫刻村
in2017」で制作された木彫り作品
を集めた展覧会です。
日時　 3月28日㊌〜 4月 1日㊐
　　　 9：30〜17：00
　　　（最終日は16：00まで）
場所　名古屋市博物館　 3階
　　　市民ギャラリー
費用　無料
問合　加藤（℡080-5291-4477）

パール＆天然石
アクセサリー展

　期間中は天然石ブレスレット作
り体験教室を開催予定です。
日時　 3月29日㊍〜 4月 2日㊊
　　　10：00〜17：00
　　　（最終日16：00まで）

場所・問合　ぎゃらりぃ木屋
　　　�（犬山字東古券498　℡61-

0591）

粘土で
犬を作ろう

　粘土で犬などを作り素焼き後、
色をつけます。
日時　 3月31日㊏
　　　①10：00〜　②13：00〜
※色付けは 4月29日㊗10：00から
です。色付け当日に参加できない
人は、こちらで色付けします。
場所　工房尾張桃山
　　　（栗栖字古屋敷35）
対象　 3歳以上から小学生まで
※保護者同伴
定員　各回10人
費用　500円（粘土代、素焼代）
申込　先着順（Fax61-8195）
問合　工房「尾張桃山」
　　　（桃太郎神社前）
　　　（℡080-5132-5638）

巨樹・古木を巡る
　春の犬山を彩るサクラを中心に
城下町の“巨樹・古木”を訪ねま
す。
日時　 4月 1日㊐ 9：30
集合　市役所玄関前（小雨決行）
費用　300円（資料代、保険料）
問合　犬山市エコアップリーダー
　　　巨樹巨木調査グループ
　　　原田（℡62-1059）
　　　木村（℡62-2043）

掲載を希望する人は、企画広報課
広報・広聴担当へ。 5月 1日号の
締め切りは 3月20日㊋、 5月15日
号の締め切りは 4月 2日㊊

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

戌年記念事業
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ジュニアアスリート育成強化事業開催『めざせ！犬山育ちのトップアスリート！』

平成30年度スポーツ教室　〜スポーツしよう！〜

●ソフトテニス教室
　 1月 8日㊗から
3回にわたって、
指導者に「勝つた
めのソフトテニス
熊田道場」著者、
熊田章甫氏を招い
て「ソフトテニス教室」を開催しました。市内中学校ソ
フトテニス部員16人と部活動顧問が参加。
　南部中女子生徒は、「説明がわかりやすい。今後は膝を
曲げて体勢を低くして打てるようにしたい。」と練習の課
題を見つけていました。熊田氏は説明したストロークを
試合で使えるところまで何度も繰り返し指導しました。
生徒もそれに応え、真剣に取り組んでいました。
　熊田氏より「練習の目的がはっきりしてきて動きがよ
くなった。ラケットの構え、フットワーク、狙って打つ
ということを常に頭に置いて練習すること。」とアドバイ
スがあり、ひとりひとりのレベルが向上した教室となり
ました。

●スキー教室
　 1月27日㊏・28日㊐の 2日間、モンデウス飛騨位山ス
ノーパークで、全日本スキー連盟指導員の青木隆則氏の
指導のもと「スキー教室」を開催しました。小学生 3人
が参加。
　 1日目の午前中は、体重移動、脚の使い方、上体の向
きなどの基本動作を、午後は、ポールを使用しての講習
を受け、特にポールの中を滑るときの注意点をコースを
使い熱心に学びました。参加者は、初めての体験に苦戦
していましたが、何度もコースを滑り、慣れてくるにつ
れて上達し、楽しく滑れるようになりました。
　宿泊先では、スキー板のメンテナンス講習会を開催、
参加者はスキー板のチューンナップの方法を学び、競技

力向上に道具のメンテナンスが大
切であることを理解しました。
　 2日目は大会に参加し、競技ス
キーの魅力を感じた充実した教室
となりました。

催 し

結　 果1

春の市民ハイキング
　「お伊勢参らば朝熊かけよ、朝熊か
けねば片参り」と伊勢音頭の俗謡に
も唄われています
　山頂から伊勢湾が一望できます

日時　 5月13日㊐　 6：00犬山駅東口
場所　朝熊山555m（金剛證寺参拝）
　　　おかげ横丁　伊勢神宮
対象　市内在住・在勤・在学で 4時

間程度の登山道が歩ける健康
な人

費用　 1人5,000円（当日徴収）
申込　 4月 1日㊐ 9：00より市勤労青

少年ホームにて受け付け。氏
名・性別・生年月日・年齢・
住所・電話番号・血液型・持
病・当日の緊急連絡先（氏名・
電話番号）が必要。 1人 3人
分まで申し込み可。

　　　先着40人。
締切　 4月 6日㊎
※小雨決行。登山中止の場合は伊勢
神宮（内宮・外宮）参拝

市民大会
結果は優勝者または優勝チーム

●射撃
平成29年 4 月23日、 5月11日
関国際射撃場
スキート　澤辺浩和
トラップ　堀井　保
平成29年 8 月 6 日、10月22日
関国際射撃場
スキート　久郷大完
トラップ　堀井　保
●バドミントン
平成29年 9 月10日
エナジーサポートアリーナ
男子　藤澤真木夫・佐藤　元組
女子 1部　神谷京子・古澤素子組
女子 2部　石川三津枝・小笠原泰美組
●ソフトテニス
平成29年 9 月23日、10月 1 日
山の田公園テニス場
中学生男子団体戦　南部中学校
中学生女子団体戦　犬山中学校
中学生男子個人戦
　　　今藤潤・山口広陽組（南部中）
中学生女子個人戦
　　　濱田倫嘉・仙石友梨組（犬山中）
一般男子　大深直人・佐橋　昇組
シニア＆レディース
　　　北原睦夫・北原祐子組
●サッカー
平成29年 8 月27日〜10月 1 日
羽黒中央公園多目的スポーツ広場
一般A　犬山アミーゴ
一般B　フェザーズパパ
●卓球
平成29年 9 月24日

エナジーサポートアリーナ
中学 2年生男子　熊崎　修（城東中）
中学 1年生男子　鈴木涼太（城東中）
中学 2年生女子　木村彩乃（城東中）
中学 1年生女子　齋木　茜（城東中）
一般男子　柘植俊幸
ベテラン男子　入尾範之
一般女子　上田千鶴子
●バレーボール
平成29年 9 月16日、10月29日、12月 2 日
エナジーサポートアリーナ他
中学生男子　南部中学校
中学生女子　城東中学校
一般男子　レグルス
一般女子 1部　白帝
一般女子 2部　富士
●ソフトボール
平成29年 9 月17、24日、12月 2 日
山の田公園野球場
一般男子　SASUKE
中学生女子　城東中学校
●テニス
平成29年10月 8 日　山の田公園テニス場
一般男子　水嶋將斗・水田知則組
一般女子　田中由香・酒井宏美組
壮年男子　杉江正行・平井至組
●バウンドテニス
平成29年10月22日　市武道館剣道場
バラエティ混合ダブルス
　　今石多恵子・水口幸子組
サバイバルゲーム
　　小川京子・今井省三・山田靖雄・
　　真鍋伝一・前田建一

●剣道
平成29年11月 5 日　市武道館剣道場
小学生低学年　柴川夏葵（池野小）
小学生高学年　川㟢泰輝（犬北小）
中学生男子　奥村勇太（犬山中）
中学生女子　出雲梨沙穂（白帝館）
●弓道
平成29年11月19日　市弓道場
一般男子　永柄直義
一般女子　大野良重
学生男子　髙木天湧
学生女子　林　奈保
●グラウンド・ゴルフ
平成29年11月25日
木曽川緑地多目的グラウンド
ゴールド男子　林　進
ゴールド女子　村中チヱ子
シルバー男子　大野宗男
シルバー女子　西澤寿子
ブロンズ男子　稲垣　稔
ブロンズ女子　奥村数子
●ゴルフ
平成29年12月11日
犬山カンツリー倶楽部
一般男子　長谷川晴英
シニア・女子　髙木録郎
●バスケットボール
平成29年12月10日、平成30年 1 月 6
日、 7日、 2月 4日
エナジーサポートアリーナ他
一般男子　STARS
一般女子　LBC
中学生男子　犬山中学校
中学生女子　城東中学校
小学生男子　犬西ミニバス
小学生女子　犬西ミニバス

スポーツ少年団
●第 3 回わん丸君カップ
　ミニバスケットボール大会
日時　平成29年10月 7 日㊏、28日㊏
場所　エナジーサポートアリーナ
男子の部
優　勝　犬山ミニバス
準優勝　犬西ミニバス
女子の部
優　勝　犬山ミニバス
準優勝　南部ミニバス
　　　　　
●愛河興業野球教室を開催
　11月 3 日㊗山の田公園野球場にて
野球教室を開催しました。
　講師に内藤尚行氏、川又米利氏、
小田幸平氏を招き、軟式野球チーム
に所属している 5年生63人が参加し、
バッティングや守備練習などを指導
していただきました。
　全員が真剣に取り組み、最後に
ニュー楽田スポーツ少年団の橋本佑
久君は「この野球教室で覚えたこと
を、試合でも練習でも生かしていき
たいと思います。今日はありがとう
ございました。」とお礼の言葉を述べ
ました。

第14回知事賞争奪
グラウンドゴルフ大会

日時　平成29年12月12日㊋
場所　�木曽川犬山緑地多目的グラウ

ンド
参加者　162人
　優　勝　岡田俊三（新聖）
　準優勝　戸松七生（和の会）
　第 3位　井上マサヨ（スピリット）
　第 4位　富塚　貢（スピリット）
　第 5位　田中ふさ子（スピリット）

第28回バタフライ・ダブルス
チームカップ犬山卓球大会

日時　平成30年 1 月14日㊐
場所　エナジーサポートアリーナ
参加者　299人
　ベテランの部
　　優　勝　松下卓球
　　準優勝　犬山クラブA
　シニアの部
　　優　勝　ベリーズ
　　準優勝　チーム316
　青年の部
　　優　勝　たまゴジラB
　　準優勝　S.FAMILY

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）

＊申込方法・参加料等の詳細については、開催期日が近づいた「体協だより」でお知らせします。

教室名 日　時 場　所 対　象

初心者弓道 5月12日〜 7月21日　毎週㊏
19：00〜20：45

市弓道場
中学生以上市内在住在勤男女10人

女性弓道教室 5月 8日〜 7月10日　毎週㊋
9：30〜12：00 18歳以上市内在住在勤女性10人

バウンドテニス 5月27日㊐　13：30〜16：30
9 月 9 日㊐　13：30〜16：30 市武道館剣道場 一般市民

一般バスケットボール 毎週㊋　　19：00〜21：00 村田機械体育館 一般市民
女性バスケットボール 毎週㊐　　19：00〜21：00 南部中学校体育館 一般市民

中級者・初級者テニス 5月27日〜 6月17日
毎週㊐ 8：30〜12：30 山の田公園テニス場 市内在住在勤在学男女・テニス協会会員

サッカー 毎月第 2・ 4㊏10：00〜12：30 羽黒中央公園多目的スポーツ広場 市内小中学生
柔　道 毎週㊊・㊎　　�19：00〜21：00 市武道館柔道場 幼児（年長）以上一般市民

剣　道
毎週㊋・㊎　　�19：00〜20：00

市武道館剣道場
市内幼児・小中学生

毎週㊋・㊎　　�20：00〜21：00 一般市民
スキー・ポールレッスン 平成31年 1 月20日㊐・ 2月10日㊐ アルコピアスキー場 一般市民

ちびっこ水泳
7月24日㊋〜 7月27日㊎

フロイデプール 市内幼児・小学生
7月31日㊋〜 8月 3日㊎

シニア・レディースゴルフ 未定 犬山カンツリー倶楽部練習場 市内在住在勤男性60歳以上・レディス

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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地方議会研修会in犬山市
　ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟、マニフェ
スト大賞実行委員会が主催する地方議会研修会が 1月24
日、犬山国際観光センターフロイデで開催され、80人を
超える全国の地方議員が参加しました。山田市長が「犬
山のまちづくり」と題し講演を行ったほか、ビアンキ市
議会議長から先進事例報告として議会機能向上について
犬山市議会の取り組みが報告されました。パネルディス
カッションでは元三重県知事でマニフェスト研究所顧問
である北川正恭早稲田大学名誉教授らとともにビアンキ
議長も登壇し、議会のあり方について熱く語りました。

楽田小学校選挙出前トーク
　子どもの頃から選挙について知ってもらおうと、 1月
24日、楽田小学校で選挙出前トークが行われ、 6年生
101人が市選管職員から選挙の仕組みを学びました。
　制度について学んだ後は、実際の選挙で使用する投票
用紙自動交付機や投票箱などを使い、 3つの候補から学
校のシンボルを選ぶ模擬投票を体験しました。児童たち
は事前に配られた選挙公報を読んでもっともふさわしい
シンボルを選び、交付された投票用紙に書き込むと投票
箱へ慎重に入れていました。

いぬやまスポーツコミッション設立
　市内のスポーツ資源を活用し、スポーツ合宿や大会等
の誘致、イベント開催などにより「市内スポーツ活動の
活性化」を図る「いぬやまスポーツコミッション」が2
月20日に設立されました。
　さらに市の多彩な地域資源を結びつけることによって
地域の活性化を目指し、官民が一体となって推進してい
きます。

文化財防火デー　犬山城で防火訓練
　文化財防火デーである 1月26日、犬山城で管理事務所
職員ら22人が参加し防火訓練が行われました。地震後に
天守で火災が発生したという想定で、天守から煙が上が
ると初期消火訓練後、天守の周囲 4か所に設置された放
水銃を使って職員らが放水しました。勢い良く放たれた
水は天守横に大きく弧を描き、放水によって現れた鮮や
かな虹に見学者からは歓声が上がりました。
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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）

カネと共に去りぬ
久坂部羊

ある朝、目を覚ますと、ベッドの
上で自分の心が巨大な毒虫のよう
に変わっていて…。文豪の名作を
換骨奪胎し、現代医療の問題を鋭
くえぐる。「変心」をはじめ全 7
編を収録。『小説新潮』掲載に書
き下ろしを加えて単行本化。

絵物語古事記
富安陽子文

現存する日本最古の歴史書
「古事記」。天地の始まり
から、 7世紀の推古天皇の
時代までの歴史を記した全
3巻のうち、上巻に綴

つづ

られ
ている神話の部分を絵物語
としてまとめる。

ひょうたんめん
神沢利子文

種子島の妖怪「ひょうたんめん」
は、塩も馬も食ってしまうとい
う恐ろしい妖怪。ある日、塩を
買いにでかけた村人「おとじろ
うまごじろう」は、帰りの山道
で運悪く「ひょうたんめん」に
みつかってしまい…

一般書
『「日本の伝統」の正体』� 藤井青銅
『報道しない自由』� 西村幸祐
『北極がなくなる日』

ピーター・ワダムズ
『知識ゼロからのスーパーフード入門』

柴田真希
『クラシック音楽とは何か』� 岡田暁生
『虹の向こう』� 池田久輝
『奔流恐るるにたらず』� 逢坂剛
『火定』� 澤田瞳子
『太陽と乙女』� 森見登美彦
『スパイたちの遺産』�ジョン・ル・カレ
児童書

【小学校低学年】
『オリンピックのおばけずかん』
『プランクトンのえほん１』
『仮面ライダー大図鑑デラックス』
『かいけつゾロリのちていたんけん』

【小学校中・高学年】
『ディベートをやろう！』
『ゆめはまんが家！』
『アポロンと５つの神託』
『ぼくは発明家』
児童書（絵本）

【幼児向け】
『さあ、なげますよ』
『オレ、カエルやめるや』
『えがないえほん』
『なずずこのっぺ？』

●図書館の本の分類について
　多くの図書館では、館内の本を日本十進分類法（NDC）
という方法に基づき、本の主題別に 0から 9までの数字
をつけ、10の分野に分けています。これを「類（るい）」
といい、「類」をさらに10に分け、これを「綱（こう）」
といいます。そしてこれをさらに細かく10に分け「目（も
く）」といいます。
　本の背に「類」、「綱」、「目」の 3桁の数字（分類記号）
ラベルを貼り、内容別に分かりやすく書架に本を並べて
います。
　図書館でご自分の読みたい本を探される時には、
OPAC（蔵書目録）で検索したのち、分類記号が左表の
どの分野に当てはまるかを参考にしてみてください。

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

4 月のイベント（場所：図書館本館）
14日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜
28日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜

日本十進分類法（NDC）抜粋

●読書会藍の会の一冊
◎「三陸海岸大津波」　　　　　　　　　吉村　昭　著
　津波は、時世が変わってもなくならない。必ず今
後も襲ってくる。住民らは「津波が来るからと言っ
て宝の海を捨てられるものではない」と本書は、そ
のときどきの人間の過ちを含めて私たちに「こうし
たほうがいい」と知恵を授けてくれる。
　そして、前兆、被害、救援の様子を体験者の貴重
な証言をもとに再現した震

しん

撼
かん

の書である。この歴史
から学ぶものは多い。

図書館
だより

図書館まめ知識

　春がだんだん近づいてきました
ね。この時期に、ドイツのスーパー
ではカラフルな色の卵やチョコレー
トで作られたウサギを販売していま
す。それはイースターという大きな
行事がもうすぐ行われるからです。
イースターは春を代表する祭りで、
学校ではこの時期に 2週間の「イー
スター休み」があります。ハイライ
トは、「Ostersonntag(イースター
の日曜日)」です。イースターの日
曜日は春分の日の後に、最初に満月
が出た直後の日曜日とされているた
め、移動祝日です。早いと 3月22日、
遅くても 4月25日の間に開催されま
す。今年は 4月 1日です。この日に、
イースターバニー（イースターのウ
サギ）がさまざまな色のついたイー
スターエッグと呼ばれるゆで卵や
イースターのお菓子などを庭や屋内

に隠し、それを家族みんなで探しま
す。（本当はウサギではなくて、両
親が卵に色を付けて隠すという噂も
ありますが。）
　イースターはキリスト教において
大切な祝日です。キリストは十字架
に架けられて亡くなった後、 3日目
によみがえりました。これをお祝い
する祭りなので、復活祭とも呼ばれ
ます。ただ、現在はキリスト教の祭
りというよりウサギの祭りとして捉
えている子どもが少なくない気がし
ます。でもどうしてウサギがイース
ターエッグを運んでくるのでしょう
か？そしてなぜ卵なのでしょうか？
イースターは花がたくさん咲いて新
たな始まりの春に行われます。うさ
ぎも卵も、実り多いこと（子だくさん）
や新たな始まりの象徴ですので、春
の祭りであるイースターと関連付け
られたのは不思議ではありませんね。
　私が子どものころ、姉と弟二人と
誰が卵を一番たくさん見つけられる
かという勝負がありました。ドイツ
の一軒家はとても広い庭が珍しくな
く、私の実家も庭が広く、卵やお菓
子を隠せる場所がたくさんありまし
た。また家の中には姉弟に一個ずつ
のプレゼントが隠されていました。
誰のプレゼントか分かるように、名

前のシールもついていました。ある
イースターで、私の姉弟がみんなも
う自分のプレゼントを見つけたの
に、私だけずっと探しても見つから
なかったので、悲しくなってリビン
グの奥に行き座りました。すると、
そこからベンチの下に隠された私の
プレゼントが見えて、大喜びしたと
いうエピソードを覚えています。ま
た、イースターの数週間後、暖かく
なった庭で姉弟と遊んでいたとき、
色が大分落ちてしまったゆで卵が
ひょっこり出てくることもよくあり
ました。そのゆで卵はもちろんもう
食べられませんでした(笑)。
　犬山の子供たちがイースターの雰
囲気を少しでも味わうことができる
ように、 4月に親子向けにイース
ターのイベント「ドイツの部屋」を
開催します。この広報 5ページでお
知らせしていますので、時間のある
人はぜひ参加してください！

ウサギが卵を運んでくる
イースター

■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

3 月18日㊐ 宮崎整形外科・外科・内科�（羽黒）
カワムラ整形外科� （楽田）

68︲0461
67︲1134

3 月21日㊗ 吉田内科クリニック� （犬山）
山本皮フ科クリニック� （犬山）

62︲9222
62︲6855

3 月25日㊐ 安藤クリニック� （城東）
ふなびきクリニック� （城東）

62︲8881
62︲8811

4 月 1 日㊐ みどり診療所� （羽黒）
竹内整形外科クリニック�（犬山）

67︲3311
61︲7311

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

3 月18日㊐ たきざわ歯科医院� （城東） 61︲5250

3 月21日㊗ すぎうら歯科� （犬山） 62︲8844

3 月25日㊐ 植月歯科クリニック�（扶桑） 0587︲93︲8180

4 月 1 日㊐ あまの歯科クリニック�（扶桑） 0587-92-1678

■休日歯科診療 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

0 類…総記
　010図書館
1類…哲学
2類…歴史
　210日本史
　290地理

3類…社会科学
4類…自然科学
5類…技術
　590家政学
6類…産業

7類…芸術
　720絵画
　780スポーツ
8類…言語
9類…文学
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ど、特徴的な種がたくさんいます。
その中でもインパクトが強く、私が
一押ししているサルはシロガオサキ
です。名前のとおり白い毛で覆われ
た顔が特徴です。ほかにもフサフサ
したしっぽやスラッっと長い指、雄
雌で容姿が異なっていること、果実
よりも種子を好む習性など、ほかの
サルとは違う魅力を感じます。現在、
日本の動物園では 4頭しか飼育され
ておらず、その内の 1頭が当南米館
で飼育している雄のモップです。
モップは今年の 4月14日で14歳にな
ります。南米館が安心できるのか、
暖かい朝日を浴びて無防備に床で寝
ころがります。その姿を見るたびに
「今日は一緒に寝ていたい」と思っ
てしまいます。
　日本モンキーセンターのWebサ
イトに「飼育の部屋」というブログ
を開設しています。そこでは、ふだ
ん飼育員しか見られない動物の姿や
作業の様子、今日あったできごと、
ちょっとした本音などを各飼育員が

掲載しています。モップの様子もで
きる限り毎日アップしています。そ
の名も『今日のモップくん』。「今日
はモップくんに○○を与えてみまし
た。」やカッコイイ姿、可愛いらし
い姿、ときには体の一部の超アップ
写真など、モップの“すべて”を紹
介しています。ブログ「飼育の部屋」
で動物たちの個性を知ったら、ぜひ
動物園に会いに来てください。ブロ
グを書いている私たち飼育員にも気
軽に声をかけてくださいね。

　私が飼育を担当している南米のサ
ルは体重100gほどしかないピグ
ミーマーモセットや、しっぽだけで
ぶら下がることのできるクモザルな

『今日のモップくん』
〜個性たっぷり 動物たちの魅力〜

（公財）日本モンキーセンター
飼育技術員     根本　慧

QRコード

広報犬山　平成3 0年3月1 5日号
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　「御料車」という言葉を、皆さん
はご存知でしょうか。御料車は天
皇・皇后・皇太后・皇太子のため

の特別な車両のことで、「お召
めし

列
車」と呼ばれることもあります。
明治村には明治天皇御料車と昭憲
皇太后御料車の 2両が展示されて
います。
　明治天皇御料車は明治43（1910）
年に製造された明治時代最後の御
料車で、「動く宮殿」と異名を持つ
ほど美しい車両です。外観には金
色に塗装された菊や桐の装飾があ
しらわれ、人目を惹

ひ

きます。内部
は御座所・侍従室・御寝室など 6
室に分かれており、天皇がご乗車
になられる御座所の天井には西陣
で織られた蜀

しょっ

江
こう

錦
にしき

、扉には色
いろ

漆
うるし

に
蒔
まき

絵
え

や螺
ら

鈿
でん

の装飾、その他七宝、
刺
し

繍
しゅう

、金工と日本の伝統工芸の匠
たくみ

の技が凝縮されたものとなってい
ます。
　昭憲皇太后御料車は皇后用とし
て初めて明治35（1902）年に製造
された車両で、御座所・女官室・
御寝室など、こちらも 6室に分か

れています。御座所の腰張りや椅
子の張地には皇后のご実家の紋で
ある藤をあしらった布が用いられ
ています。 5号車の御座所の天井
には川端玉章の「帰

き

雁
がん

来
らい

燕
えん

」が、
隣の女官室の天井には橋本雅邦の
「桜と紅葉」が杉の柾

まさ

目
め

板に描か
れています。
　いずれの車両も蝶

ちょう

番
つがい

や留金具、
釘
くぎ

の頭に至るまで、繊細な装飾が
施され、ため息が漏れるほどの美
しさです。

　明治村では 3月17日から 4月23
日まで内部を特別に公開します。

明治天皇御料車・
昭憲皇太后御料車


