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平成30年度予算の概要　

オープンした内田防災公園にて
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　 3月定例市議会で、平成30年度予算が原案どおり可決されましたので、予算の概要をお知らせします。
　本年度の予算は、施政方針でも示しました「産業が栄え　幸福が実感できる犬山へ」を大きな目標とし、市民
サービスの維持向上と持続可能な都市経営を目指して、予算編成方針における項目に対して重点的に予算を配分
しました。
　なお、平成30年度一般会計当初予算は、その成立と同時に補正を行いましたので、一般会計については補正後
の予算額をお知らせします。

より詳しく知りたい場合は、平成30年度当初予算書
や予算説明書、「平成30年度わかりやすい予算書」を
ホームページで公開していますので、ご覧ください。

（注）上の 3つの表における一般会計の予算額は、補正後の金額です。
　　　表示単位未満を四捨五入しており、合計が一致しない場合があります。

　市が取り組む主要な事業の中から一部をお知らせします。平成30年度の重点事業

　東児童センターを、未就学児を中心とした子育て
支援の拠点として再整備し、子育て相談や親同士の
交流、講座開催などさまざまな機能を備え、支援を
充実させます。子育てにシェアリングエコノミーと
いう新たな分野の活用を図るとともに、子育てに関
わる関係者や団体が連携できるよう、まち全体で子
育てを応援する仕組みづくりを進めます。

子育てと女性活躍応援事業� 3,160万円

　危険箇所や避難場所、災害に関する知識や対応を
示した「防災マップ」と「ハンドブック」を作成し、
市内全戸に配布します。また災害に関する情報伝達
方法として、自動で一斉に電話をかける架電システ
ム『あんしん電話』を新たに導入し、避難行動要支
援者や土砂災害警戒区域に住んでいる人など、早め
に避難が必要な人や今までの『あんしんメール』で
は情報が届きにくかった人に対して、確実な情報伝
達が行えるようにします。

災害対策事業� 892万円

　市役所福祉課内に「障害者基幹相談支援センター」
を設置します。障害者等が身近な場所で総合的・専
門的な相談をすることが可能となり、必要に応じて
関係機関への丁寧なつなぎも行います。また地域の
相談支援事業者への助言や人材育成研修の実施など
地域の相談支援体制を強化し、障害者の安心した暮
らしにつなげます。

障害者相談支援事業� 1,997万円

　子どもたちの学習環境の改善を図るために、普通
教室および音楽室に空調設備を設置します。平成30
年度から設計に着手し、平成31年度から平成33年度
（2021年度）までの 3か年での設置を予定しています。

小中学校空調整備事業� 579万円

　楽田小学校の北舎、体育館等の整備を行い教育環
境の充実を図ります。また楽田ふれあい図書館や児
童クラブ、避難所施設の機能向上など、施設の複合
化・多機能化をあわせて進め、楽田地区の拠点とし
て利用しやすい複合施設とします。平成30年度は新
校舎建築工事を行い、平成31年度以降は既設校舎の
解体や新体育館の建築などを実施します。

楽田小学校整備事業� 7億6,866万円

　現行路線を見直し、さらに利便性を高めるため平
成30年11月を目標にコミュニティバスの再編を行い
ます。路線数を 5台 8路線から 7台 7路線へ変更し、
平日は毎日運行します。また、小型車両を導入し、
従来は通行できなかったエリアにも運行します。

コミュニティバス再編事業
1億1,692万円

　救急自動車および高度救命資機材を新規配備し、
救急隊の処置範囲拡大に対応していきます。
　また救急自動車の到着に時間を要する地域や小中
学校などの屋外にAEDを設置し、救急隊の到着まで
に、住民による救命手当てが行えるようにします。

救急自動車新規配備、AED屋外設置事業
3,596万円

平成30年度予算の概要

会計別予算

一般会計 241億2,043万円

特別会計

国民健康保険特別会計 72億4,213万円
犬山城費特別会計 2億4,677万円
木曽川うかい事業費特別会計 6,884万円
公共下水道事業特別会計 24億3,176万円
農業集落排水事業特別会計 6,713万円
介護保険特別会計 52億1,126万円
後期高齢者医療特別会計 12億5,144万円

小計 165億1,933万円
企業会計 水道事業会計 17億4,646万円

合計 423億8,622万円

種類別に見た一般会計歳入（構成比順）

自主財源 154億6,476万円 64.1％
市税 114億9,010万円 47.6％
繰入金 9億5,180万円 4.0％
諸収入 8億3,652万円 3.5％
繰越金 7億円 2.9％
使用料及び手数料 5億5,883万円 2.3％
寄附金 4億5,331万円 1.9％
分担金及び負担金 2億7,250万円 1.1％
財産収入 2億170万円 0.8％

依存財源 86億5,567万円 35.9％
国・県支出金 40億4,238万円 16.8％
国からの譲与税等 16億6,080万円 6.9％
市債 13億8,592万円 5.7％
地方交付税 12億7,477万円 5.3％
県税交付金 2億9,180万円 1.2％

目的別に見た一般会計歳出（構成比順）

民生費 91億7,722万円 38.0％
総務費 31億1,475万円 12.9％
教育費 27億2,171万円 11.3％
土木費 24億6,796万円 10.2％
衛生費 21億9,411万円 9.1％
公債費 21億6,926万円 9.0％
消防費 9億5,175万円 4.0％
商工費 7億4,364万円 3.1％
その他 5億8,005万円 2.4％

会計別予算の状況
　一般会計予算額は241億2,043万円で、前年度当
初予算と比較して4.5％増加（10億3,554万円増加）
しました。特別会計と企業会計を含む全会計の予
算額は423億8,622万円で、0.1％増加（3,270万円
増加）しました。

一般会計歳入の状況
　歳入での主なものとして、全体の47.6％を占め
る市税が前年度当初予算と比較して0.3％増加
（3,983万円増加）しました。また、地方交付税
が過年度の追加交付分などにより12.3％増加（1
億3,967万円増加）、国・県支出金が8.5％増加（3
億1,646万円増加）しました。そのほかに財源確
保の取り組みとして「ふるさと犬山応援寄附金（ふ
るさと納税）」の推進により、寄附金が178.9％増
加（2億9,080万円増加）、不用な土地の売却など
により財産収入が757.4％増加（1億7,817万円増
加）しました。

一般会計歳出の状況
　歳出での主なものとして、全体の38.0％を占め
る民生費が障害者自立支援や生活保護などの扶助
費の増加により前年度当初予算と比較して4.6％
増加（ 4億718万円増加）しました。そのほかに、
ふるさと犬山応援寄附金や土地売却収入の基金へ
の積立金などにより総務費が42.7％増加（ 9億
3,184万円増加）しました。また、防災公園街区
整備事業が完了したことなどにより土木費が
17.8％減少（ 5億3,326万円減少）した一方で、
近年の大型事業の財源として借り入れた市債の償
還が始まることから公債費が3.2％増加（6,815万
円増加）しました。
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催 し

市の人事異動
　市では 4月 1日付けで新規採用職員を含む146人の人事異動を行いました。（　　）内は前職。

第46回京大モンキー
日曜サロン

　「海に戻った哺乳類：化石とゲノ
ムから探るクジラの進化」
　京都大学野生動物研究センター
の岸田拓士博士にクジラの進化に
関する最新の知見を紹介していた
だきます。
日時　 4月22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

図書館DVD上映会
日時　 5月 6日㊐14：00〜
　　　（上映時間　約90分）
場所　市立図書館 2階視聴覚室
内容　上映作品『名犬ラッシー』
対象　幼児〜
定員　当日先着50人
費用　無料
問合　市立図書館（℡62-6300）

県障害者委託訓練
就職に役立つパソコン講座コース
日時　 6月 1日㊎〜 7月31日㊋
　　　（毎週㊋〜㊎ 9：30〜15：30）
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ
内容　MOC資格取得を目標にパ

ソコンの基礎から応用まで
の知識と技能を習得し、就
職を目指したビジネススキ
ルを身につけます。

対象　障害者手帳所持者
定員　 7人
　　　（面接および実技で選考）

募 集

中高年男性料理入門
参加者募集

　初心者向けの男性料理教室で
す。高齢者のみの世帯、一人暮ら
しの人が増えています。男性もい
ざというときに困らないよう、台
所に立ってみませんか。調理の基
礎から家庭で簡単にできるちょっ
としたコース料理まで学べます。
何か始めてみようかなと思ってい
る人、ぜひ挑戦してみてください。

日時・内容

回 日　付 内　容

1 5 月15日㊋
ご飯の炊き方、だし
汁のとり方等基本の
調理

2 5 月22日㊋ 買い物と購入した材
料の調理

3 5 月29日㊋ 和風献立の調理

4 6 月 5 日㊋ 中華風献立の調理

5 6 月12日㊋ 洋風献立の調理

※各回9：45〜13：30（受付 9：30〜）
場所　市民健康館
講師　食の改善推進員
対象　市内在住の男性で初めて受

講する人、特に調理をした
ことがない人

定員　先着16人
費用　材料代実費
※初回は1,100円程度（ 5回分の
米と調味料等の代金を含む）
※ 2〜 5回目は各回500円程度

愛知県
市町村対抗駅伝
練習会

　大会当日において活躍できる選
手の育成を目的に実施します。
　練習会の過程で監督、コーチが
代表選手を選抜します。
日時　毎週㊏（初回 4月28日予定）
※ 4 〜 5月、 9 〜11月は15：00か
ら、 6〜 8月は16：00から
場所　木曽川犬山緑地
対象　市内在住、在勤で大会当日

に参加でき、健康な人
部門　小学生男女、中学生男女、

ジュニア男女、一般男女、
40歳以上（男女不問）

※ジュニアとは、平成12年 4 月 2
日から平成15年 4 月 1 日までに生
まれた人
※一般とは、平成12年 4 月 1 日以
前に生まれた人
費用　無料（保険は各自負担）
申込　練習会参加希望の人は、 5

月31日㊍（当日消印有効）
までに氏名、年齢または学
年、住所、電話番号を記入
し犬山チーム監督　小林義
雄（〒484-0084　犬山字南
古券314）へ

問合　犬山チーム監督　小林
　　　（℡62-7590）
※詳細は市ホームページを見てく
ださい。
●第13回愛知県市町村対抗駅伝競
走大会
日付　12月 1 日㊏
場所　愛・地球博記念公園
　　　（長久手市）

さら・さくら会
アレンジフラワー
講座

母の日の素敵な花を作りませんか。
日時　 5月12日㊏ 9：30〜11：00
場所　市民健康館
定員　先着10人
費用　1,500円
持物　ハサミ、花を持ち帰る箱
申込・問合　 4月23日㊊〜27日㊎

8：30から電話で市民健康
館（℡63-3800）へ

費用　無料
※テキスト代5,000円は必要
申込　 5月 9日㊌までに、公共職

業安定所で手続きをしてく
ださい（受講には求職登録
が必要）

問合　公共職業安定所または愛知
障害者職業能力開発校

　　　（℡0533-93-2505）

持物　健康手帳、筆記用具、エプ
ロン、手拭きタオル、三角
巾またはバンダナ（頭を覆
うもの）

申込・問合
　　　 4月20日㊎〜 5月 8日㊋
　　　市民健康館（℡63-3800）

へ（電話可）

部長級
●健康福祉部長（教育部長）吉野正根
●市民部長兼防災監（総務課長）中村誠
●教育部長（観光交流課長）中村浩三
●議会事務局長兼議事課長
　（議事課長）後藤年明
課長級
●総務課長（学校教育課長）武藤裕一朗
●土木管理課長（土木管理課長補佐）吉田昌義
●観光交流課長（観光交流課長補佐）新原達也
●長寿社会課長（市民課長補佐）吉田高弘
●整備課長（整備課長補佐）高橋秀成
●産業課長（産業課長補佐）武内雅洋
●学校教育課長（長寿社会課長）長瀬尚美
●�子ども未来課主幹・指導保育士（子ども未来課主幹
兼城東第 2子ども未来園長兼今井子ども未来園長）
　矢野ひとみ

●子ども未来課主幹兼城東第 2子ども未来園長
　（子ども未来課主幹）中川定代
●消防次長兼消防総務課長
　（予防課長）大澤満
●予防課長（消防署長）宮川敏也
●消防署長（消防総務課長）水野明雄

退職・退任
部長級
●議会事務局長　大野木重之
●市民部長兼防災監　小川清美
●健康福祉部長　松山勝美
課長級
●消防次長　小川正根
●整備課長　納堂基宏
●土木管理課長　稲垣真由美
●子ども未来課主幹　一戸まゆみ

以上）800円、小中学生400
円、幼児（ 3歳以上）300円

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-mon
key.jp/を見てください。

木之下城伝承館
堀部邸　春の催し物

道具のチカラ「刃物と砥
と

石
いし

」
　懐かしい、貴重な道具類を展示
します。不思議な道具たちも参加
する予定。

期間　 4月28日㊏〜 5月20日㊐
費用　無料
●講座「刃物と研ぎの技」
日時　 4月28日㊏14：00〜
講師　春日井たたら研究会会長　

森脩氏
費用　無料（先着30人）
●研ぎの実演
日時　 4月29日㊗10：00と14：00
費用　無料（各回先着 5人）
※研ぎを希望する刃物等を十分に
気を付けて持ってきてください。
問合　木之下城伝承館・堀部邸
　　　�（℡90-3744　㊊㊋休館
　　　㊗㊡の時は翌平日）

中村浩三
教育部長

後藤年明
議会事務局長兼
議事課長

中村誠
市民部長兼防災監

吉野正根
健康福祉部長
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募 集

生 活

広報犬山に掲載する広告および
市ホームページのバナー広告を募集

【広報犬山に掲載する広告】
掲載場所　広報犬山紙面（市が指定した位置）　印刷部数　27,600部
規格（広告の大きさ）
　　　 1枠　　　　縦45mm×横85mm（ただし、 2枠合併枠の掲載可）
　　　 2枠合併枠　縦45mm×横173mm
掲載料　 1号 1枠：15,000円、1号 2枠合併枠：30,000円（消費税および地方消費税含む）
掲載できない広告　政治活動・宗教活動・社会問題についての主義主張・公序良俗に反
　　　するものなど

※募集枠の優先順位としては、一括申し込み、 2枠合併申し込み、 1枠申し込みの順位で決定し、掲載します。
ただし、先の申込期限において申し込みをした者を優先します。広告掲載が適当と認められる者が募集数を上回っ
たときは、抽選により決定します。
募集日程等

広告掲載号 号数 広告掲載申込書・
広告案提出期限

広告データ
提出期限

広告掲載料
納入期限

募集
枠数

一括申込

7月15日号〜10月 1 日号

6号

4月26日㊍ 6月 6日㊌ 6月13日㊌ 1

10月15日号〜平成31年 1 月 1 日号 7月26日㊍ 8月31日㊎ 9月 7日㊎ 1

平成31年 1 月15日号〜 4月 1日号 10月25日㊍ 11月28日㊌ 12月 5 日㊌ 1

随時申込

7月15日号

1号

4月26日㊍ 6月 6日㊌ 6月13日㊌ 2

8 月 1 日号 4月26日㊍ 6月21日㊍ 6月28日㊍ 1

8 月15日号 5月31日㊍ 7月 5日㊍ 7月12日㊍ 2

9 月 1 日号 5月31日㊍ 7月25日㊌ 8月 1日㊌ 1

9 月15日号 6月28日㊍ 8月 8日㊌ 8月15日㊌ 2

10月 1 日号 6月28日㊍ 8月20日㊊ 8月27日㊊ 1

【市ホームページのバナー広告】
掲載場所　トップページ（市が指定した位置）　　募集枠数　 5枠
バナー規格　縦50ピクセル×横150ピクセル以内　JPEGまたはGIF形式（アニメーション不可）4キロバイト以内
掲載料　 1枠10,000円/月（消費税および地方消費税含む）　バナー作成費用　広告主負担
募集日程等

広告掲載期間 広告掲載申込書・
広告案提出期限

広告データ
提出期限

広告掲載料
納入期限

一括申込

7月 1日〜 9月30日

3 か月

5月31日㊍ 6月25日㊊ 6月29日㊎

10月 1 日〜12月31日 8 月31日㊎ 9月21日㊎ 9月28日㊎

平成31年 1 月 1 日〜 3月31日 11月30日㊎ 12月25日㊋ 12月28日㊎

随時申込

6月 1日〜30日

1 か月

4月27日㊎ 5月25日㊎ 5月31日㊍

7月 1日〜31日 5 月31日㊍ 6月25日㊊ 6月29日㊎

8月 1日〜31日 6 月29日㊎ 7月25日㊌ 7月31日㊋

9月 1日〜30日 7 月31日㊋ 8月27日㊊ 8月31日㊎

10月 1 日〜31日 8 月31日㊎ 9月21日㊎ 9月28日㊎

11月 1 日〜30日 9 月28日㊎ 10月25日㊍ 10月31日㊌

【共通】
申込　広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、広告案などを添えて、企画広報課（℡44-0311）へ
※詳細は、市ホームページ「犬山市広告募集」を見てください。

固定資産税・
都市計画税
納税通知書の発送

　平成30年度固定資産税・都市計
画税納税通知書を 4月11日㊌に発
送しました。口座振替の場合を除
き、納付書を 5枚（前納分 1枚＋
期別納付分 4枚）同封しています。
なお配達には、一週間程度かかる
場合があります。
問合　税務課（℡44-0315）

消費者トラブルに
気をつけて

「お試し」「 1 回だけ」のつもり
が定期購入だった！
　スマートフォンで筋肉増強のサ
プリメントが約500円で購入でき
るという広告を見て申し込み、商
品を受け取った。最近になって、
再び同じ商品が届き、今度は 6千
円以上になるとの請求書が入って
いた。事業者に電話したところ、
4回購入が条件の定期購入だと言
われた。画面の下の方にそのよう

平和について学ぼう
親子記者事業
参加者募集

　犬山市をはじめ、全国330の自
治体が加盟し、核兵器廃絶と恒久
平和の実現を推進している日本非
核宣言自治体協議会が「親子記者
事業」の参加者を募集しています。
　親子で長崎県原爆犠牲者慰霊平
和祈念式典へ参列し、平和に取り
組む人を取材して新聞を作成する
貴重な体験ができます。
日時　 8月 8日㊌〜11日㊗
対象　小学 4〜 6年生 1人とその

保護者 1人
費用　①長崎市までの航空・鉄道

往復運賃
　　　②ホテル宿泊代
　　　�③取材補助経費（ 1組 1万

円）は、主催者が負担
申込・問合　 5月 7日㊊（必着）ま

でに、はがきまたはEメー
ル（info＠nucfreejapan.

　　　com）で日本非核宣言自治
体協議会事務局（長崎市平
和推進課内℡095-844-9923）
へ　

※詳しくは、日本非核宣言自治体
協議会のホームページ（http：//
www.nucfreejapan.com） を見
てください。

臨時的任用職員募集
職種　事務職
勤務場所　福祉課
業務内容　一般事務（障害者担当

の窓口対応や関係事務）
応募資格　パソコン操作経験者
勤務日数　月21日勤務
勤務時間　 8：30〜17：15
賃金日給　7,200円（片道 2 ㎞以
　　　上の場合は通勤手当有）
雇用期間　平成30年 5 月23日〜平

成31年 3 月31日
募集人員　 1人
社会保険　あり

な説明が書かれていたようだが、
申し込みの際には気付かなかった。

（60代男性）
アドバイス
　ホームページ等の広告を見て購
入したが、実際には数か月間の定
期購入が条件となっていたという
相談が寄せられています。定期購
入の契約条件によっては途中で解
約ができなかったり、解約しよう
と事業者に連絡しても電話がつな
がらなかったりする場合も多くあ
ります。商品を注文する前に、特
に最終確認画面で定期購入が条件
になっていないか、中途解約や返
品はできるかなどの契約内容を
しっかりと確認することが大切で
す。心配な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
　　　（受付は16：30まで）
場所　市役所1階相談室
　　　（℡44-0398）
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊐　 9：00〜16：30
　　　（㊏㊐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

雇用保険　加入
申込期間　 4月16日㊊〜27日㊎
選考方法　書類選考の上、面接日

を連絡します。
申込方法　市所定の履歴書 1 通
　　　（写真貼付）を総務課職員

担当（℡44-0302）へ
※郵送の場合は 4月27日㊎必着、
必ず返信先住所、氏名を記入した
返信用封筒（82円切手を貼付）を
同封してください。
※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。
※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
務課で配布します。

※参考（イメージ図）
23広報犬山　H29.11.15号

広告 ※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。

市ホームページに掲載するバナー広告を募集！
掲載位置　トップページ（市が指定した位置）
広告規格　縦50ピクセル×横150ピクセル
掲 載 料　 1枠 10,000円/月（消費税及び地方消費税含む）
バナー作成費用　広告主負担
申　　込　�「犬山市広告掲載申込書」に必要事項を記入のう

え広告案などを添えて企画広報課へ
そ の 他　�詳細は市ホームページ「犬山市広告募集」を見てくだ

さい。http：//www.city.inuyama.aichi.jp/

ONE＋NATION music circus in 犬山を開催ONE＋NATION music circus in 犬山を開催
　10月 7 日㊏、山ノ田公園野球場でONE＋NATION
music circus in 犬山が開催されました。昨年に引き続
き 2回目となる野外音楽フェスで名古屋出身のSEAMO
やRAYSなど16組のアーティストが競演し、約800人の
観客を魅了しました。
　日が暮れると重低音のサウンドが響き、色とりどりの
鮮やかなライトに包まれた空間で大勢の人が一体となっ
てアーティストの歌声に酔いしれました。

スポーツ少年少女フェスティバルスポーツ少年少女フェスティバル
　体育の日の10月 9 日、木曽川犬山緑地で第20回ス
ポーツ少年少女フェスティバルが開催されました。野
球やサッカーを始め、日頃さまざまなスポーツ競技に
親しんでいる子どもたち約800人が参加し、指導者や保
護者も一緒に汗を流しました。
　チャレンジ種目ではスリッパ飛ばしや箸出し入れな
どのユニークな競技もあり、予想外の才能に周囲から
拍手を受ける子も。学年別マラソンでは団ごとの応援
にも力が入り、大きな歓声があがっていました。

白黒（1枠）
15,000円

白黒（2枠合併枠）
30,000円
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公共施設使用料などの徴収・収納を委託
　市では、下表のとおり一部の公共施設の使用料や市が実施する事業の利用料などの徴収・収納を委託していま
す。

施設・使用料名等 委　　託　　先

福祉会館、犬山西公民館、塔野地公民館、
善師野公民館、市民健康館、さくら工房の使用料
犬山市文化史料館（別館）の観覧料

公益社団法人�犬山市シルバー人材センター

武道館、弓道場、野外活動センター、体育センター、
山の田公園（野球場・テニスコート）の使用料 特定非営利活動法人�犬山市体育協会

フィットネスフロイデの使用料 株式会社　アットワーク

休日急病診療所の診療料など 一般社団法人　尾北医師会

犬山城入場登閣料 一般社団法人　犬山市観光協会

中本町まちづくり拠点施設の観覧料など 中本町町内会

旧磯部家住宅復原施設の使用料 特定非営利活動法人　犬山城下町を守る会

青塚古墳史跡公園の刊行物販売代金 特定非営利活動法人　古代邇波（にわ）の里・文化
遺産ネットワーク

犬山里山学センター、環境保全ボランティアセンター
の使用料など 特定非営利活動法人　犬山里山学研究所

水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料 株式会社　フューチャーイン

都市美化センター塵
じん

芥
かい

処理手数料 株式会社　川崎技研

身体障害者活動センター内における地域活動支援セ
ンター事業の利用手数料 犬山市身体障害者福祉協会

大手門まちづくり拠点施設の印刷機使用料など 特定非営利活動法人　犬山市民活動支援センターの会

旧加茂郡銀行羽黒支店復原施設の使用料など 堀田町内会

余坂木戸口まちづくり拠点施設の使用料 余遊亭運営委員会

楽田ふれあいセンターの使用料など 楽田地区コミュニティ推進協議会

犬山国際観光センターの使用料など 株式会社　コスモコンサルタント

犬の登録手数料など

犬山動物総合医療センター、小島動物診療所、中原
動物病院、リタペットクリニック、犬山ウエストサ
イド動物医院、野田動物病院、ひかる動物クリニック、
やませどうぶつ病院、こうなん動物病院、おおはし
動物病院

今井ふれあいセンターの使用料 今井小学校区コミュニティ推進協議会

観光駐車場の使用料 アマノマネジメントサービス株式会社

問合　会計課（℡44-0308）�

土木常設員制度と「土木要望」の流れについて
●土木常設員制度とは
　市内の道路や水路の改良や新設工事、街路灯の修繕や新設工事、ガードレールやカーブミラー等の交通安全対
策施設の修繕や設置工事等について、市と市民の連絡調整にあたり、公平で円滑な施行を図るための制度です。
　市長から委嘱を受けた土木常設員は、各地区割りにより担当地区が決まっており、現在、犬山地区13人、城東
地区 9人、羽黒地区 9人、楽田地区 9人、池野地区 4人の計44人です。
　土木常設員は、各町内会から提出される土木要望を市に提出します。さまざまな土木要望を円滑に施行するた
めに、地域と行政を結ぶパイプ役として、無くてはならない重要な役割を担っています。

●土木要望の基本的な流れ
　（イメージ図）

町会長

市民

市役所

・町内の土木要望を
　取りまとめ
　土木常設員へ
　伝える
・要望者へ報告

・土木要望があるときは

・土木要望を伝える

・土木要望提出

・土木常設員とのヒアリングを開催
（実施可否、施工順位を協議）
（現地確認）
・工事施工　・要望対応
・土木常設員へ報告

土木常設員
・担当地区要望を取りまとめ
　市へ要望書を提出
・市のヒアリングに出席
（施工順位を協議、現地確認）
・町会長へ報告

・工事施工
・要望対応

・（10月上旬）中間報告
・（ 2月上旬）実績報告

※原則、土木要望は土木常設員を通じて受け付けます。
※緊急時（道路の穴あき、側溝の蓋割れ、街路灯の球切れ等）は土木管理課までご連絡ください。
問合　市役所代表（℡61-1800）
　　　土木管理課（℡44-0335）

・（ 9月下旬）中間報告
・（ 1月下旬）実績報告

※緊急時

どんでん館活動室
年間利用について

　中本町まちづくり拠点施設（ど
んでん館）ではコミュニティ団体
やまちづくり団体の活動支援を
行っています。
　 2階活動室は 4人程度の会議が
できるスペースがあり、使用を希
望する団体に、使用する年度また
は月の始めから年度末まで、一括
して使用を許可しています。使用

を希望される団体は、使用申請を
してください。
申込・問合　所定の申請書と使用

者名簿、前年度活動報告お
よび今年度活動計画を歴史
まちづくり課（℡44-0354
㊏㊐㊗除く）へ

犬山城など
開館時間の延長

　 5月の大型連休期間中、下記の

施設において開館時間を延長しま
す。
期間　 4月28日㊏〜 5月 6日㊐
場所　犬山城、文化史料館（から

くり展示館含む）、中本町
まちづくり拠点施設（どん
でん館）、旧磯部家住宅復
原施設（磯部邸）

内容　開館時間を18：00に延長
　　　（入館は17：30まで）
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）
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健康体力チェックと
運動処方

　「体力が落ちてきたな」と感じ
ることはありませんか？現在の体
力をチェックしましょう。健康運
動指導士が効果的な運動方法をア
ドバイスします。
日時　5月15日㊋10：00〜11：30
場所　市民健康館

オオキンケイギク
に注意！

※�写真「九州地方環境事務所ホー
ムページ」より

　オオキンケイギクは、 5〜 8月
に道端や河川敷などで鮮やかな黄
色の花を咲かせます。繁殖力が強

合併処理浄化槽
設置整備事業補助金

　生活排水による公共用水域の水
質汚濁を防止するため、居住用住
宅のし尿汲み取り便槽や単独処理
浄化槽から合併処理浄化槽に転換
する場合に補助金を交付していま
す。
　新築時は対象外になる等交付要
件がありますので、補助対象に該
当するか申請方法を事前に問い合
わせてください。

人槽区分  限度額
5 人槽 332,000円
6 〜 7 人槽 414,000円
8 〜10人槽 548,000円

問合　環境課（℡44-0344）

市民健康館内
レストランで蕎

そ

麦
ば

店
オープン

営業時間　11：00〜
　　　なくなり次第終了
休業日　毎週㊊（㊗の場合は、そ

の翌日）
問合　蕎麦処　長江（℡62-7033）

健 康

消防団長に
長瀨昭二氏が就任

　消防団長齊木正文氏の退団に伴
い、後任の消防団長には消防団か
ら推薦された、前副団長長瀨昭二
氏が、 4月 1日付けで就任しまし
た。

新消防団長　長瀨昭二氏

　長瀨氏は、昭和57年に消防団に
入団、平成14年から副団長を務め
ました。
　なお、副団長には次の皆さんが
就任しました。
　再任　大澤誠治氏
　新任　安達芳郎氏
問合　消防本部消防総務課
　　　（℡65-3122）

航空自衛隊岐阜基地
夜間飛行について

目的　夜間におけるパイロットの
飛行の能力維持のため

内容　毎週火曜日を基準に、原則
週一回夜間飛行を実施して
います。

※詳しくは下記へ問い合わせてく
ださい。
問合　航空自衛隊岐阜基地
　　　基地渉外室
　　　（℡058-382-1101）

アンケートに
ご協力ください！

　「多機能化を目指す国際観光セ
ンター・フロイデについて」
　広報犬山 2月15日号でお知らせ
しましたとおり、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。
　つきましては、市内在住の1,200
人（無作為抽出）を対象に、フロ
イデホールや駐車場のあり方など
についてアンケートを実施し、今
後の方針決定にあたり、市民の皆
さんの意向を反映させたいと考え
ています。
　アンケートがお手元に届きまし
たら、ご協力をお願いします。
問合　経営改善課（℡44-0301）

スポーツ競技
全国大会等
出場者激励費支給

　アマチュアスポーツ競技の全国
大会などに出場した人に激励費を
支給します。
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・選考会を通過して
大会の出場が決定したこと
がわかる書類

　　　�②出場大会の内容が記載さ
れた書類（開催要項など）

　　　�③大会に出場することが明
らかな書類

申込・問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）
※詳しい内容や届出書は市ホーム
ページを見てください。

浄化槽の維持管理
を適切に

　浄化槽の維持管理は浄化槽法で
定められた所有者の義務です。
　浄化槽は、きちんと維持管理を
行うことで、下水道と同程度の処
理性能を発揮しますが、維持管理
を怠ると、悪臭等の原因になりま
す。定期的にこれらの作業を実施
してください。
●清掃
　浄化槽内に蓄積した汚泥を引き
抜きます。犬山市の許可を受けた
下記の清掃業者へ委託してくださ
い。
●犬山市浄化槽清掃許可業者
　（有）犬山衛生管理組合
　羽黒字井島1番地59
　（℡54-2397）
　（資）犬山衛生社
　天神町5丁目25
　（℡61-7888）
　（株）東海SUNKEY
　中山町2丁目37
　（℡63-3711）
　サニター（株）
　春日井市知多町1丁目46
　（℡32-7552、70120-543-366）
　輪栄工業（株）
　小牧市久保新町87
　（℡73-5210、70120-375-210）
●保守点検
　浄化槽本体や付属機器の点検・
調整などを行います。愛知県の登
録を受けた保守点検業者へ委託し
てください。
※詳しくは下記へ問い合わせてく
ださい。
問合　尾張県民事務所環境保全課
　　　（℡052-961-7211）
●法定検査
　浄化槽が適正に設置、使用され
ているかを調べます。
※詳しくは下記へ問い合わせてく
ださい。
問合　（一社）愛知県浄化槽協会
　　　（℡052-481-7160）

●防除の仕方
　根ごと引き抜いて生育していた
場所に放置し、天日にさらして枯
らしてから市の指定のごみ袋に密
封して、指定日に可燃ごみとして
出してください。
※作業される場所の所有者の承諾
は必ず得てから作業してください。
●見た目の特徴
①花は直径 5〜 7㎝で、キク科で
コスモスの花に似た黄色の花が咲
く。
②茎の長さは30〜70㎝程度で、葉
は茎の下の方につき、ヘラ状で両
面に粗い毛がある。
問合　環境課（℡44-0345）

花の直径
5〜 7㎝

黄橙色で、品種
によっては根本
部分のみが紫褐
色。 4〜 5回不
規則に分かれて
いる。八重の品
種もある。

細長いへら状で
両面に荒い毛が
生えている。葉
のまわりはなめ
らか（鋸歯はな
い）。葉の横幅
は一番大きい部
分で1㎝程度。

草丈
30㎝〜70㎝

裂片は楕円形 葉が対生

内容　握力測定、長座体前屈など
の体力測定

※年齢や体調によりチェック項目
が異なります。
※運動できる服装で来てください。
費用　無料
持物　健康手帳、室内履き運動靴、

過去に受けたことのある人
は体力チェック表

申込・問合　4月25日㊌から市民
健康館（℡63-3800）へ

く、多年草であるため、刈り取っ
ても生えてきて、在来植物を駆逐
するなどの悪影響を及ぼします。
特定外来生物に指定されており、
栽培・譲渡・販売・輸出入するこ
とは禁止されていますので、他の
場所で見つけても、家に持ち帰っ
たり、別のところに植えたりしな
いでください。
　なお繁茂させないようにするた
めには、種子を地面に落とさない、
もしくは種子が付く前に駆除を行
うことが大切ですが、枯れる前の
運搬は禁止されていますので、注
意してください。
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犬山市子育てガイド
「さくらんぼ」の
お詫

わ

びと訂正
　 4月 1日現在、未就学児のいる
家庭等に配布しました平成30年度
子育てガイド「さくらんぼ」の内
容につきまして、 9ページ犬山駅
西病院の電話番号が誤っていまし
た。正しくは、「61-2017」です。
お詫びして訂正します。
問合　保健センター（℡61-1176）

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　 4月24日㊋13：30〜15：00
医師　城南クリニック
　　　保浦晃徳氏
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）

8020表彰者募集
　犬山扶桑歯科医師会および犬山
市では、80歳以上の人、または今
年度中に80歳になる人で、自分の
歯が20本以上ある人（過去に表彰
を受けられた人は除く）を募集し
ます。
　8020表彰を受けるためには、犬
山扶桑歯科医師会加入の歯科医院
での歯科健診が必要です。直接犬
山扶桑歯科医師会加入の歯科医院
へ申し込んでください。
期間　4月16日㊊〜5月31日㊍
対象　昭和14年3月31日以前生ま

れで20本以上自分の歯があ
る犬山市在住の人

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。

アラサー世代・アラフィフ世代のための
運動講座

　なかなか運動する機会がなく、自分の健康づくりが後回しになってい
るアラサー世代や、体力低下を感じているアラフィフ世代のための運動
講座です。日常生活の中で気軽にできるストレッチや呼吸法、ウォーキ
ングなどの運動をしてみませんか。

アラサー世代の運動講座 アラフィフ世代の運動講座

日時
5 月16日㊌、23日㊌、30日㊌、
6月 6日㊌
各日10：00〜11：30

5 月16日㊌、23日㊌、30日㊌、
6月 6日㊌
各日13：30〜15：00

場所 市民健康館 市民健康館

内容
ストレッチや呼吸法などを行
い、体、心、頭をほぐす健康
づくりです

日常生活の中で 3つの身体所
作（呼吸・姿勢・歩行）を意
識して筋力低下を予防します

講師 健康運動指導士 健康運動指導士

対象 20〜39歳の市民
※ 1歳〜未就園児の託児有り 40〜64歳の市民

定員 20人 20人

費用 1,000円（ 4回分を初回に集金します）

持物 健康手帳、室内履き運動靴、水分補給用飲み物
※動きやすい服装で来てください。

申込 4 月23日㊊〜

問合　市民健康館（℡63-3800）
ゲートキーパー講座

〜こころのサインに気づいたときにできること〜
　ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、
必要な支援につなげ、見守る人のことです。平成28年の全国の自殺者数
は21,897人（警察庁自殺統計より）と、毎年かけがえのない多くの命が
自殺によって失われています。
　悩みを抱えた人は「どこに相談してよいか分からない」「どのように解
決したらよいか分からない」等の状況に陥っていることがあります。周
囲の人が、大切ないのちを支えるゲートキーパーとして、できることか
ら始めませんか。
〔 2 回コース〕

第 1 回 第 2 回

日時 5 月18日㊎13：50〜15：20 5 月25日㊎13：50〜15：20

内容 声かけや傾聴について 見守りの方法について

講師
社会福祉法人
愛知いのちの電話協会事務局長
兼田智彦氏

ひぃりんぐ工房とぽす
臨床心理士　西野敏夫氏

場所　市民健康館
対象　市民
定員　50人

健 康

相談 日時・場所 内容 担当

①いきいき
　健康相談

随時
市民健康館

心と体に関する相
談や家族の健康に
関する相談など

保健師
看護師

②栄養士による
　栄養相談

随時
市民健康館 栄養に関する相談 管理栄養士

③�歯科衛生士に
よる歯科相談

随時
保健センター 歯科に関する相談 歯科衛生士

④おくすり
　なんでも
　相談

16日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

くすりに関する
相談

はぐろ薬局
薬剤師
奥村正幸氏

⑤アルコール
　相談

12日㊏
10：00〜15：00
市民健康館

飲酒に関する
悩み相談 断酒会会員

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

5 月の健康無料相談ガイド

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 2 」
　唾液の隠されたパワーは、むし
歯の進行を止めるだけではありま
せん。注目したいのは「消化を助
ける力」です。栄養を摂

と

るだけで
なく、消化という仕事には、食べ
物を分解することも課せられてい
ます。胃腸を助けるために、日夜
その準備に励んでいるのが歯と唾
液です。つまり、口の中からすで
に消化は始まっているのです。か
まずに食べると、胃での分解に時
間がかかり、胃液の強い酸が自分
の胃壁を傷つけます。このためよ
くかんで、消化を助け栄養を摂取
しやすい状態にすることが重要で
す。
　その他にも、食べ物を分解して
積極的に味覚を感じさせるような
作用、唾液ホルモンの働きにより
身体の細胞を新しく作り若々しい
体を保つ作用、歯や粘膜の汚れを
洗い流して口の中を清潔に保ち口
臭を予防する作用などがあります。
このように食生活になくてはなら
ない「唾液」の隠されたパワーを
もっと見直してみませんか。

高 齢 者

子 育 て

申込　犬山扶桑歯科医師会加入の
歯科医院（犬山扶桑歯科医
師会員以外の歯科医院では
申し込みできません）へ

問合　犬山扶桑歯科医師会
　　　騎馬（ごろうまる歯科
　　　℡62-0101）

持物　健康手帳
申込　 4月20日㊎から市民健康館（℡63-3800）へ
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子 育 て 市 税 等
納 期 限

ファミリー・サポート・センター講習会　参加者募集
　ファミリー・サポート・センターは、地域の子育て支援の輪が広がり安心して子育てができるように依頼会員
と援助会員が助け合いながら活動を行っています。子育て中の人に役立つように、また、日頃の援助活動が安心・
安全に行えるように講習会を開催します。

講座名 日　時 場　所 講　師 対　象 定員 費用 持　物

救急救命講習
〜子どもの安全と
応急手当〜

5月22日㊋
10：00〜11：30

市民健康館201

消防署職員

会員または子育
て支援に興味関
心のある人

20人 無料 筆記用具交通事故から子ど
もを守るために

5月29日㊋
10：00〜11：30 警察署署員

0.1.2歳の育ちと
関わり方

6月12日㊋
10：00〜11：30 子ども未来園園長

申込・問合　 4月16日㊊から電話でファミリー・サポート・センター（子ども未来課内　℡63-3818）へ
※託児はありません。同室内にあそびスペースを設置しています。

平成30年度の市税などの納期限
　市税、国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料の納期限は下表のとおりです。
納付は、市指定金融機関かコンビニ、市役所・出張所でお願いします。

納期限 固定資産税・
都市計画税

市民税・
県民税 軽自動車税 国民健康

保険税 介護保険料 後期高齢者
医療保険料

5 月 1 日㊋ 1期・全期 1期

5月31日㊍ 全期 2期

7月 2日㊊ 1期・全期 1期 3期

7月31日㊋ 2期 2期 4期

8月31日㊎ 2期 3期 5期 1期

10月 1 日㊊ 4期 6期 2期

10月31日㊌ 3期 5期 7期 3期

11月30日㊎ 6期 8期 4期

12月25日㊋ 3期 7期 9期 5期

1月31日㊍ 4期 8期 10期 6 期

2 月28日㊍ 4期 9期 11期 7 期

4 月 1 日㊊ 10期 12期 8 期

警察署だより

子どもと高齢者を
交通事故から守ろう

　新年度を迎え、真新しいランド
セルを背に元気な姿で登校する子
どもや新社会人となった若者の姿
を見かけるようになりました。
　この時期は、不慣れな交通環境
で通学・通勤が始まり、交通事故
の発生が心配される時期でもあり
ます。
　また、気候もよくなり、行楽な
どで自動車を使ったり、高齢者が
外出する機会が増えたりして、交
通事故の危険性が高まります。
〈新入学児童・園児の交通事故防
止〉
　これまで家の近くや家族の周り
で遊んでいた子どもたちも、学校
や幼稚園などに通うようになる
と、行動範囲が広がり、家族の目
の届かないところでの行動も多く
なります。

●子どもへの交通安全教育
　以下のことを目標にわかりやす
く「飛び出しをしない」「道路を
横断するときは手をあげる」など、
具体的に繰り返し指導していくこ
とが大切です。
幼児　心身の発達段階に応じて、

道路の安全な通行方法など
の基本的な交通ルールを連
守させ、交通マナーを実践
させる態度を習得させる

児童　歩行者と自転車の利用者と
して道路および交通の状況
に応じて自ら判断して安全
に道路を通行できるための
必要な機能と知識を習得さ
せる

● 新入学児童・園児のいる保護者
が果たす役割
　子どもと一緒に通学（園）路を
歩き、必ず子ども目線で危険箇所
を確認してください。大人の目で
は安全に見える場所が、子どもた
ちには大変危険な場所となること
があります。

　さらに、同じ道を車で走り、ド
ライバー目線で危険箇所を確認し
てみると、新たな危険の発見に
びっくりすることがあります。
　歩き始めたばかりの子どもたち
を安全に育んでいくためには、ド
ライバーの皆さんが児童や幼児の
特性を十分に理解し、思いやりの
ある運転を心がけていくことが必
要です。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

●早めにご相談を！！
　納期内に納税できない事情のあ
る人は、早めに相談してください。
督促状を放置したり、催告を無視
しても問題の解決にはなりません。
　収納課では、平日に市役所に来
られない人のために、休日（毎月
第 2・ 4㊐の 9：00から12：00）に
納税相談を主とした窓口を開設し
ています。利用する場合は、事前
に収納課に予約をしてください。
●市税等の納付は便利な口座振替
をぜひ利用してください。
　市税等の納付は、口座振替が便
利です。申込手続きをしますと、
納付に出かける手間や納期を忘れ
るなどの心配が無く、自動的に各
納期限に振替納付されますので、
ぜひ利用してください。

　手続きは、預金通帳・通帳使用
印・納税通知書か領収証書を持っ
て、市指定の金融機関に申し込ん
でください。
問合　収納課（℡44-0317）

時間外受付

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
4 /17㊋、 5 / 1 ㊋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）
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日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
4 /22㊐、 5 /13㊐ 9：00〜12：00
※市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
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
4 /22㊐、 5 /13㊐ 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）

時間外受付

水道緊急時

パッチワーク作品展
〜名画とともに〜

　安藤広重やゴッホ、ルノワール
など名画の布を使用し、名画を中
心にコラージュしたパッチワーク
を展示します。
日時　 4月17日㊋〜 5月 1日㊋
　　　�9：00〜17：00（初日は13：

00から、最終日は15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　小沢（℡67-3087）

　 春の山野草展示会
　山野草愛好家の皆さんに春の山
野草を楽しんでいただき、山野草
の栽培や管理の相談にも対応しま
す。
日時　 4月21日㊏ 9：30〜17：00
　　　　　22日㊐ 9：00〜16：00
場所　南部公民館　 1階展示室
内容　春に咲く山野草の盆景・石

付・寄せ植え等350点
　　　�（シラトウ、サクラソウ、

イワチドリ、ギボウシ等）
問合　北原（℡090-1563-0601）

写真同好会写真展
　自然の風景、鳥、動物たち、街
角で出会った人や美しい花に思い
を寄せて撮った20点ほどの作品展
です。
日時　 4月24日㊋〜30日㊊
　　　�9：00〜18：00（初日は11：

00から、最終日は16：00まで）
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ　交流プラザ
問合　シルバー人材センター
　　　（℡62-8505）

ねこお見合い会・
飼育相談

　里親募集中の猫が参加します。
写真コーナー、パネル展示、飼育
相談、地域猫相談も受け付けてい
ます。
日時　 4月29日㊗、 5月27日㊐、
　　　 6月24日㊐
　　　（各日10：00〜13：00）
場所　市役所分庁舎
　　　（犬山字東古券334-1）
※猫の体調により参加頭数は変動

します。
※譲渡条件があります。
※当日の引き渡しはできません。
※会場で猫を抱っこすることはで
きません。
問合　野田（℡090-6610-2948）

犬山歴史研究会
4月総会・講演会

　年度総会に引き続いて記念講演
会を行います。テーマは「成瀬氏
家臣団と犬山」です。一般の人の
聴講も歓迎です。
日時　 4月29日㊗
　　　総会　　　　13：00〜
　　　記念講演会　14：00〜
場所　福祉会館 4階中ホール
講師　犬山城白帝文庫
　　　主任学芸員　筧真理子氏
費用　500円（一般参加の人）
問合　犬山歴史研究会長
　　　丸山（℡090-2348-3084）

絵筆をもった
チンパンジー

〜ヒトはなぜ絵を描くのか〜
チンパンジーとヒトの描画研究を
おこなっている京都造形芸術大学
の齋藤亜矢先生にお話しいただき
ます。
日時　 4月29日㊗11：00〜12：00
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）800円
　　　小中学生　400円
　　　幼児（ 3歳以上）　300円
※詳細はホームページ（http://
www.j-monkey.jp/）を見てくだ
さい。
問合　日本モンキーセンター
　　　（℡61-2327）

「ふれあいトリオ」
コンサート犬山公演

　ピアノトリオ（ピアノ、ヴァイ
オリン、チェロ）によるクラシッ
クコンサートです。　
日時　 6月 9日㊏13：30〜15：30
場所　南部公民館講堂
対象　一般（未就学児不可）
定員　抽選40人（代表者を含め 1

組 4人まで）
費用　無料
申込　 4月16日㊊〜 5月13日㊐
　　　（消印有効）にはがきでK

トレーディング㈱内
　　　「ふれあいトリオ」事務局
　　　（東京都港区青山5-9-12-
　　　504）へ
問合　濱口（℡03-6418-1008）

ミニテニスメンバー
募集

　お子さんと一緒に。夫婦のコ
ミュニケーションに。ミニテニス
を楽しみませんか。ラケットは貸
し出します。10代から70代まで、
楽しくスポーツをしましょう。
場所　南部中学校
日時　毎週㊏19：30〜21：30
持物　室内スポーツシューズ、飲

み物
問合　宮田（℡090-3950-2575）
　　　白水（℡090-3933-4876）

チンパンジー
フェスティバル

　チンパンジーに関する常設展や
特設アスレチックが登場。㊏㊐㊗
には講演会や体験イベントを開催
します。
日時　 5月 1日㊋〜31日㊍
　　　10：00〜17：00
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）800円
　　　小中学生　　　　　400円

　　　幼児（ 3歳以上）　　300円
定員　なし
※体験イベントは 5歳以上、各回
10人、要参加費
※詳細はホームページ（http://
www.j-monkey.jp/）を見てくだ
さい。
問合　日本モンキーセンター
　　　（℡61-2327）

第7回犬山歴史散策
世界かんがい施設遺産入鹿池見学
とヒトツバタゴ自生地を訪ねて
日時　 5月 9日㊌10：30〜14：15
集合場所　入鹿用水土地改良区
　　　事務所
内容　世界かんがい施設遺産入鹿

池の見学と説明、ヒトツバ
タゴ自生地の観察

費用　200円（交通費は各自）
※昼食と飲み物は各自持参
●コミュニティバス利用者
犬山駅東口 9：40発、
羽黒駅西口 9：55発に乗車し、神
尾10：17着で降車。
●帰りのバス時刻
岐阜バス13：58または14：33発、コ
ミュニティバス14：55発
●マイカー利用者
10：30までに入鹿用水土地改良区
事務所へ集合。
申込・問合　 5月 7日㊊までに
　　　犬山年金者の会　吉田
　　　（℡62-6226）へ

春です。
一緒に山に
行きましょう！

　犬山労山マップから、市民登山
教室机上学習と実践のご案内です。
① 5月15日㊋19：00〜20：30
　机上A　�山へ行こう！
　　　　　何が必要？準備は？
② 5月27日㊐朝〜
　実践A　瓢

ふくべ

ヶ
が

岳
たけ

または天王山
③ 6月 5日㊋19：00〜20：30
　�机上Ｂ　山の歩き方、地図の読
み方、天候変化への対応。
④ 6月 9日㊏朝〜
　実践Ｂ　納

の

古
こ

山
⑤ 6月19日㊋19：00〜20：30
　�机上Ｃ　困難やリスクの克服・
回避、計画書づくり。
⑥ 7月 1日㊐朝〜
　実践Ｃ　猪

い

臥
ぶし

山または富士見台
場所　羽黒地区学習等供用施設
費用　保険料等実費がかかります。
※ 8月18日㊏・19日㊐ 1泊 2日
※日時、場所については変更とな
る場合があります。詳しくは下記
に問い合わせてください。
会員募集公開山行企画中
申込・問合
　　　2018年度犬山労山マップ公

開系実行委員会　宮﨑
　　　（℡080-3284-9816
　　　Eメール�miya1202jp＠ya
　　　hoo.co.jp）へ

掲載を希望する人は、企画広報課
広報・広聴担当へ。 6月 1日号の
締め切りは 4月19日㊍、 6月15日
号の締め切りは 5月 8日㊋
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募 集

催 し

結　 果1

第62号⑪

平成29年度愛知県体育協会表彰者
スポーツ功労賞（功労賞）

　公財）愛知県体育協会は毎年体育スポーツの向上・
発展に功績のあった県下の個人や団体に対して体育
表彰を行っています。
　平成29年度は、犬山市から「スポーツ功労賞」に
宮地繁誠氏・安田秀樹氏・宮田孝秀氏が選ばれまし
た。
　 3月15日㊍にウィルあいちで表彰式が行われ、 3
人に表彰状が授与されました。おめでとうございます。

第62回四市交歓体育大会　スキー競技
〈江南・岩倉・小牧・犬山〉

　 2月18日㊐、モンデウス
飛騨位山スノーパークで第
62回四市交歓体育大会ス
キー競技を開催しました。
　今年は積雪に恵まれ、コ
ンディションが良いバーン
で選手たちは、自分の持てる技量を十分に発揮することがで
きました。
　犬山市は市民スキー大会の入賞者を中心に23人の選手が出
場し、各部門で上位入賞を果たしました。
　難しいコースセッティングのため旗門不通過者が多く出て
しまいましたが、けがもなく無事閉会しました。

犬山ゴルフ協会
宮地繁誠氏

犬山軟式野球連盟
宮田孝秀氏

犬山弓道協会
安田秀樹氏

結　果
《女子の部》
優　勝　浜口尚美
第 3位　小川亜希子
第 4位　柴田千万子
《60歳以上の部》
準優勝　柴田洋介
第 4位　加藤千統

《50歳以上の部》
優　勝　吉田茂樹
第 5位　今川裕久
《40歳以上の部》
第 3位　広政貴之
《40歳未満の部》
優　勝　菅野全泰

弓道教室
　弓道未経験の人が射場から的まで
の行射を習得できます。
●初心者弓道教室
日時　 5月12日〜 7月21日　毎週㊏
　　　19：00〜20：45　11回
場所　市弓道場
対象　市内在住・在勤で中学生以上

の人（高校弓道部員は除く）
費用　6,000円（用具代・道場使用

料・保険料を含む）
定員　先着10人
申込　 4月15日㊐〜 5月 4日㊗
　　　市体育協会事務局まで。
　　　電話・FAX可
●女性弓道教室
日時　 5月 8日〜 7月10日　毎週㊋
　　　 9：30〜12：00　10回
場所　市弓道場
対象　市内在住・在勤で18歳以上の

女性
費用　6,000円（用具代・道場使用

料・保険料を含む）
定員　先着10人
申込　 4月15日㊐〜 4月30日㊡
　　　市体育協会事務局まで。
　　　電話・FAX可

生徒募集
　強い心と体を育てよう！
●柔道教室
女性の先生が受身から優しく教えま
す。
日時　毎週㊊・㊎19：00〜21：00
場所　市武道館柔道場
対象　年長以上
費用　2,000円/月
申込　練習日に直接市武道館柔道場

へ
問合　犬山柔道会　小川さとみ
　　　（℡090-3442-7007）
※ 1か月間無料体験あり
●剣道教室
日時　毎週㊋・㊎　19：00〜21：00
場所　市武道館剣道場
対象　幼年以上
費用　3,000円/月（兄弟割引あり）
申込　練習日に直接市武道館剣道場

へ
問合　犬山剣道連盟
　　　木全昇宏（℡090-6573-5859）

第16回犬山藤田杯卓球大会
日時　6月10日㊐
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　一般男女　先着150人
部門　シングルス
　　　ベテラン男子（60歳以上）
　　　ベテラン女子（60歳以上）
　　　シニア男子（45歳〜59歳）
　　　シニア女子（45歳〜59歳）
　　　青年男子（45歳未満）
　　　青年女子（45歳未満）
※年齢は大会当日のものとします。
費用　1人1,000円
申込　4月13日㊎〜5月11日㊎
　　　申込用紙に氏名・住所・電話

番号・所属チーム名・年齢を
記入し、参加料を添えて、下
記へ現金書留で申し込みをし
てください。

スポーツ少年団大会
●第 8 回後期バレーボール大会
日時　平成29年11月23日㊗
場所　エナジーサポートアリーナ
部門　 6年生の部
　　　優　勝　こくまろkid's
　　　準優勝　楽田クルーズ
　　　 5年生の部
　　　優　勝　楽田クルーズ

●第33回秋季軟式野球大会
日時　平成29年 9 月 2 日㊏
　　　〜12月24日㊐
場所　木曽川犬山緑地グラウンド他
部門　 6年生の部
　　　優　勝　木津ブライトA
　　　準優勝　長者町タウン
　　　 5年生の部
　　　優　勝　木津ブライトB
　　　準優勝　長者町タウン

●後期ミニバス大会
日時　 2月24日㊏
場所　エナジーサポートアリーナ
部門　 6年生男子の部
　　　優　勝　犬山ミニバス
　　　準優勝　城東ミニバス
　　　 4年生男子の部
　　　優　勝　犬西ミニバス
　　　準優勝　城東ミニバス

市民大会
優勝者または優勝チーム
●スイミングフェスティバル
日時　 1月 8日㊗
場所　フロイデプール
部門　25M自由形
　　　小学生以下男子　石畑佑樹
　　　小学生以下女子　長縄明衣
　　　中学生男子　　　杉本貴優
　　　中学生女子　　　今枝里緒
　　　25M背泳ぎ
　　　小学生以下男子　西ノ園賢樹
　　　中学生男子　　　一場隆太
　　　中学生女子　　　吉野　舞
　　　25M平泳ぎ
　　　小学生以下男子　石畑佑樹
　　　小学生以下女子　松田怜奈
　　　中学生男子　　　寺崎健太
　　　中学生女子　　　河尻　涼
　　　一般男子　　　　中山嘉明
　　　25Mバタフライ
　　　小学生以下男子　原田宗太郎
　　　小学生以下女子　尾関絢香
　　　中学生男子　　　梅村典佑
　　　中学生女子　　　豊永夢七
　　　一般男子　　　　深町玲樹
　　　50M自由形
　　　小学生以下男子　山田創汰
　　　小学生以下女子　加藤夢徠
　　　中学生男子　　　平塚達也
　　　中学生女子　　　泉　寧々香
　　　一般男子　　　　中山嘉明
　　　100M個人メドレー
　　　小学生以下男子　原田宗太郎
　　　小学生以下女子　加藤夢徠
　　　中学生男子　　　三輪陽斗
　　　中学生女子　　　長縄朱莉
　　　一般男子　　　　深町玲樹

初級・中級テニス教室
　テニスがとても上手になります。
日時　 5月27日〜 6月17日　毎週㊐
　　　 8：30〜12：30　 4 回
場所　山の田公園テニス場
対象　市内在住・在勤・在学で小学

校 5年生以上またはテニス協
会会員

費用　3,000円（高校生以下2,000円）
定員　先着20人
申込　 4月15日㊐〜 5月20日㊐
　　　市体育協会事務局まで。
　　　電話・FAX可

バウンドテニス教室
　バウンドテニスを基本から紹介し
ます。
日時　 5月27日㊐　13：30〜16：30
場所　市武道館剣道場
対象　市内在住・在勤在学の人
費用　500円
定員　先着30人
申込　 4月16日㊊〜 5月21日㊊
　　　市体育協会事務局まで。
　　　電話・FAX可

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

〒484-8799　犬山市天神町1-7
日本郵便犬山支店　局留め
犬山卓球協会�理事長�入尾範之

●第36回犬山シティマラソン
　市民の部
日時　 2月11日㊗
場所　城下町周辺および扶桑町
部門　 5 キロ
　　　小学生男子� 市橋　芯
　　　中学生男子� 桑原悠輔
　　　高校生〜29歳男子　市原利希也
　　　30歳〜49歳男子� 春田雅幸
　　　50歳〜59歳男子� 齋藤裕次
　　　60歳以上男子� 浅野ひろむ
　　　小学生女子� 相京真衣愛
　　　中学生女子� 櫻井茉凜
　　　高校生〜29歳女子　宮島菜々花
　　　30歳〜49歳女子� 上岩美幸
　　　50歳以上女子� 大竹千恵
　　　 7 キロ
　　　高校生〜29歳男子� 清水透吾
　　　30歳〜49歳男子� 谷川　隆
　　　50歳〜59歳男子� 縄田久仁夫
　　　60歳以上男子� 田端徳行
　　　高校生〜29歳女子� 立田愛実
　　　30歳〜49歳女子� 西部　舞
　　　50歳以上女子� 谷本陽子

●スキー
日時　 1月28日㊐
場所　モンデウス飛騨位山
　　　スノーパーク
部門　小学生低学年男子� 中島優吾
　　　小学生低学年女子� 梅村香穂
　　　小学生高学年男子� 竹内創哉
　　　小学生高学年女子� 伊藤　舞
　　　一般女子� 柴田千万子
　　　男子70歳以上� 江崎俊雄
　　　男子60歳以上� 山田猛雄
　　　男子50歳以上� 吉田茂樹
　　　男子40歳以上� 早瀬憲治
　　　男子40歳未満� 菅野全泰
　　　スノーボード男子� 藤田　学

第17回会員親善
グラウンド・ゴルフ大会

日時　 3月 8日㊍
場所　羽黒中央公園多目的スポーツ

広場
参加者　171人
部門　男子の部
　　　優　勝　伊藤康正
　　　　　　　（羽黒遊々会）
　　　準優勝　牛島八州範
　　　　　　　（ニュータウン）
　　　女子の部
　　　優　勝　亀井恵子
　　　　　　　（しろひがし）
　　　準優勝　右田洋子
　　　　　　　（スピリット）

※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



20 21広報犬山　H30.4.15号 広報犬山　H30.4.15号

女性議会
　 2月14日、日頃から抱いている市政に対する質問や意
見、提案などを通じ、女性の視点から住みやすく、暮ら
しやすいまちづくりを目指すことを目的に女性議会が行
われました。昨年10月に募集が行われ集まった10人の「い
ちにち女性議員」からは、「中学生の荷物軽減」「産後の
母親支援」「病後児保育の充実化」などの質問が出てい
ました。

親子で行く美術館鑑賞ツアー
　 2月12日名古屋市東区にあるヤマザキマザック美術館
で「わん丸君がお出迎え！親子で行く美術館鑑賞ツアー」
が開催され、親子 7組19人が企画展「木彫りどうぶつ美
術館　はしもとみおの世界」を鑑賞しました。この事業
は戌

い ぬ

年を迎えた市とヤマザキマザック美術館による官民
連携で、「犬」をキーワードに「人」と「美術」と「犬
山市」を結び付けようと実現したものです。
　彫刻家・はしもとみおが手掛けた生き生きとした動物
たちの彫刻を鑑賞した参加者はその込められた思いに息
をのんでいました。

第₉回世界のTEA TIME
　世界各国のお茶やコーヒーとお菓子を楽しみながらそ
の国の文化に触れる「世界のTEA�TIME」が 2月18日、
犬山国際観光センターフロイデで開かれ、約150人が参
加しました。今回はペルー、中国、コロンビア、ベトナム、
スロバキア、ブラジル、フィリピンの 7か国で愛飲され
ているお茶や紅茶、コーヒーと茶菓子やケーキが味わえ
るブースと日本文化（茶道、生け花）の体験ブースが設
けられ、参加者らは飲み物やお菓子等の説明を受けなが
ら、スタッフが身に着けている民族衣装や食文化につい
て熱心に質問し交流を深めました。

入鹿池ダムカード・ダムカレー
　 2月15日、入鹿池のさらなる認知度向上と来訪者の増
加を図るため「入鹿池ダムカード」の配布を開始しまし
た。このダムカードはJA愛知北より寄贈を受けたもの
で、入鹿池を来訪した人を対象に入鹿用水土地改良区事
務所で配布しています。
　また、博物館明治村内の「和食処碧水亭」では「入鹿
池ダムカレー」が販売され、中央のソーセージを引き抜
くと反対側にカレールーが流れ込む仕組みとなってお
り、一日20食の限定販売です。
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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/

32

新着本の紹介（一部）

英龍伝
佐々木譲著

開国か、戦争か。早くから
「黒船来航」を予見し、海
防強化を訴え続けた異能の
行政官・江川太郎左衛門英
龍。その不屈の生涯を描く。
「くろふね」「武揚伝」に
連なる幕末 3部作、完結。

大根はエライ
久住昌之文・絵

薬味として主菜の味を引き
立てたり、いっしょに煮た
ものの味を引き立てたり。
人気も実力をあるのに、ど
こか奥ゆかしい大根。まる
でいつも脇役に徹している
役者さんみたい…。

じてんしゃのれるかな
平田利之作

ぼくは、自転車に乗れない。
これからまた練習なんだけ
ど、ちょっとこわい。すると
「へいき、へいき」と、誰か
の声がして…。自転車に乗れ
ない子どもたちに贈りたい、
3色印刷が味わい深い絵本。

一般書
『サブジェクト・ライブラリアン』

田中あずさ
『調べるチカラ』� 野崎篤志
『マタ・ハリ伝』� サム・ワーヘナー
『核戦争の瀬戸際で』

ウィリアム・J・ペリー
『文楽のすゝめ』� 竹本織太夫
『天才と凡才の時代』� 秋山聰
『風神の手』� 道尾秀介
『はじめての八十歳』� 山藤章二
『それ自体が奇跡』� 小野寺史宜
『文字に美はありや。』� 伊集院静
『オッパイ入門』� 東海林さだお
児童書

【小学校低学年】
『あかいろうそく』
『だるまちゃんとかまどんちゃん』
『だるまちゃんとキジムナちゃん』
『だるまちゃんとはやたちゃん』

【小学校中・高学年】
『こども武士道』
『図書館の怪談』
『社会科見学！みんなの市役所 1階』
『今日は何の日？ 366日大事典』
児童書（絵本）

【幼児向け】
『大造じいさんとがん』
『藤吉じいとイノシシ』
『にゃんにゃん』
『スプーンちゃん』

●「たのしく言葉あそび」（こども俳句教室）
　図書館では、子どもたちが言葉あそびを通じて俳句に
触れることで、感性、想像力を育めるように「こども俳
句教室」を開催します。みんなで一緒にたのしみましょう。
日時　全 4回（各回13：30〜　約80分）
　　　第 1回 5月27日㊐���第 2 回 8 月26日㊐
　　　第 3回11月25日㊐　第 4回平成31年 3 月 3 日㊐
場所　犬山市立図書館 2階展示室など
募集　�小学校 1年生〜 6年生まで（市内在住もしくは市

内小学校に通学）保護者の同席可
定員　先着15人　※定員に到達次第締め切り
講師　犬山市立図書館協議会委員　宮地瑛子氏
特典　�4 回すべて出席した子どもには、「俳句キッズ認

定証」、俳句に関する記念品をお渡しします。
申込・問合　 4月10日㊋〜 5月11日㊎まで
　　　図書館窓口で受け付け（電話申込可℡62-6300）

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

5 月のイベント（場所：図書館本館）
3 日㊗　春のおはなし大会『人形劇』� 13：30〜
6 日㊐　DVD上映会「名犬ラッシー」� 14：00〜
12日㊏　一日まるごとワンダフル図書館� 10：00〜
12日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜
13日㊐　「おはなしぼっくす」おはなし会� 11：00〜
26日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜
27日㊐　第 1回「こども俳句教室」� 13：30〜

●読書会藍の会の一冊

◎「ヴェニスの商人」� シェークスピア著
　シェークスピアは、四大悲劇を始め、『ロミオとジュリ
エット』など37編の劇を残し、エリザベス時代を代表す
るイギリスの劇作家である。
　『ヴェニスの商人』は「肉1ポンド、血は1滴も与えては
おらぬ」という名裁判が演じられる。
　商人アントニオは友人バザーニオのために、ユダヤ人
の金貸しシャイロックから借金をするが、商船は難破し
てしまう。さて、アントニオ、シャイロックはどうなる
のか。

図書館
だより

図書館まめ知識

　先月、 1年 3か月ぶりにドイツの
実家に帰りました。出張でドイツに
行くことはありましたが、そのとき
はなかなか実家に帰れませんでし
た。今回は一週間の休みをもらい、
久々に家族に会いに行きました。や
はりずっと離れていた故郷に帰省す
ると、心が休まると同時に、一年
ちょっとでいろいろな変化があっ
て、びっくりしました。
　私が入国審査を終えた瞬間、お母
さんが私を笑顔で迎えてくれて癒や
されました。でも、以前に会ったと
きと比べたら随分と太っていて、
「私のお父さんにどんどん似てきた
な」と思いました。私が生まれてか
ら数年前まで、父はものすごくぽっ
ちゃりした人でした。ビールとお肉
が大好きだったので、そういう体型
になってしまったのは不思議ではな
いと思いますが・・とにかくお父さ
んは体が大きいイメージしかありま

せん。しかし、この 3年間、お父さ
んはいろいろな病気をしてどんどん
元気がなくなっていて、最近ほとん
ど寝たきりの状態になっているとお
母さんから聞いていたので、心配し
ていました。一年ぶりに実家に帰る
と、私の知っていたお父さんと違い、
とても痩せたお父さんが横になって
いました。それを見て悲しい気持ち
になりましたが、お父さんは頑張っ
て起きてきて、私を抱きしめてくれ
ました。そしていつものようにすぐ
にくだらない冗談を言いはじめまし
た。「間違いなく私のお父さんだ！」
と思って私も笑いました。
　（ちなみに、実家の愛犬も結構太っ
ていました。人間も動物も年を取る
とともに変わりますね。）
　久しぶりのふるさとで、ほかにも
変化に驚いたことがたくさんありま
した。例えば、家の周りを犬と散歩
していたら、風力発電の数に衝撃を
受けました。若いころから風力発電
の風車がたくさんありましたが、そ
の数が 4倍ぐらいに増えて、どこを
見ても風車が見えるという感じがし
ました。また大気汚染の対策として
各自治体が、ディーゼルエンジン車
の市街地への乗り入れを禁止するこ
とを合法とする判断を、連邦裁判所

が示したということをテレビでやっ
ていました。「さすが環境の先進国
と言われるドイツ」と痛感しました。
しかし、風力発電の音への文句を口
にする人や、ディーゼル車を買
ったばかりなのに規制の対象になり
悩んでいる人もたくさんいるようで
した。私の両親もその中の一人です。
　今回は実家に一週間しかいられな
かったので、あっという間に帰る日
が来てしまいました。最後にお母さ
んと別れるとき、お母さんの涙目を
見るのがつらかったです。「元気で
ね。気を付けて、無事についたら連
絡ちょうだい。また次に会えるのを
楽しみにしてる。愛してるよ。」と。お
父さんもお母さんも一年でだいぶ老
けて体型も変わりましたが、私のこ
とを心配してかわいがってくれる優
しさは変わっていなくて安心しまし
た。二人が生きているうちにしっか
り親孝行をして大切にしようと改め
て実感した久しぶりの帰省でした。

1 年ぶりの故郷

■休日（昼間）診療
○犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡62︲8100
　犬山市五郎丸東1-70（国道41号線「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）
　受付時間　  8：30〜11：30（診療は 9：00〜）
　　　 　　　13：30〜16：15（診療は14：00〜）

■救急医療の案内
○救急医療情報センター　℡81︲1133
　24時間365日体制で、電話で医療機関の案内を行っています。
○救急医療情報システム 　http://www．qq．pref．aichi．jp/
　インターネットで受診可能な医療機関を検索できます。（5か国語対応）
○小児救急電話相談　℡＃8000か、℡052︲₉62︲₉₉00
　夜間に医療相談が受けられます。受付／19：00〜翌朝 8：00

■休日（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00

診療時間／ 9：30〜11：30、㊗は12：00まで

と  き 病・医院名 電　話

4 月15日㊐ 結ファミリークリニック�（楽田）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

68︲3311
67︲6868

4 月22日㊐ 岡部医院� （犬山）
こばやし耳鼻咽喉科� （犬山）

62︲7121
61︲3154

4 月29日㊗ 樹クリニック� （犬山）
竹内皮膚科クリニック� （犬山）

62︲3101
62︲7511

4 月30日㊡ 黒川すこやかクリニック�（犬山）
たくや整形外科� （楽田）

61︲0083
69︲1800

5 月 3 日㊗ 黒川すこやかクリニック�（犬山）
さとし眼科クリニック� （羽黒）

61︲0083
68︲3104

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

4 月15日㊐ 四季の丘デンタルクリニック�（城東） 65︲1118
4 月22日㊐ 青木歯科医院� （扶桑） 0587︲93︲3388
4 月29日㊗ たきざわ歯科医院� （城東） 61︲5250
4 月30日㊡ 山村歯科クリニック�（犬山） 65︲1333
5 月 3 日㊗ 羽根西ﾌｧﾐﾘｰ歯科� ︵扶桑︶ 0587︲93︲7669

■休日歯科診療

■災害情報はここから
○犬山市『あんしんメール』
　�登録は空メール送信かQRコード（右上）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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　金色の毛で、アイラインを引いた
ような顔。アフリカに生息している
唯一のマカク（後述）で、日本で見
られるのはモンキーセンターだけ！
なのにいまいち人気の出ないバーバ
リーマカクの魅力をご紹介します。
この馴

な

染
じ

みのある風貌でお分かりの
とおり、ニホンザルと同じマカクと
呼ばれるサルのなかまです。コミュ
ニケーションが豊かで、緊張状態を
緩和するときは口をかちかちしなが
ら抱き合ったり、グルーミングの時
にはキスをしたりもします。オスは
積極的に子育てに参加し、母親から
コドモを任せてもらえるようになっ
たオスは、とても誇らしげにコドモ
をおぶっています。野生では針葉樹
林にくらし、樹皮や根などを食べて
います。動物園では果物や野菜ばか
り与えると栄養過多なので、枝葉も
切ってきて与えています。カロリー
が抑えられるだけではなく、葉っぱ
をちぎったり樹皮を剥いだりしなが
ら、長い食事時間を楽しんでいるよ
うです。落ち葉を集めて入れると、

ガサゴソとかき分け食べ物を探しま
す。落ち葉はコドモたちの遊び道具
にもなり、おやつにもなります。枝
葉や落ち葉を入れることで、彼らの
くらしに選択肢が増えます。給餌、
掃除、健康管理だけではなく、より
よい飼育環境を提供することも飼育
員の大事なお仕事なのです。
　モンキーセンターでは、飼育員の
お仕事を体験するようなイベントも
開催しています。
　飼育員目線で園内を周っていただ
くと、また新たな楽しみ方ができる
と思います。ご来“猿”の際には、
ぜひイベントもチェックしてみてく
ださい！みなさんのご参加を心待ち
にしています！

バーバリーマカクらしく、
くらしてほしい

（公財）日本モンキーセンター
飼育技術員     辻内祐美

QRコード
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　春といえば、花。花といえば、
サクラ。犬山はサクラの名所とし
て有名ですが、明治村にもたくさ
んのサクラがあります。実はこれ
は明治村開村当初に、文化財に彩
りを添えようと、植えられたもの
です。
　明治村の開村の頃は、急激な都
市開発などのため、国内のサクラ
は悲惨な状況となり、サクラの保
護・復興が急務となりました。そ
こで初代明治村理事長で造園家の
田村剛は、明治村にサクラを植え
文化財に花を添えることを提案し、
できるだけ花期が長い樹種を選び
1,500本以上のサクラを植樹しまし
た。 3月下旬のソメイヨシノやシ
ダレザクラの開花から、明治村で
は約 1か月にわたってさまざまな

サクラを楽しんでいただくことが
できます。黄色の「ウコンザクラ」
はちょうど今が見ごろのはず。
　春の明治村は、カタクリ、シデ
コブシ、コバノミツバツツジ、ア
メリカハナミズキ、ツツジ、ヒト
ツバタゴなどの花々に加えて新緑
も実はオススメです。木々は点描
派の画家が描いた絵画のような、
数えることができないほどの豊か
な緑色を呈しています。ぜひ、彩
り鮮やかな明治村の春と歴史的建
造物のコラボレーションをお楽し
みください。

文化財に花を添える

▲ヒトツバタゴと二重橋飾電燈


