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緊急特集　地震に備える  家具固定で我が家を安全に！

犬山城と木曽川うかい
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　地震の発生を防ぐことはできませんが、被害を軽減することはできます。家庭の地震対
策を確認してみましょう。またこのチェックリストを利用して、ご近所でお互いに対策状
況を確認しあうなど、地域の自主防災会の活動として、取り組んでみましょう。

№ 内　　容 チェック

1

自宅の耐震対策はしていますか。
※市では昭和56年 5 月31日以前に着工した住宅の無料耐震診断を実
施しています。また倒壊の可能性があると診断された木造住宅には
改修費用の一部を補助しています。
問合　都市計画課�建築景観担当（℡44-0331）

□はい
□いいえ

2
玄関に出入りの障害となるものが置いてありませんか。
※出入り口がふさがれると避難できなくなります。家具類の配置に
気をつけましょう。

□はい
□いいえ

3
寝室の家具転倒防止対策は済んでいますか。
※就寝時間中の地震では家具転倒による負傷の可能性が高まります。
転倒対策をしましょう。

□はい
□いいえ

4
窓ガラスや家具のガラス扉に飛散防止フィルムは貼ってありますか。
※家具転倒と同じように、ガラスの飛散も負傷につながります。飛
散防止対策をしましょう。

□はい
□いいえ

5
消火器や消火バケツなどの消火用具は備えてありますか。
※火災が発生したときは避難経路を確認した上で可能なら初期消火
をしましょう。

□はい
□いいえ

6 非常持ち出し品の準備はしてありますか。
※乳幼児や高齢者など家族に合わせた持ち出し品を備えましょう。

□はい
□いいえ

7 避難する場所を決めて家庭で話し合っていますか。
※家族が別々の場所で被災したときの集合場所を決めておきましょう。

□はい
□いいえ

8
避難場所までの経路にブロック塀など地震で倒れる恐れのあるもの
がないか確認してありますか。
※実際に歩いて確認したり、危険を予測して迂

う

回
かい

路も確認しましょう。

□はい
□いいえ

9
災害情報を入手する準備をしていますか。
※災害時の避難情報入手のため犬山市『あんしんメール』に登録を。
地上デジタル放送やラジオも有効です。

□はい
□いいえ

10

家族が離れているときの安否確認の方法を決めていますか。
※災害時に一斉に電話やインターネットを使用すると回線が混み合
い、つながりにくくなります。緊急時の安否確認には「災害用伝言
ダイヤル171」や携帯電話会社が提供する「災害用伝言板」を利用し
ましょう。

□はい
□いいえ

問合　地域安全課（℡44-0346）

地震防災チェックリスト
～家庭での地震対策は進んでいますか？～

緊急
特集 －地震に備える－　家具固定で我が家を安全に！

家具等転倒防止器具取付事業を行っています
　高齢の人や障害のある人など、地震発生時に配慮が必要な世帯に対し、家具転倒防止器具を取り付けます。
内容　取り付けの対象となる部屋：居間、寝室など普段の生活でよく利用する部屋
　　　取り付けの対象となる家具：食器棚、タンス、冷蔵庫など
　　　取り付ける家具数および費用： 1世帯あたり 4点までの家具に対し、転倒防止器具を取り付けます。費用

は無料（器具代金含む）です。
申請期間　平成31年 1 月31日㊍まで
※平成31年 2 月末までに調査および施工が完了できること。
事業の対象になる世帯

対象 添付書類
①65歳以上のみの世帯　 なし（市で世帯状況を確認します。）
②介護保険の要介護、または要支援の認定者がいる世帯 介護保険被保険者証の写し
③�障害者のいる世帯（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳を所持している者がいる世帯） 交付を受けている手帳の写し

④その他上記に準ずる世帯(難病患者がいる世帯など） 上記に準ずることを証明する書類の写し

※申請は、対象世帯1回までです。
申請書提出先　地域安全課、各出張所
※申請書は各提出先または市ホームページ（右記QRコード）からもダウンロードできます。
問合　地域安全課（℡44-0346　Fax44-0367）

　 6月18日、大阪府北部を震源として最大震度 6弱の地震が発
生しました。この地震では家具などの転倒・落下によって負傷
し、亡くなられた方がいます。
　近年に発生した地震で負傷した原因を調べると、約30〜50％
の人が、家具類の転倒・落下・移動によるものでした。
　家具類の転倒・落下・移動は、直接当たって負傷するだけで
なく、つまずいて転んだり、割れたガラスを踏んだり、避難通
路を塞いだりするなど、いろいろな危険をもたらします。
　いざという時に命を守るため、家具の置いてある場所を見直
して、倒れないように固定しましょう。

実際に市の家具等転倒防止器具取付事業を
利用した人に話を聞きました
　日中過ごす時間が多い台所を安全な場所にしようと考
え、冷蔵庫と食器棚に転倒防止器具を取り付けてもらいま
した。どちらも倒れてきたら危険な重い家電や家具ですが、
器具の取り付けは高いところでの作業になるので、取り付
けをしてもらえてよかったと思います。
　また夜間の地震にも備えて寝室のタンスにも取り付けま
した。いつ起こるかわからない地震は恐ろしいですが、で
きる備えをして被害を減らしていきたいです。

QRコード
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犬山城について
　犬山市の北西部に位置する犬山城は、名勝木曽川を背に標高約85mの
丘陵に築かれています。天文 6年（1537）に織田信康が木ノ下城をこの
地に移したことによると伝えられ、外観より内部の階数が多いことや 1
階の平面がいびつな不等辺四角形であることなど、古い時代の特徴を見
ることができます。天守は昭和10年に国宝に指定され、昭和29年には、
新しい文化財保護法による国宝に再指定されました。
　現存するのは天守のみですが、かつては現福祉会館より北には多くの
櫓
やぐら

や門などを持つ城郭が広がっていました。犬山市が行った発掘調査で
は、石垣や堀跡、人工的に山の斜面を削り作った防御施設である「切

きり

岸
ぎし

」、
旧犬山市体育館の跡地で犬山城西御殿の井戸等を確認することができ、
今も当時の遺構が良好な状態で残されていることが分かりました。これ
らは後世に保存すべき貴重なものであると認められ、平成30年 2 月13日
に天守を含む旧城郭の一部が「史跡犬山城跡」として国の指定を受けま
した。

犬山城の保存に向けて
　犬山市は管理団体として国の宝であるこれらの文化財を保存するため
適切な管理と修理をしなければなりません。
　例えば、城山にある樹木は長い年月を経て巨大化したものがあり適切
な管理を実施しなければ石垣等の遺構に悪影響がある上、崩落を招きか
ねません。また枯死した樹木には倒木や枝の落下の危険があるため、定
期的に剪

せん

定
てい

を実施し、遺構の保護と安全に努めています。
　木造の建造物は通常50年から100年で屋根修理、100年から300年で解体
を伴う大規模修理が必要といわれています。犬山城も昭和36年から40年
にかけて実施された解体修理から約50年が経過し、今後必ず必要となる
大規模修理に向け、平成21年度に建造物の専門家等をメンバーとする犬
山城修理委員会を設置し、文化庁や愛知県と連携しながら準備を進めて
きました。

修理内容および方法
　修理に向けた耐震診断を含む現況調査を行ったところ、天守は大規模
修理をするほど傷んでいないこと、重要文化財（建造物）耐震基礎診断
実施要領に定められた大地震時には倒壊しない「安全確保水準」にある
ものの、一部構造的に弱い部分があることが判明しました。調査結果を
基に平成27年度に「犬山城天守修理基本計画」を策定し、この計画に沿っ
て平成30年度、31年度の 2か年で耐震補強および部分修理工事を実施し
ます。
　耐震診断では 2階床

ゆか

組
ぐみ

と 3 階および 4階の壁に構造的な弱さが指摘さ
れました。天守は 1階と 2階が通し柱になっており床の水平面を補強す
る必要があったため、床裏に枠材を取り付け構造用合

ごう

板
はん

を設置します。
併せて床組を支えている梁

はり

の一部に脱落防止の金物を設置し、万一梁が
抜けても 2階の床が落ちないようにします。 3階 4階には大きな窓や扉
があることで耐震性能が若干不足するため、南北の壁内側に構造用合板
を設置し補強します。
　また天守に見られる経年劣化は、雨漏りが確認された唐

から

破
は

風
ふ

の間
ま

外周
部屋根の部分解体、摩耗が進んでいる階段踏み板の補強、雨染みや擦れ
が見られる漆

しっ

喰
くい

壁の塗り直し、風雨で色落ちした外部腰板の塗り直し等
の部分修理を行います。
　これらの修理は国宝としての価値を損ねないよう、なるべく取替材を
少なくし、伝統的な工法を用いて行います。修理の進

しん

捗
ちょく

状況は市ホーム
ページ等で発信する予定なので、今では目にすることが少なくなった伝
統技法を皆さんにご紹介することができると思います。
　なお天守修理等の期間中は、通常どおり開城する予定ですが、工事の
状況によっては一部観覧場所を制限する可能性があります。事前に市ホー
ムページ等でお知らせしますが、かけがえのない文化財を守り伝えるた
め、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

犬山城保存活用費寄附金について
　昨年度の落雷被害をきっかけに、犬山城保存活用費寄附金の受け付け
を開始しました。平成29年度は合計690,918円の善意が寄せられ、その内
500,000円を天守災害復旧保存修理工事（鯱

しゃち

瓦等修理）に使用させていた
だきました。残る190,918円は今年度から始まる犬山城天守保存修理工事
に使用させていただきます。
　犬山城の修理・整備に充てるため、今後も皆さんからの寄附金をお願
いします。
※寄附金受付場所：犬山城管理事務所窓口、歴史まちづくり課窓口
※ 1回100円以上の寄附には、お礼として犬山城カードをお渡しします。
　現在第 2弾（ 5種）も作成中です。

問合　歴史まちづくり課（℡44-0354）

▲平成21年の発掘調査で確認できた切岸。
城山の東側標高55mに位置し、実戦を想
定した堅固な備えの 1つ。

▲風雨で色落ちした外部腰板。
墨塗りを行う。

▲昭和36年から40年にかけて実施された
解体修理。天守は完全に解体され土台が
見えている。
（昭和40年 8 月31日刊行「国宝犬山城天
守修理工事報告書」より）

▲天守 2階の階段付近の漆喰壁。
擦れがみられるため塗り直しを行う。

▲ 2月26日に取り付け工事が行われた新
しい鯱瓦

▲犬山城カード
　（第 1弾 5種）

かけがえのない文化財を守り伝える
― 国宝犬山城天守の修理工事が始まります ―

年間登閣者数50万人超を誇る国宝犬山城
この犬山市が誇るかけがえのない文化財を守り、後世に伝えていくために必要なこととは

特 

集
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●特別賞� （各賞・種目ごと五十音順）

氏名・団体名 種　　目 成　　績

小島慶大 空手 第17回全日本少年少女空手道選手権大会（ 2年男子形）第 3位

小川尚人 硬式野球 第90回記念選抜高等学校野球大会　ベスト 4

木津ブライト 軟式野球 第11回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ　優勝

岡本芽 バドミントン 第26回全国小学生バドミントン選手権大会（女子ダブルス 4年生以下）優勝

市川勞 ベンチプレス 第18回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会　第 1位

吉野龍 陸上競技 第17回全国障害者スポーツ大会（車椅子100m）第 1位

　全国大会等で優秀な成績を収めた選手や
その指導者に贈呈する市スポーツ賞の表彰
式が、6月16日㊏に犬山国際観光センター
フロイデで行われました。受賞したのは次
の皆さんです。
問合　文化スポーツ課（℡44-0352）

市スポーツ賞
受賞おめでとうございます!

●優秀賞� （各賞・種目ごと五十音順）

氏名・団体名 種　　目 成　　績

一木咲太

空手

第17回全日本少年少女空手道選手権大会（ 4年男子形）出場

市橋美空 第11回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会（高校女子50kg未満）出場

上村檜英 第17回全日本少年少女空手道選手権大会（ 4年男子組手）出場

奥田稀羽 第17回全日本少年少女空手道選手権大会（ 2年女子形）出場

関彪太 第17回全日本少年少女空手道選手権大会（ 1年男子組手）出場

野間口響 第17回全日本少年少女空手道選手権大会（ 5年男子組手）ベスト16

真子陽遥 第17回全日本少年少女空手道選手権大会（ 3年女子組手）出場

増田雄心 第17回全日本少年少女空手道選手権大会（ 2年男子組手）出場

加藤積幸 グラウンド・
ゴルフ 第72回国民体育大会グラウンド・ゴルフ競技会　出場

藤田輝人 ゴルフ 平成29年度全日本アマチュアゴルファーズ選手権　出場

日比野紘樹
サッカー

第96回全国高校サッカー選手権大会　ベスト16

渡邉眞士 平成29年度全国中学校体育大会第48回全国中学校サッカー大会　出場

稲垣龍之介

水泳

第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
（男子50m平泳ぎ、100m平泳ぎ）�出場

大島理紗子 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会（女子50m自由形）�出場

後藤雅弥 FINA/airweave�Swimming�World�Cup�2017-Tokyo（男子50mバタフライ）�出場

佐久間夏澄 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
（女子 4×100mメドレーリレー）�第 6 位

佐野太優 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
（男子50m自由形、50m背泳ぎ）�　出場

高木愛 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
（女子50mバタフライ、100mバタフライ）�出場

三輪陽斗 第57回全国中学校水泳競技大会（男子フリーリレー・メドレーリレー）出場

紀藤紘哉 相撲 第33回わんぱく相撲全国大会（男子 4年生の部）�出場

南部中学校ソ
フトボール部
（女子） ソフトボール

第71回愛知県中学校総合体育大会ソフトボール競技　準優勝

木村恵奈 第17回日本スポーツマスターズ2017ソフトボール競技女子の部（エルダー）出場

城東中学校バ
レーボール部
（女子）

バレーボール

第18回東海ブロック中学生バレーボール新人大会　第 3位

松本穏 平成29年度全国高等学校総合体育大会女子バレーボール競技大会　出場

野口未希也 第23回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会　出場

梶田智也 フィギュア
スケート 第90回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア競技（男子Cクラス）出場

須場崚介 9人制
バレーボール 第87回全日本 9人制バレーボール総合男子選手権大会　出場

本多史弥
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催 し 小中学生限定！夏休み限定！
コミュバス乗り放題

　夏休み期間中、コミュニティバスを知り、親しんでもらうために、市
内在住の小中学生の運賃を無料とします。この機会にコミュバスに乗っ
て、犬山市のコミュバスを身近に感じてみませんか。夏休みの思い出作
りや、犬山の魅力を再発見するチャンス！ぜひ利用してください。
期間　夏休み期間中（ 7月23日㊊から 8月31日㊎まで　㊏㊐運休）
目的　コミュバスへの親しみを深めてもらい、利用促進を目指す。
対象　市内在住の小中学生
内容　市内全 8路線
※路線ごとに運行する曜日が異なっていますので運行日を事前に確認し
てください。路線図兼時刻表については、市役所または出張所で配布し
ています。市ホームページにも掲載しています。
申込
●市内小中学校通学者
　夏休み前に各小中学校を通じて無料乗車券を配布します。
●市外小中学校通学者
　 7月17日㊋より、個別に地域安全課窓口で配布しますので、希望する
人は来庁してください。（代理申し込み・受け取り可。必要書類：該当者
が小中学生であることを確認できる書類、本人確認できる書類）
乗り方　①コミュニティバスのバス停で待ちます。
　　　　②乗車時に運転手へ無料乗車券を提示します。
　　　　③�降車時や乗り換え時にも無料乗車券を運転手に提示すれば何

度でも乗車できます。
【注意事項】
　小学生が校区外へ移動する際は、必ず保護者が同伴してください。な
お保護者は通常料金（ 1日200円）が必要となります。
問合　地域安全課（℡44-0347）

夏休み1日体験講座
と宿題おたすけ
コーナー

●�親子でじゃぶじゃぶガサガサ魚
とりin五条川

日時　 8月11日㊏10：00〜12：00
※小雨決行（増水時は中止）
場所　八曽押出駐車場集合
対象　親子
定員　先着15家族
費用　 1家族100円
服装　濡れても良い服　
持物　着替え・帽子・タオル・飲

み物・魚捕り網・くつ（サ
ンダル不可）

申込・問合　 7 月20日㊎ 9：00か
ら氏名、性別、年齢、住所、
電話番号を犬山里山学セン
ター（℡65-2121）へ

●夏休み宿題おたすけコーナー

開催日 内容
7 /26、8 /16 昆虫相談
7 /27、29 里山の環境・外来種
7 /27、8 /17 木工（ストラップ・笛）
8 / 4 、5 作文・読書感想文相談
8 /18、19 植物・環境・外来種

時間　10：00〜16：00
場所　犬山里山学センター
対象　小学生（保護者同伴）
費用　無料
問合　犬山里山学センター
　　　（℡65-2121）

●チョウのりんぷん転写
日時　 7月26日㊍、 8月16日㊍
　　　10：00〜、13：00〜の 4回
対象　小学生以上
定員　各回先着 5人
費用　無料
申込・問合　犬山里山学センター
　　　（℡65-2121）へ

犬山桃太郎
あゆまつり

日時　 8月 4日㊏10：00〜16：00
場所　桃太郎公園栗栖園地内
内容　鮎のつかみ取り、栗栖の野

菜・犬山の桃即売、鬼泣か
せのゲーム、金魚すくいな
ど

問合　桃太郎発展会
　　　（℡61-8195）

夏休み
親子議場見学会

日時　 8 月18日㊏10：00〜
　　　　　　　　14：00〜
場所　市役所 6階議場
内容　普段入ることのできない議

場内を見学し、議員に質問
して市議会についての理解
を深めます（ 1時間程度）。

対象　小学 4〜 6年生とその保護
者

定員　各回10組程度
申込・問合　 7月31日㊋までに申

込用紙に必要事項を記入の
上、郵送、ファックス、E
メールまたは直接議事課
（℡44-0307　Fax44-0368
Eメール300100＠city.inu

　　　yama.lg.jp）へ
※申込用紙は学校から配布、市
ホームページからもダウンロード
できます。

樹木のお話と
樹木プレート作り
in青塚古墳

　青塚古墳史跡公園の樹木につい
て、その特徴や見分け方などを観
察しながら学びます。その後に、
公園内の木につける樹木プレート
を作って各樹木に取り付けます。
夏休みの自由研究に活用できます。
日時　 8月19日㊐10：00〜12：00頃
内容　木の勉強会、樹のプレート

堀部邸　文化遺産塾
第2回　月

げっ

津
し ん

塾
じゅく

　さまざまな活動・制作をしてい
る人を呼び、その思いを聞きなが
ら、参加者の皆さんと談笑します。
日時　 7月28日㊏14：00〜
内容　悠久の時を越えて－金

かな

仏
ぼとけ

の
鋳金技法を知る－

講師　産業技術史名古屋研究所　
研究員　青山正治氏

会場　木之下城伝承館・堀部邸
費用　500円
申込　不要
問合　木之下城伝承館・堀部邸
　　　（℡90-3744　㊊㊋休館　㊗
　　　は翌平日休館）

作り
講師　自然観察指導員
　　　木村眞一郎氏
対象　どなたでも
定員　10家族
費用　 1家族500円
申込・問合　青塚古墳ガイダンス

施設（℡68-2272　㊊休館
　　　㊗は翌平日休館）へ

日本モンキーパーク
「水の楽園モンプル」

期間　 9月 9日㊐まで
※ 7月20日㊎〜 8月31日㊎以外は
㊏㊐㊗のみ
場所　日本モンキーパーク内
　　　「水の楽園モンプル」
内容　 1周190mの流れるプール

をはじめ、カラフルスライ
ダーが人気の古代遺跡風
プール「ドバット」や、巨
大バケツから 1トンの水が
落ちてくる「ウォーター
ジャングル」など、遊び心
満載なアトラクションをお
楽しみいただけます。

料金　800円（ 2歳以上）
※入園料は別途必要となります。
問合　日本モンキーパーク（℡
　　　61-0870　ホームページ
　　　http://www.japan-mon
　　　keypark.jp/）

犬文庫チャレンジ
わん丸君をさがそう

　図書館をあちこち探検、わん丸
君探しの旅に出発しよう！
　カウンターで応募用紙をもら
い、ヒントを見ながらわん丸君を
探そう。わん丸君の持っている
キーワードをすべて集めると、言
葉が完成します。応募用紙を持っ
てカウンターへ行こう。
期間　 7月21日㊏〜 8月31日㊎
場所　市立図書館
対象　図書館カードを持っている

小学生以下
※達成した先着50人に手作りの素
敵なプレゼントがあります。
問合　市立図書館（℡62-6300）

第50回京大モンキー
日曜サロン

「世界の熱帯林に霊長類を追って」
　アジア、アフリカ、アマゾン。
第50回を記念し、世界の熱帯林で
調査されてきた京大霊長類研究所
所長の湯本先生をお招きします。
日時　 7月22日㊐12：30〜13：30
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

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。

尾張冨士石上祭
　江戸時代末期から始まったと言
われる犬山市無形民俗文化財「石
上祭」に参加してみませんか。
日時　 8月 5日㊐ 8：00〜21：00
場所　尾張冨士（字富士山 3）
内容　石を尾張冨士の頂上まで運

び上げます。
申込　8人以上のグループで参加

する場合は尾張冨士大宮浅
間神社（℡67-0037）へ

木製地球儀を展示
　愛知県では、2019年春季に、愛
知県森林公園（尾張旭市・名古屋
市守山区）を式典会場として、「木
に託す　もり・まち・人の　あ
す・未来」を大会テーマとする「第
70回全国植樹祭」を開催します。
　この全国植樹祭の記念事業とし
て、全国植樹祭のシンボルである
「木製地球儀」を、平成30年 8 月
2 日㊍から 5日㊐まで市役所 1階
市民プラザで展示します。
問合　愛知県森林保全課
　　　全国植樹祭推進室
　　　（℡052-954-6618）
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県消防操法大会を
開催

　市消防団第 5分団は、県消防操
法大会ポンプ車操法の部に出場す
るため、連日、訓練を重ねていま
す。
　大会では 6人が一組になり指揮
者の号令で20メートルのホースを
3本つなぎ、火点と呼ばれる標的
に向かって放水するまでの時間と
規律ある動作により、順位を争い
ます。
日付　 7月28日㊏
場所　祖父江の森　多目的運動場
指揮者　川

かわ

島
しま

尚
なお

之
ゆき

1 番員　今
いま

枝
えだ

良
よし

樹
き

2 番員　梅
うめ

村
むら

等
ひとし

3 番員　梅
うめ

村
むら

龍
りょう

太
た

郎
ろう

4 番員　宮
みや

川
がわ

正
まさ

司
し

補助員　安
あん

藤
どう

達
たつ

哉
や

家庭の省エネ講座
　皆さんは、省エネ・節電してい
ますか。市では家庭の省エネ講座
を開催します。少しの工夫ででき
る省エネ・節電の情報をお伝えし
ます。地球にやさしいだけでなく
家計の負担も減らしましょう。
日時　 8月25日㊏10：00〜12：00
場所　市役所202・203会議室
内容　家庭でできる省エネ対策
　　　�「節電」と「省エネ」の違い、

電気製品の上手な使い方の
紹介など

定員　30人　　費用　無料

　第64回犬山市民展文芸の部の作品を募集します。あなたの力作をぜひ
出品してください。
部門　詩・短歌・俳句・川柳
応募方法　規定の用紙（南部公民館、文化スポーツ課、各出張所、福祉

会館、各地区公民館で配布）または市販の400字詰め原稿用紙の右
側に部門名・住所・氏名・電話番号を、左側に作品を 2点まで楷
書で記入（氏名・筆名（雅号）にはふりがな必要）

応募資格
　一般の部　市内在住か在勤・在学の高校生以上の人か、市内文芸団体

会員
　小中学生の部　各学校を通して募集します。市内在住の私立小中学生

の応募作品は直接提出してください。
出品点数　各部門ともに未発表作品を 1人 1部門につき 2点まで
出品料　無料
表彰　一般の部は「市長賞」「議長賞」「教育委員会賞」「文化協会賞」「奨

励賞」小中学生の部は「優秀賞」を授与
申込　 8月28日㊋〜 9月 9日㊐に文化スポーツ課（℡44-0353　㊏㊐除く
　　　 9：00〜16：00）か南部公民館（℡68-0834�㊊除く 9：00〜16：00）へ
※郵送の場合は 9月 8日㊏（消印有効）までに南部公民館へ
問合　南部公民館（℡68-0834）

市民展（文芸の部）
作品募集

「自分らしい生き方・働き方」を考える連続講座
　男女共同参画の基本的なことを学びながら、今の社会を踏まえた上で
自分らしい生き方・働き方を考える連続講座を開催します。

タイトル 日時・場所 内　　容

自分らしさを大切に
してより幸せに生き
るために

7月26日㊍
9：30〜12：00
202会議室

ワーク・ライフ・バランスや女性
の活躍、男女共同参画の考え方を
学ぶ

子育てしながら
働く！働く？

8月30日㊍
9：30〜12：00
202会議室

女性の活躍に関する社会的背景や
企業事例を学び、自分がどうした
いのか、そのために何ができるか
を考える

大切にしたいものを
大切にしよう

9月28日㊎
13：30〜16：00
202会議室

人生を豊かにする働き方改革につ
いて考えていく自分らしくイキイ
キと働ける職場づくりに向け自ら
できる行動について考える

講師　NPO法人　ブルーバード　西尾果小里氏
対象　市内在住、在勤、在学の人
定員　各回先着20人（託児あります。問い合わせてください。）
費用　無料　　
申込・問合　 7月17日㊋〜23日㊊に地域安全課（℡44-0347）へ

珠算競技大会
参加者募集

　日頃練習しているそろばんの実
力を発揮してみませんか。
日時　 9月17日㊗10：00〜
場所　犬山国際観光センターフロ
　　　イデ
対象　市内在住、在学の人
定員　先着200人
費用　無料
申込・問合　 7月17日㊋〜 8月 3

日㊎に犬山商工会議所（℡
62-5233　㊏㊐㊗除く 9：00
〜17：00）へ

NEC
バレーボール教室を
観覧しませんか

　NECレッドロケッツ選手など
による市内高校女子バレーボール
部・スポーツ少年団のバレーボー
ル教室を観覧しませんか。
※受講生の募集は行いません。
日時　 7月28日㊏ 9：30〜12：20
　　　（予定）
場所　エナジーサポートアリーナ
　　　（市体育館）
講師　山口かなめ選手（セッター）
　　　岩崎紗也加選手（リベロ）
　　　大野果奈選手（センター）
　　　上野香織選手（センター）

ほか
定員　先着順（自由席）
※観覧席からの見学です（無料）。
満席の場合は、会場に入場できな
い場合があります。
※講師や参加者は変更となる場合
があります。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）　

申込・問合　 7月17日㊋〜27日㊎
に環境課（℡44-0344）へ

人権講演会
　人権に関するお話を女性落語家
をむかえて「私の修行と修業」と
題して、わかりやすく講話と落語
で話していただきます。
日時　 8月18日㊏13：30〜16：10
場所　南部公民館
内容　・音楽演奏　犬山市出身
　　　ピアニスト（伊禮漢菜）、

フルート奏者（林里紗）に
よる演奏

　　　・女性落語家（三遊亭美る
く）による講話・落語

定員　先着360人
費用　無料
問合　市民課（℡44-0303）

第39回
日本ライン夏まつり

日時　ロングラン花火
　 　 8月 1日㊌〜 9日㊍19：50〜
　　　納涼花火大会
　 　 8月10日㊎19：30〜20：20
※雨天決行、木曽川増水の場合は
中止、中止の場合は 8月12日㊐か
ら19日㊐にロングラン花火を開催
場所　木曽川河畔ツインブリッジ

下流
内容　ロングラン花火
　　　打上花火　各日約200発
　　　納涼花火大会
　　　打上花火　約3,000発

●ツインブリッジから花火を見な
いで！
　ツインブリッジ歩道に多くの人
が立ち止まってしまうと、通行で
きなくなり大変危険です。また、
花火に夢中になり、橋の欄干から
転落するおそれもありますので、
ツインブリッジからの花火見学は
しないでください。
●木曽川河畔のシート貼りについ
て
　花火大会が近づくと、場所取り
のためのシートが多数貼られ、鵜
飼を楽しむ人や地域の皆さんに迷
惑をかけるばかりか、せっかくの
木曽川の美観も台無しになってし
まいます。
　以下の点についてご理解ご協力
をお願いします。
①花火大会前日の 8月 9日㊍まで
に貼られたシートは撤去します。
②当日も、花火観覧者用通路部分
（看板やカラーコーン等で表示）
に貼られたシートは撤去します。
●花火大会翌朝の清掃ボランティ
ア募集
　花火大会当日は、毎年多くの人
でにぎわい、多くのごみが出ます。
花火大会の翌朝、スタッフと一緒
に清掃活動をしていただけるボラ
ンティアを募集します。軍手、ご
み袋などは用意します。
日時　 8月11日㊗ 6：30集合
場所　木曽川河畔　川美屋前
申込・問合　 7月27日㊎までに観

光交流課（℡44-0342）へ
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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
広告募集期間

申込 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
10月 1 日〜12月31日

3 か月
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

9月 1日〜30日

1 か月

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㊌

12月 1 日〜31日 10月31日㊌ 11月26日㊊ 11月30日㊎

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

2月 1日〜28日 12月28日㊎ 1月25日㊎ 1月31日㊍

3月 1日〜31日 1 月31日㊍ 2月22日㊎ 2月28日㊍

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「バナー広告募集」を見てください。

自衛官採用案内

採用種目 自衛隊一般曹候補生 海上・航空自衛隊航空学生 自衛官候補生

試験期日
第 1次試験
9月21日㊎〜23日㊗のうち
指定する 1日

第 1次試験　 9月17日㊗ 受付時にお知らせします。
※ 1

応募資格 18歳以上27歳未満の人
※ 2

海上自衛隊
18歳以上23歳未満の人
航空自衛隊
18歳以上21歳未満の人
※ 3

採用予定月の 1日現在、
18歳以上27歳未満の人
※ 2

受付期限 9 月 7 日㊎まで（締切日必着） 年間を通じて行っています。

採用期日 平成31年 3 月下旬から 4月上旬 受付時にお知らせします。

申込・問合 自衛隊愛知地方協力本部　小牧地域事務所（℡73-2190）

応募資格　平成31年 4 月 1 日現在
※ 1　平成31年 3 月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予定者のための試験は、原則として平成30年 9

月17日㊗以降に実施します。
※ 2　平成 4年 4月 2日から平成13年 4 月 1 日までに出生した人
※ 3　海上自衛隊は平成 8年 4月 2日から平成13年 4 月 1 日までに出生した人
　　　航空自衛隊は平成10年 4 月 2 日から平成13年 4 月 1 日までに出生した人

市のホームページ　バナー広告募集
南部公民館を利用した展示作品展
「市民ギャラリー」の出展者を募集

　南部公民館の「展示室 1」を市民に無料で開放します。自作やグルー
プでの活動作品を展示してみませんか。
期間　11月28日㊌〜12月 2 日㊐
　　　12月 5 日㊌〜 9日㊐
　　　12月12日㊌〜16日㊐
　　　平成31年 2 月 6 日㊌〜10日㊐
　　　平成31年 3 月 6 日㊌〜10日㊐
※各展示日の展示・鑑賞時間は、 9：00〜16：30（初日は展示準備終了後
から、最終日は 9：00〜15：00）
場所　南部公民館「展示室 1」（床面積113.98㎡。壁面の長さ30m。移動

可能の壁を利用すると壁面の長さ約50m。展示用チェーンあり。）
出展内容　①絵画・書道・工芸・デザイン・写真・手芸・その他の芸術

作品
　　　②オリジナル作品の個展かグループ展（風俗を乱すものは展示不可）
　　　③作品の販売は不可
出展資格　①市内在住または在勤の人かグループ（グループの場合は、

3分の 2が市内在住または在勤の人で構成されていること。）
　　　②希望が重なった場合は、初参加を優先し、その他は抽選で決定

します。
　　　③原則として連続参加は、希望者が少ない場合のみ可能です。
その他　①申し込み者を対象に、 8月 4日㊏13：30から南部公民館会議室

1で事前打合せ会を開催します。
　　　②作品搬入と搬出、展示、監視等は出展者が責任をもって行って

ください。
　　　③作品搬入は初日の 9：00からです。また、搬出は最終日の15：00

から行い、16：30には後片付けを完了してください。
　　　④机、電源等を使用した場合は、規定料金を使用者側で負担して

ください。
申込・問合　 7月18日㊌〜 8月 3日㊎に南部公民館（℡68-0834　㊊除く

9：00〜16：00）へ

犬山二十歳の集い
2019開催

日時　平成31年 1 月13日㊐
　　　11：00〜14：00
　　　（受付開始　10：00）
場所　名鉄犬山ホテル　彩雲の間
対象　平成10年 4 月 2 日から平成

11年 4 月 1 日までに生まれ
た人

　犬山市に住民登録のある対象者
に、 7月中旬に開催日時の案内は
がきを送付します。
　市外に住んでいる人も参加でき
ますので、市外へ転出した人を
知っている人は、集いの開催につ
いて伝えてください。なお案内は
がきが必要な場合は送付先を事務
局まで知らせてください。
※「新成人の集い」は「二十歳の
集い」へ名称が変わりました。
●�犬山二十歳の集い2019実行委員
募集
　アイデア豊富な人、トークの得
意な人、PCに堪能な人、イラス
トが得意な人、場を和ませること
がうまい人、企画大好き、力仕事
ならお任せ…そんな新成人を募集
しています。みんなの力ですばら
しい「二十歳の集い」を創りあげ
ましょう。興味のある人は事務局
に連絡してください。
問合　犬山二十歳の集い実行委員

会事務局
　　　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）
　　　Twitter検索
　　　＠_inuyama2019

▲昨年の様子
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東児童センターの
新しい役割や機能を考える
わいわいワークショップ参加者募集

　東児童センターは、犬山市の子育て支援と女性の
活躍応援のため、児童センターとしての機能と新た
な子育て支援機能を持った施設として生まれ変わり
ます。
　子育て相談や親同士の交流、ファミリー・サポー
ト・センター、講座開催など、子育て支援の拠点と
してのさまざまな機能を備えるほか、犬山で子育て
をする女性の活躍を応援するために、子育てに関わ
る関係者や団体が連携し、まち全体で子育てを応援
する仕組みづくりを進めます。
　市では、東児童センターが、皆さんに親しまれ、
女性の活躍の可能性を広げる施設となるよう、新し
い役割や活用方法、愛称などを検討するためのワー
クショップを開催しますので、ぜひ参加してくださ
い。

●わいわいワークショップ参加者募集！
内容　東児童センターの新しい役割、活用方法、愛

称の検討など
対象　市内在住、在勤、在学し、子育てと女性活躍

応援事業に関心のある人。ワークショップ（原
則平日昼間、または㊏㊐に開催。11月までに
3回程度を予定）に出席できる人

定員　15人程度
申込・問合　 8月10日㊎17：00までに、所定の申込

書に、①住所②氏名（ふりがな）③年齢④性
別⑤職業⑥連絡先（昼間に連絡可能な電話番
号、Eメールアドレス）⑦お子さん同行の場
合は人数と年齢　⑧子育て・女性活躍応援事
業への思いなど（所属団体・活動内容等あれ
ば記入）を記入し直接、郵送、ファックスま
たはEメールで子ども未来課（℡44-0377
Fax44-0365　Eメール030300＠city.inuyama.lg.
jp）へ

※申込書は子ども未来課窓口か市ホームページから
ダウンロードしてください。

第4回「男女共同参画」川柳大募集！
〜男女共同願いをこめよう川柳に〜

　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
を目指して活動しています。今年もその実現に向け
て、広く皆さんから川柳を募集します。男女共同参
画に対する思いや意見などを五・七・五にこめて応
募してみませんか？
　第 4回となる今年は10月に開催される産業振興祭
の会場で応募作品の展示・投票審査をし、受賞作品
を決定・表彰する予定です。またクリアファイルな
どに作品を印刷し、市としての男女共同参画啓発
グッズとして使用させていただきます。
募集期限　 9月 7日㊎まで
対象　市内在住、在勤、在学の人
方法　氏名、住所、電話番号、年齢、所属（学校・

会社名など）、氏名公表の可否を記入の上、
次のいずれかから応募してください。

　　　・�市役所、図書館ほか公共施設等に設置した
応募箱へ

　　　・�Eメール010400＠city.inuyama.lg.jpか
　　　　ファックス（Fax44-0367）で地域安全課へ
部門　小学生の部、中高生の部、大人の部（それぞ

れの入賞者に賞品を贈呈します。）

【前回受賞作品】

市長賞 役割の　違いはあるが　上下
なし

最優秀賞

小学生の部 ぼくがやる　わたしがやるよ
おもいやり

中高生の部 女子だから　男子だから
だから何？

大人の部 定年後　妻が上司と
なりにけり

フロイデ賞 留学生の部 つかれたら　たまに休んでも
いいですよ

問合　地域安全課地域担当（℡44-0347）

警察官・警察職員募集 消費者トラブルに
気をつけて

不安をあおり契約させるリフォー
ム工事の点検商法
　「近くで屋根工事をしていたら、
お宅の瓦が傷んでいるように見え
たので点検したい」と業者が訪問
してきた。点検した後、業者が撮
影した瓦の映像を見せられ、「か
なりひどい。このままでは雨漏り
するかもしれない。すぐ工事した
ほうがいい」と言われた。迷って
いると、「たまたま今日この地域
に来ているので今でないと契約で
きない」とせかされ、約40万円の
契約をしてしまった。不安になっ
て、やめたいと連絡したが、「も
うキャンセルはできない」と怒鳴
られた。� （70代女性）
アドバイス
　住宅リフォーム工事等の勧誘が
目的であることを告げず点検を持
ち掛け、不安をあおって契約をせ
かすという「点検商法」です。「点
検させてほしい」と訪問してくる
業者には応対しないようにしま
しょう。点検を依頼した場合でも、
結果をうのみにしないで、冷静に
受け止めることが大切です。別の
専門家に確認して、複数の見積り
を取るなど、決してその場で契約
しないようにしましょう。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
　　　（受付は16：30まで）
場所　市役所 1階相談室
　　　（℡44-0398）
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊎　 9：00〜16：30
　　　㊏・㊐　 9：00〜16：00
問合　℡052-962-0999
●犬山市消費生活法律相談
日時　第 3㊎（㊗除く）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

7月は河川愛護月間
〜川は私たちの憩いの場〜
　川にはたくさんの自然がありま
す。川の環境保全・再生に心がけ
ましょう。
　堤防は私たちの生命や財産を
守っています。ルールを守って、
川に親しみましょう。
国土交通省木曽川上流河川事務所
ホームページ（http://www.cbr.
mlit.go.jp/kisojyo/）

木曽川河畔実証実験
「夜市」を開催

名称　宵のいぬやMARCHÉ
日時　 8月 1日㊌〜 8日㊌
　　　17：00〜20：30
場所　木曽川河畔
　　　ツインブリッジ下流
内容　河川空間活性化の実証実験

として、ロングラン花火に
合わせ、飲食および物販の
「夜市」を開催します。

協力　犬山朝市協同組合
問合　企画広報課（℡44-0312）

　人びとのため、これから生まれ育っていく子どもたちの明るい未来の
ために、一緒に働く警察官・警察職員を募集します。

警察官
第 2回　大卒程度
第 2回　高卒程度

警察職員
第 2回　高卒程度

受付期間 8月13日㊊〜31日㊎
（消印有効）

8月13日㊊〜29日㊌
（消印有効）

1次試験 9月16日㊐ 9月23日㊗

　犬山警察署では採用試験の受け付けを前に 7月20日㊎14：00から採用説
明会を実施します。警察官を志している人、警察の仕事に興味のある人
はぜひ来てください。
問合　犬山警察署警務課（℡61-0110）

屋台を出店される
皆さんへ

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

など）、気体燃料（プロパンガ
スなど）、電気を熱源とする器具
などで、使用に際し火災発生のお
それのある器具のことです。
※ 2　露店等の開設の届出方法に
ついては、下記に問い合わせるか、
市ホームページの「キーワードか
ら探す」にページ番号1001018を
入力し、検索後表示されたページ
で確認してください。
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

無料相談窓口

▲昨年の応募作品の展示の様子
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健 康

　「市民活動助成金」は地域を元気に、まちを快適で魅力あるものにしていく企画提案事業を募集し、必要な経
費の一部を助成するものです。
　今年度は下記13の提案事業に対し、助成金交付が決定しました。
問合　地域安全課（℡44-0346）

●市民活動助成部門
団体名 事業名 事業内容

鬼神太鼓 寂光院観月会 国定公園日本ラインの魅力向上、地域の文化的高揚を目的として、
寂光院本堂前庭において、雅楽と舞楽の鑑賞会を行う。

昭和のあそびパーク
実行委員会 昭和のあそびパーク

昭和のあそびのパフォーマンス、工作教室などを開催し、昭和の文
化を伝承していくとともに、要請に応じて出前開催し、各地域のに
ぎわいに貢献する。

犬南おやじの会 犬山南小学校区地域
活性化プロジェクト

犬山南小学校在校生の保護者が主体となり、防災意識の向上を目的
として、学校で 1泊 2日の防災キャンプを実施する。また校区内の
商店に協力を得て餅つき大会を実施する。

特定非営利活動法人
古代邇波の里・文化
遺産ネットワーク

遺跡の試掘による栗
栖地区の災害史調査
事業

栗栖にある瀬ノ上遺跡の試掘調査を地域住民参加型で行い、地層の
堆積を調査することで地域の災害史を明らかにする。併せて文化遺
産見学会を開催し、成果報告書を作成する。

栗栖子どもの国
おさんぽマップ
実行委員会

子ども育成の場とし
ての栗栖地域ブラン
ディングによる移住
促進に向けて

親子間の体験をテーマにした里山散策、歴史文化のふれあい、山川
を生かした自然体験等の年間プログラムを実施し、栗栖に住みたい
という家族を増やすための、栗栖ブランディングを訴求する。

里山と森の音楽
倶楽部

犬山の里山と森に音
楽を！

自然豊かな環境の中で四季を感じながら音楽に触れ、自然と音楽の
関わりを知ること、また世代を越えた交流を目的に、音楽会を開催
する。

犬山再生可能
エネルギー勉強会

再生可能エネルギー
の調査と省エネの推
進

地域での小水力発電、民有林の間伐の利用、生ごみを利用したバイ
オマス発電の可能性について調査するとともに、家庭における省エ
ネについても普及啓発を行う。

特定非営利活動法人
こどもサポートクラ
ブ東海

夏休みこども
カルチャー講座
「活躍の場を創り
　地域で繋

つな

がろう」
〜こども実行委員・　
　学生ボランティアも
　一緒に輝こう〜

子どもたちの興味の輪を広げることを目的に、さまざまな体験がで
きるカルチャー講座を開催する。また、それをサポートする大人、
学生や運営側に興味を持つ子どもたちが楽しみながらつながり、活
躍できる場を提供する。

犬てつ 犬てつ（犬山×こど
も×大人×てつがく）

価値観や生き方が多様化し、コミュニケーションの課題を広く抱え
た現代社会に生きる子どもと大人を対象に、「てつがく」を通じた自
由な発想で対話ができる場を提供する。

買い物支援
ネットワーク

買い物代行並びに見
守りサービスの推進

車で移動しなければ買い物に行けない地域を対象に、買い物代行サー
ビスを行う。また困りごとの支援も行う。

まちかどボランティ
アセンター犬山

城下町
キッズ愛ランド

城下町で子どもの居場所や世代を超えたお楽しみ広場「城下町キッ
ズ愛ランド」を開催し、地域のにぎわいづくりに貢献するとともに、
各地域への展開を図る。

●コラボ・マッチング部門
団体名 事業名 事業内容

龍王組 市民手作り車
や

山
ま

で
次世代育成事業

城下町の秋の歩行者天国で手作り車山の巡行、からくりの実演を行
う。犬山祭の車山より身近に、気軽に触れる体験ができる機会を設け、
次世代の犬山祭の担い手を育成する。

●未来の人材活躍部門
団体名 事業名 事業内容

彫刻村 彫刻村in犬山2018
自然の中で木彫公開制作を行い、参加者と来場者が交流することで、
地域における芸術の発展の場とする。また公的機関で彫刻村展を開
き、新たな犬山の魅力創出につなげる。

平成30年度
市民活動助成金交付事業が決定しました

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　 7月27日㊎13：30〜15：00
医師　こばやし眼科　小林浩氏
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）

犬の優良飼養者を
表彰

　次の要件すべてに該当し、表彰
を希望する人は応募してください。
応募要件　①登録を受けた同一犬

を、前年度末時点で12年以
上継続して飼養している人。

　　　②狂犬病予防注射を毎年実
施している人。

　　　③前年度末時点で当該犬が
生存していること。

　　　④飼養期間中、こう傷事故
がなく、適正飼養をしてい
る人。

　　　⑤過去に優良飼養者の表彰
を受けていない人。

定員　10人（応募者多数の場合は
飼養年数などで選出）

表彰　動物愛護週間（ 9月20日㊍
〜26日㊌）の行事として、
9月20日㊍14：00から江南
市の曼陀羅寺において実施。

申込・問合　 8月 1日㊌までに申
込用紙（保健センターにあ
ります）を保健センター（℡
61-1176）へ（電話申込不可）

ごみ分別アプリ
「さんあ〜る」

　市では、家庭からでるごみの分
別方法や収集に関する情報をス
マートフォン等で利用できるアプ
リケーション「さんあ〜る」で情
報提供しています。
機能
・�各地区の収集日や収集品目など
の情報
・ごみ分別情報の検索
・犬山市のごみに関するクイズ
・�ごみの収集等に関する市からの
緊急のお知らせ
※台風の接近等により収集容器や
ごみの飛散等が発生する恐れがあ
る場合、収集容器の設置やごみ収
集の中止に関するお知らせが届き
ます。

・英語、中国語、ポルトガル語、
スペイン語、ベトナム語、フィリ
ピノ語の 6か国語にも対応
ダウンロード方法
①�App�StoreやGoogle�Playで
「さんあ〜る」と検索。
②�下記QRコードからダウンロー
ドしてください。

※対応OSは「iOS 8 以上」、「And
　roid4.2以上」
※アプリは無料で利用できます
が、別途通信費がかかります。
問合　環境課（℡44-0344）

小規模事業者
設備投資等補助金

　犬山商工会議所では、生産性の
向上を図る小規模事業者に対し、
設備投資等の補助を実施します。
申請期間　 8月31日㊎まで
内容　事業計画に沿った10万円以

上の減価償却資産となる設
備投資に対し、審査により
補助金交付を決定

　　　�補助率2/3以内、補助限度
額30万円（先端設備等導入
計画に基づく設備投資に対
しては50万円）

対象　市内に事業所があり、事業
を 1年以上行っている小規
模事業者または特定創業支
援事業に係る支援を受けた
旨の証明書の交付を受けた
創業者

申込・問合　犬山商工会議所（℡
62-5233）へ

市が所有する土地の
一般競争入札

　市が所有する土地を一般競争入
札により販売します。今回の入札

は、ヤフー株式会社が提供する「官
公庁オークション　犬山市公有財
産売却」のシステム上でのみ参加
できます。
申込期間　 7月17日㊋13：00〜
　　　　　 8月 2日㊍14：00
入札期間　 8月16日㊍13：00〜
　　　　　　　23日㊍13：00
参加資格　市内外を問わず個人お

よび法人
※詳細は、市ホームページかヤ
フー株式会社が運営する「官公庁
オークション　犬山市公有財産売
却」を見てください。
販売物件（土地）

※住宅建築が可能です。
所在地� 上坂町四丁目67番

地目（現況） 宅地（宅地）
実測面積 154.83㎡

用途地域 第 1種中高層
住居専用地域

最低入札価格 10,281,000円

問合　経営改善課　資産活用担当
　　　（℡44-0301）

iOS用 AndroidOS用
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胸部レントゲン検診
（検診バスによる結核検診・肺がん検診）

　胸部レントゲン検診を受けて結核や肺がんの早期発見につとめましょ
う。
日時・場所

7 月30日㊊
10：00〜11：30 楽田ふれあいセンター
13：30〜15：00 保健センター

8月 1日㊌
10：00〜11：30 南部公民館
13：30〜15：00 市民健康館

※暴風または大雨警報が発令された場合は、中止することがあります。
8月 1日㊌が中止の場合は、 8月 8日㊌に市民健康館で実施予定です。
（中止等の場合は市ホームページでお知らせします。）
対象　今年度中に40歳以上になる市民
※次に該当する人は、検診を受けることができません。
①妊娠中の人
②結核・肺がん・呼吸器系疾患で治療中の人
③結核検診・肺がん検診で精密検査を受けたことがある人
④ 4か月以内に胸部レントゲン撮影を受けた人
⑤職場などで検診を受ける機会がある人
費用　無料
持物　健康手帳
申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

選んで楽しく
健康レストラン
食事バランスチェック

　さまざまな食品サンプルを用い
て、あなたの日常の食事が適量で
バランスがよいか、食の改善推進
員によるアドバイスのもとチェッ
クすることができます。（予約不
要、時間内であれば随時受け付け）
日時　 7月24日㊋10：00〜12：00
　　　（受付は11：45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
問合　市民健康館（℡63-3800）

アンケートに協力を
　「第 2次みんなで進めるいぬや
ま健康プラン21」の中間評価、「犬
山市自殺対策計画（仮称）」策定
にあたり、市民の意見を反映した
計画にするため、アンケート調査
（無作為抽出）を実施します。ア
ンケートが手元に届いたら、ご協
力をお願いします。
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

「咬
か

むと肥満の関係」
　よく咬むことで脳内から「神経
ヒスタミン」という物質が大量に
出ると、満腹中枢が刺激され、満
腹感を伝えます。よって少量の食
べ物でも、咬む回数を増やせば、
満腹感を感じることができるので
す。糖尿病などの食事療法では、
咬む事を増やし少量で満腹感を得
る方法がアドバイスされています。
　「朝食抜き」の問題や、習い事
などにより、短時間で食事をしな
ければならないため必然的に「早
食い」になる問題は、当然満腹感

8月の各種
無料相談ガイド

後期高齢者医療について
●保険料が変わります！
　後期高齢者医療制度では、 2年ごとに保険料の見直しを行い、この期間に必要な医療費などをもとに計算され
ます。
　今回、平成30年度から平成31年度までの保険料率を決定しましたので、お知らせします。
　新たな保険料率で保険料を計算し、 8月中旬に決定通知を郵送します。なお所得の低い人に対しては、均等割
額の軽減や被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減の制度があります。
保険料の計算方法

●保険証が新しくなります！
　後期高齢者医療に加入している人の保険証が、 8月 1日から新しくなります。
新しい保険証は、これまでのオレンジ色から若草色になります。 7月中旬に発送
しますが、届くまでに 1週間ほどかかる場合もあります。
　保険料が未納の人は、市役所で保険証の受け渡しとなる場合があります。該当者
には案内文書を送りますので、届いた文書を持って来庁してください。
問合　保険年金課　医療担当（℡44-0328）

高齢者が地域で集え
る場を紹介します！

　高齢者が気軽に参加できるさま
ざまな集いの場が、市内各地で立
ち上がっていますので紹介します。
●チェリー
　高齢者あんしん相談センターが
主催した体操教室の卒業メンバー
を中心に、 4月から毎週水曜日
（第 2㊌除く）13：00〜15：00に体
操教室を実施しています。参加費
は、 1回100円です。名古屋トヨ

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

15日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

くすりに関する
相談

水野薬局
薬剤師
水野恵史氏

⑤アルコール
　相談

18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）

を得られないため、肥満につなが
るだけでなく、子どもの成長発育
の面で、また学校生活の面でも問
題があると言われています。
　栄養面での野菜不足、脂質過剰、
塩分過剰も肥満だけでなく、味覚
発達の面でも注意が必要です。

ペット五郎丸店が地域貢献の一つ
として 2階会議室を無償で貸し出
してくれています。
　ボールを使った筋トレやリズ
ム・伴奏に合わせて体を動かして
います。講師の個性あふれる指導
で笑いの渦がまきおこります。
「体を動かすだけでなく、楽しく
運動することで、笑顔で帰ること
が大切。」をモットーに和気あい
あいと体操をする仲間です。

　犬山南地区の集える場に関する
問い合わせは、犬山南地区高齢者
あんしん相談センター（℡62-
2270）まで。
※掲載を希望される住民主体の活
動を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

国民健康保険の
高齢受給者証が
新しくなります

　70歳から74歳までの国民健康保
険加入者に交付している高齢受給
者証は、 7月末日で有効期間が満
了となり、 8月 1日から新しくな
ります。
　新しい受給者証は、 7月下旬に
郵送でお届けします。医療機関で
高齢受給者証と保険証の 2枚を窓
口へ提示し受診してください。
　なお今年の高齢受給者証の色は
白色になります。
　また国保の被保険者証（保険証）
については、 1か月遅れの 8月末
日で有効期間が満了となります。
新しい保険証は、 8月下旬に郵送
でお届けします。
問合　保険年金課　国民健康保険
　　　担当（℡44-0327）

所得割額
（被保険者本人の収入に応じて負担）

（平成29年中の所得金額－33万円）
×所得割率8.76％

���������������※平成28・29年度＝9.54％

被保険者均等割額
（被保険者の皆さんが等しく負担）

被保険者1人当たり45,379円
※平成28・29年度＝46,984円

年間保険料額
※100円未満切捨て

限度額62万円
※平成28・29年度＝57万円

＋ ＝
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子 育 て

市 税 等
納 期 限

　市内児童館・児童センターで夏休みの楽しい行事を計画しました。
　誰でも参加できます。朝の勉強をすませてから、ぜひ遊びに来てください。〈　〉内は参加材料費です。
　すべての行事に予約が必要です。また日程が変更する場合があります。詳しい日時・内容については各児童館・
児童センターに問い合わせてください。
　中学・高校・大学生、地域の皆さんのボランティアも大歓迎です。お手伝いできる人はお知らせください。
申込・問合　各児童館・児童センターに問い合わせてください。（㊐㊗除く 9：00〜18：00）

夏休みは児童館・児童センターで遊ぼう！

水道緊急時

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 7月31日㊋
固定資産税・
都市計画税 2期

国民健康保険税 2期
介護保険料 4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）

母子健康手帳の
交付と説明会

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

かかります）
※説明会に参加できない人は保健
センターへ問い合わせてください。
場所　保健センター
内容　妊娠中の生活・出産後の手

続きの話、妊婦健診等の説
明、個別相談

持物　妊娠届出書、筆記用具、マ
イナンバーカードまたは通
知カード、身分確認書類（マ
イナンバーカードがある場
合は不要）

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない身分確認書類（健康保険証、
国民年金手帳等）は 2点必要。
※外国籍の人は、在留期限確認書
類（在留カードまたは特別永住者
証明書）が必要。パスポートは不
可。
問合　保健センター（℡61-1176）

夏休み期間中
学習等供用施設を
自習室として開放

対象　市内の小中高生
場所　各地区学習等供用施設の一

室（犬山南・上野・丸山・
城東・羽黒・楽田）

期間　 7月21日㊏〜 8月31日㊎
　　　 9：00〜17：00（㊊除く）
定員　18〜48人程度
※施設により異なります。
問合　文化スポーツ課
　　　　（℡44-0353）

就学時健康診断を
10月に実施します

　平成31年 4 月に小学校へ入学す
る児童が健康的な学校生活を過ご
せるように、平成30年10月に就学

●中央児童館（℡62-8583）

日　程 行事名
7 月30日㊊ さくらお話の会

8月 2日㊍、 3日㊎ 絵を描こう
8月 6日㊊ コースター作り
8月 7日㊋ しゃぼん玉で遊ぼう！
8月 8日㊌ すいとんの会〈100円〉
8月14日㊋ すいか割り〈50円〉
8月22日㊌ 編み物
8月24日㊎ お化け屋敷
8月28日㊋ こままわし

●楽田児童センター（℡68-0519）

日　程 行事名
7 月26日㊍ 古墳を知ろう！
7月30日㊊ オセロ大会

8月 4日㊏ 移動児童館（楽田コミュニ
ティ夏祭り会場）

8月 7日㊋ カードゲーム大会
8月20日㊊ 卓球大会
8月24日㊎ 布絵手紙〈10円〉
8月25日㊏ 児童センター夏祭り
8月29日㊌ 将棋大会

●羽黒児童センター（℡67-7169）

日　程 行事名
7 月24日㊋ チャレンジ広場〈50円〉
7月30日㊊ すいか割りと種飛ばし〈50円〉

8月 4日㊏、 5日㊐ 移動児童館
（羽黒コミュニティ夏祭り会場）

8月 9日㊍ ウォーター広場

8月20日㊊ 昭和のあそびを楽しもう
（羽黒コミュニティ主催）

8月25日㊏� 児童センター夏祭り
8月27日㊊ 卓球大会
8月下旬 座禅の会

●東児童センター（℡67-9350）
施設改装工事のため、夏休みの行事はお休みします。

●城東児童センター（℡62-3554）

日　程 行事名
7 月25日㊌ バケツリレーPART 1
7 月27日㊎ 絵手紙
8月 2日㊍ すいか割りと種飛ばし〈50円〉
8月 3日㊎ お話の会
8月15日㊌ バケツリレーPART 2

8 月20日㊊〜25日㊏ ペットボトルキャップ制作
8月29日㊌ カン積み

●犬山西児童センター（℡62-3041）

日　程 行事名
7 月27日㊎ お化け屋敷
7月28日㊏ 水鉄砲大会
8月 2日㊍ ひんやり茶会〈50円〉
8月 9日㊍ すいとんの会〈100円〉
8月16日㊍ しゃぼん玉
8月17日㊎ 絵手紙
8月20日㊊ 夏野菜カレーの会〈100円〉
8月27日㊊ 卓球大会
8月28日㊋ 環境教育講座
8月上旬 さくらお話の会（予定）

●犬山南児童センター（℡62-4477）

日　程 行事名
7 月27日㊎ ひんやりシネマ
8月 3日㊎ オセロ大会
8月10日㊎ お兄さんマジック
8月16日㊍ すいとんの会〈100円〉
8月24日㊎ ビーチバレー大会
8月29日㊌ お化け屋敷

時健康診断を行います。該当する
児童の保護者には、詳しい日程や
会場を記載した通知書を 9月頃に
送りますので、通知書に記載され
た小学校へ児童と一緒に出かけて
ください。
問合　学校教育課　（℡44-0350）

中学生子育て体験
赤ちゃんとお母さん
募集

　次世代の親となる中学生と赤
ちゃんがふれあう機会として「中
学生子育て体験事業」を実施しま
す。ご協力いただける赤ちゃんと
お母さんを募集します。わが子を
授かったとき時の感動や、わが子
への深い愛情、子育てエピソード
などを中学生の皆さんに伝えてく
ださい。
日時　 8月 2日㊍、 3日㊎、 7日

㊋、23日㊍のうちいずれか
1日

　　　10：00〜11：45（受付10：15）
場所　市民健康館さら・さくら
内容　赤ちゃんと中学生のふれあ

い体験、お母さんだけのミ
ニ懇談会

対象　生後 6か月から 1歳 3か月
くらいの赤ちゃんとそのお
母さん

定員　各日、母子10組
申込・問合　 7月18日㊌〜27日㊎

に、さら・さくらつどいの
広場（℡63-3817）へ

ひとり親家庭対象
社会見学会

　市母子寡婦福祉会では、ひとり
親家庭の親子の皆さん（父母のい
ない児童の家庭も含む）へひとり
親家庭情報交換事業の一環として
社会見学を計画しました。
日時　 8月18日㊏ 9：00〜18：30頃
場所　鈴鹿サーキット�モートピ

ア（遊園地・三重県鈴鹿市）

内容　パスポート券でたくさんの
乗り物体験ができます。

定員　先着120人
費用　大人　2,000円
　　　（会員本人1,500円）
　　　中高生　1,500円
　　　小学生　1,000円
　　　 4歳〜未就学児　800円
　　　バス代・昼食・入園料含む
　　　飲み物は各自持参
申込・問合　 7月17日㊋〜 8月 6

日㊊に所定の申込書（母子
寡婦福祉会役員と子ども未
来課にあります）に記入し、
費用を添えて最寄りの母子
寡婦福祉会役員か子ども未
来課育成担当（℡44-0323）へ

※市母子寡婦福祉会では白ゆり育
英事業として、入進学激励会、中
学卒業祝、社会見学と教養講座な
どを行っています。会員の募集も
同時に行っていますので、年会費
500円を添えて申し込んでくださ
い。

▲昨年度のオセロ大会の様子 ▲表彰式の様子



22 23広報犬山　H30.7.15号 広報犬山　H30.7.15号※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

時間外受付

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
7 /17㊋、 8 / 7 ㊋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
7 /22㊐、 8 /12㊐ 9：00〜12：00

　 5 月13日㊐･20日㊐、江南市の体育施設を会
場とし、第63回四市交歓体育大会が 7競技12
種目で開催されました。犬山市は150人の選手
が参加し、日頃の練習の成果を発揮し好成績
を収めました。
大会結果
サッカー　
　　YB　優勝
　　OB　第 4位
軟式野球　第 3位
テニス　男子　準優勝　女子　第 4位
ソフトボール　
　　　　男子　第 3位　壮年　第 3位
剣道　　男子　第 4位　女子　第 4位
バドミントン　
　　　　男子　第 3位　女子　優勝
空手道　準優勝

功労賞表彰者
四市交歓体育大
会の運営および
事業遂行に貢献
された人に授与
されました。

下水道事業
受益者負担金納期限

納期限 7月31日㊋
下水道事業
受益者負担金 1期・全期

　 1期の納期限までに残り分全
額または 1年分をまとめて納付
していただくと、納めていただい
た割合に応じて前納報奨金が交付
されます。
　納付は市指定金融機関か市役
所・出張所でお願いします。
問合　下水道課（℡44-0337）

　市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日
7 /22㊐、 8 /12㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

第12回
竹あかりと尾張冨士
大宮浅間神社輪くぐり

　「輪くぐり」は、古くから夏の
無病息災を願う神事です。家族の
健康を祈りつつ、千灯の竹あかり
を灯し幻想的な光の世界を演出し
ます。
日時　 7月21日㊏18：00〜21：00
場所　尾張冨士大宮浅間神社境内
内容　17：30　点灯
　　　18：30　さくら太鼓の実演
　　　20：00　野外コンサート
※18：00から会場で着付講師によ
る無料ゆかた着付け（当日受付
可）、先着100人に冷たい棒ジュー
スあり。
●サポートスタッフ募集
　当日、 8：00より竹あかり製作
をします。協力可能な人は浅間神
社駐車場に来てください。（小雨
決行）
問合　わっしょい入鹿　事務局
　　　アイランド（℡67-0998）

ゴルフ場で
ペットボトルロケット

日時　 8月 4日㊏15：00〜17：45
　　　（14：30受付開始）雨天中止
場所　犬山カンツリー倶楽部
対象　市内の小学校に通っている

子どもまたは犬山に興味の
ある子ども（保護者同伴）

定員　先着40組80人
費用　 1人500円（保険料含む）�
※別途ペットボトル作成キット費
用（ 1キット1,000円）が必要です。
持物　タオル、飲み物
申込・問合　犬山有志の会代表　

小島健一（Eメール��info＠
　　　inuyama-yushikai.com）へ

60歳以上の皆さん
囲碁仲間募集

　市老連囲碁部では、現在約120
人（ 7段〜10級）が市内 3か所で
囲碁を楽しんでいます。入会を希
望する人は気軽に来てください。
詳細は問い合わせてください。
日時・場所
　　　犬山支部（毎日）
　　　　福祉会館 3階301
　　　城東支部（毎週㊋㊍㊏）
　　　　東部老人憩の家
　　　�楽田支部（第 1・ 2㊋㊍㊏、

第 3・ 4㊌㊍㊏）
　　　　楽田老人福祉センター
時間　12：30〜16：00
問合　池田（℡62-2356）

ママさんバレー「白帝」
　20〜50歳代のメンバーで毎週楽
しくプレーしています。バレー
ボールをやりたい人、一緒に汗を
流しませんか。
日時　毎週㊌ 9：00〜11：00
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
対象　20〜40歳前後の女性
問合　楠本（℡090-5003-6193）

掲載を希望する人は、企画広報課広報・広聴担当へ。 9月 1日号の締め切りは 7月25日㊌。

第62号④

結　 果1

●バレーボール
4 月 1 日　 5月12・13日
エナジーサポートアリーナ・南部中・
東部中
男子　レグルス
女子 1部　白帝
女子 2部　アタッカーズ
中学生男子　南部中学校
中学生女子　城東中学校
●ソフトテニス
4 月 1 日・ 7日　山の田公園テニス場
一般男子　　木藤宏太・浦田幸治組
シニア・レディース
　　　　　　山田孝之・山田早野香組
中学生男子　前田透和・加藤滉都組
中学生女子　濱田倫嘉・三輪真吏伽組
中学生男子団体　東部中学校
中学生女子団体　犬山中学校
●テニス
4 月 8 日　山の田公園テニス場
一般男子　小嶋将斗・水田智則組
一般女子　河合由紀奈・兼松真由美組
壮年男子　杉江正行・平井至組

市民大会（記載は優勝者
または　優勝チーム）

第63回　四市交歓体育大会
〜岩倉･小牧･犬山･江南〜

●バドミントン
4 月15日　エナジーサポートアリーナ
男子 1部　長尾福祝・瀧澤宏治組
男子 2部　中居利成・青木隆幸組
女子 1部　小崎輝代・古澤素子組
女子 2部　菅井貴美子・稲越滋子組
女子 3部　倉橋梨花子・宮園小百合組
●弓道
4 月15日　市弓道場
一般男子　永柄直義
一般女子　伊藤すみ江
学生男子　高津匠
学生女子　中村百希
●ソフトボール
4 月22日・29日　 5月12日
山の田公園野球場
一般男子　　犬山ニュータウンズ
中学生女子　城東中学校
●柔道
4 月22日　市武道館柔道場
小学生低学年　星川桂汰
小学生中学年　福山開生
小学生高学年　福山結心
一般　　　　　本多洋成
●サッカー
4 月15日〜 5月 6日　ハグスポ
一般A　犬山アミーゴ
一般B　LATIN�MASTERS

●卓球
5 月13日　エナジーサポートアリーナ
中学 3年生男子　鵜飼健心
中学 2年生男子　西宮巧翔
中学 3年生女子　高木麻衣
中学 2年生女子　水谷満天
一般男子ダブルス
　　上田千鶴子・北野キヨミ組
一般女子ダブルス
　　久保田年美・小島なつ子組
●バスケットボール
4 月 7 日　 5月12・13日
エナジーサポートアリーナ・南部中
一般女子　LBC
中学生男子　犬山中学校
中学生女子　犬山中学校
小学生男子　犬山ミニバス
小学生女子　犬西ミニバス
●グラウンド・ゴルフ
5 月19日　木曽川犬山緑地
ゴールド男子　天野貢
ゴールド女子　水野美恵子
シルバー男子　内藤清
シルバー女子　西澤寿子
ブロンズ男子　坂井敏夫
ブロンズ女子　戸松七生

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

ジュニアアスリート育成事業 世界に羽ばたくジュニアを
育てます！

●ソフトテニス教室
　 5月12日㊏・27日㊐、講師に元全日本
男子チーム監督の熊田章甫先生を迎え、
ソフトテニス教室を開催しました。受講
者は、昨年度指導を受けた中学生14人で
す。教室では、前回指導されたプレーが
できるようになったかチェックすること

から始まりました。さらに新しく”ゲームで勝つため”の指導が行われました。
　いつも通りの自分のプレーができるかがポイントで、「適度な緊張感を保
つ」「挑戦する気持ちを持つ」など、メンタルのアドバイスがありました。生
徒たちは、夏の大会でこの経験を生かせるよう真剣に取り組んでいました。

●空手教室
　 5月27日㊐・ 6月 3日㊐の 2回、形
の講師に中地陽綾乃先生（インターハ
イベスト16）、組手に藤原晃也先生（イ
ンターハイ 5位）を迎えて空手教室を
開催しました。参加者は幼児（年長）・
小中学生あわせて36人。

　指導者の掛け声に合わせて、「突き」「蹴り」などを練習。いつもと違っ
た緊張感の中で子どもたちの元気な声が響きわたりました。練習が進む
につれ、選手の動きが見違えるほど良くなりました。
　この中の 9人の子どもたちが、 8月
に行われる全国大会の出場権を獲得
し、東京武道館での上位入賞を目指し
ます。

河村紀一氏
（犬山ソフトボール協会）

中村洋一氏
（犬山軟式野球連盟）
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平成30年度犬山市消防団観閲式
　 5月20日、消防団観閲式がするすみ広場と南部公民館
にて行われ、市内 6分団と女性消防団計139人、消防車
両 6台が参加しました。
　各分団は分列行進で広場に入場後、観閲者である山田
市長から服装や装備の点検を受けた後、会場を南部公民
館に移し、退職者や勤務成績優秀者に表彰を行いました。

戌
いぬ

年記念事業　天然記念物日本犬全犬種総覧会
　 5月19日、戌年記念事業のひとつとして、国の天然記
念物に指定されている日本犬全 6犬種（秋田犬、甲斐犬、
紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬）の総覧会が行われま
した。
　犬山城を見上げる城前広場で秋田犬を始め 6犬種 7匹
が勢ぞろいし、ハンドラーの指示で直立する立

たち

込
こみ

や観客
の前を歩いてみせる歩

ほ

様
よう

を行いました。 1犬種ごとにそ
の犬の特徴や由来、受賞歴などが披露されました。

産業振興基本条例の答申を受けました
　市では、産業の振興に関する基本的な考え方を示すた
めに、産業振興基本条例の制定を目指しています。
　平成29年 7 月から平成30年 5 月まで、外部検討組織で
ある犬山市産業振興基本条例検討委員会を開催し、11人
の委員により、どのような条例にするべきか熱心な議論
を展開していただきました。
　計10回の議論を経て、 5月31日に、犬山市長あてに答
申されました。
　 7月10日まで実施したパブリックコメントの結果を参
考に、 9月議会に上程する予定です。犬山警察署とのドライブレコーダーの

映像提供に関する協定締結式
　 5月23日、犬山警察署とのドライブレコーダーの映像
提供に関する協定締結式が行われました。この協定によ
り、市の公用車やコミュニティバス、ごみ収集車などに
搭載されたドライブレコーダーの映像を警察にスムーズ
に提供できるようになり、捜査に役立てることが可能に
なります。荒川犬山警察署長は「ドライブレコーダーは
走る防犯カメラとして大変心強い」と今回の協定の意義
について話しました。
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新着本の紹介（一部）

庭
小山田浩子著

ままならない日々を生きる
人間のすぐそばで、虫や草
花や動物たちが織り成す、
息をのむような不可思議な
世界。風景が静かに決定的
に姿を変える瞬間を克明に
描き出す、15の物語を収録
する。

こども「徒然草」
齋藤孝著

勉強の仕方、友達の作り方
など、生きる上での大切な
ことが書かれた「徒然草」。
子どもにこそ伝えたいエッ
センスを抜き出し、もとの
文と現代語訳を見開きで掲
載。次のページには詳しい
解説も収録する。

さとやまさん
今森光彦写真・工藤直子文

春夏秋冬の里山の風景、生
き物、風、色形を、工藤直
子の楽しい言葉と、今森光
彦の美しい写真で紹介。里
山を「さとやまさん」と擬
人化し、人に親しい存在と
して語りかけます。「さと
やまさん」の楽譜も掲載。

一般書
『進む、書籍PR！』� 奥村知花
『図説ケルト神話伝説物語』

マイケル・ケリガン
『科学のミカタ』� 元村有希子
『マジパン細工』� 米山巖
『利休と戦国武将』� 加来耕三
『最高品質の会議術』� 前田鎌利
『北斎川柳』� 田中聡
『わたし、定時で帰ります。』� 朱野帰子
『震える教室』� 近藤史恵
『ふたりみち』� 山本幸久
『凶犬の眼』� 柚月裕子
『祈りのカルテ』� 知念実希人
児童書
【小学校低学年】
『たぬきの花よめ道中』
『コロコロ迷路』
『はかってみよう長さ・重さ・時間』
【小学校中・高学年】
『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ』
『スターライト号でアドリア海へ』
『伊達政宗』
『しらべよう！47都道府県のくだもの』
児童書（絵本）
【幼児向け】
『あそぼう！はなのこたち』
『ひなげしのおうじ』

㈱TRC図書館流通センター「新刊案内より」

図書館
だより

●平成29年度　〈最多貸出図書〉（一般書）
　昨年度、市立図書館で最も多く貸し出された一般書の
ランキングです。

順位 資料名 著者名 出版社 利用
回数

1 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 127

2 コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 101

3 火花 又吉直樹 文藝春秋 100

4 ラプラスの魔女 東野圭吾 KADOKAWA 82

5 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川書店 80

6 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社 78

7 蜜蜂と遠雷 恩田陸 幻冬舎 76

8 虚ろな十字架 東野圭吾 光文社 70

9 恋のゴンドラ 東野圭吾 実業之日本社 66

10 羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 62

図書館まめ知識

8 月のイベント（場所：図書館本館）
11日㊗　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜
19日㊐　DVD上映会「銀河鉄道の夜」� 14：00〜
25日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜

●読書会藍の会の一冊

◎「木を植えた男」� ジャン・ジオノ著
　この作品の中で、作者は「植樹」の重要性を書きたかっ
たという。人間は自然の再生という「植樹」に対して、
破壊という「戦争」行為を止められない。
　ブフィエの献身的な行為は、私とその友人しか知らな
い。自然が再生した村々に住む人たちは、彼の存在を知
らない。彼は、樹々が成長していく姿を見ているだけで
幸せであった。
　自分のしたことに対して見返りを求めない献身的な姿
に、多くの読者は感動せずにはいられないだろう。

　私が千葉大学に留学していたとき
に、日本語のクラスで「好きな言葉」
について発表することになりまし
た。私が選んだ言葉は「別腹」でし
た。ドイツ語では聞いたことのない
言葉だったのですが、日本人と食事
に行ってデザートを頼んだときに頻
繁に出てきた単語でした。ガッツリ
食べて、もうお腹に何も入りそうに
ない状態でデザートを頼むのが好き
な私は、この言葉に一耳惚

ぼ

れでした。
発表で自分の別腹のイメージをこう
紹介しました。「胃にいくつかの小
さい胃が付いていることを想像して
います」。しかし、実際は胃の中に
デザートのためのスペースが確保さ
れるのが別腹だそうです。
　その他に、日本には流

は

行
や

り言葉が
あることも面白いと思います。最近
よく耳にするのは「インスタ映え」
です。
　テレビを見ても、観光パンフレッ
トを読んでも、日常会話の中にさえ

「インスタ映え」が出てきます！全
世界でユーザー数が 2億人を突破し
た写真共有アプリのインスタグラム
が、日本では言語にも影響を与えた
ことは興味深いです。去年は新語・
流行語大賞を受賞したらしいですね。
ドイツでも、「Wort�des�Jahres」
（流行語・オブ・ザ・イヤー）があ
り、1977年から毎年ドイツ語協会に
よって発表されます。しかし、必ず
しも新しい言葉ではなく、政治と密
接に関係した言葉が選ばれています
（例えば2015年の流行語は「難民」
でした）。また、2008年から若者の
流行語も選ばれていますが、こちら
はすでに存在している言葉よりも、
若者が作って使っている言葉が多い
です。
　ただ、流行り言葉や新語にも危険
があると感じるときがあります。先
日、日本の若い人がラインで「卍」
というのをよく使うと番組で見まし
た。記者が若い人にいろいろ質問し
た際、この鉤十字が逆向きの形でナ
チスに悪用されていたことをほとん
ど誰も知りませんでした。近代史を
学校や保護者から教わっていないこ
とが原因だと思いますが、元々この
「卍」が仏教のシンボルであること
を多くの若者が知らなかったことは
驚きでした。元々の意味を知らずに
違う意味で使うことはあまりよくな

いかもしれませんね。
　また新しい社会現象に合わせて作
成された新語にも危険があると思い
ます。「イクメン」や「カジメン」
が良い例です。昔は家庭で男女の役
割分担をしていましたが、女性も働
く時代に入ったのと同時に、男性も
育児や家事をすることが多くてなっ
てきました。それが普通のはずなの
に、なんでわざわざ家事などをやる
男性にそういう名前をつける必要が
あるのでしょうか？ここ数年、そう
いった理由でこの言葉を批判する記
事がたくさん書かれていて、最近あ
まり耳にしなくなってきたのは良い
ことだと思います。
　言語というのは、常に変わりゆく
ものですよね。また事実を表すため
のものだとも言われています。だか
らこそ、言葉の使い方に注意しま
しょう！これから、どんな新しい言
葉が出てくるのでしょうね？

言葉の魅力と危険　

▲私の別腹のイメージ

診療時間／ 9：30〜11：30

※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

7 月15日㊐ わだち歯科クリニック（扶桑） 0587-93-6777

7 月16日㊗ 石原歯科医院� （羽黒） 67-0909

7 月22日㊐ 河合歯科医院� （犬山） 61-1409

7 月29日㊐ はまじま歯科医院� （扶桑） 0587-93-8448

■休日歯科診療

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

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

■休日（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00
と��き 病・医院名 電　話

7 月15日㊐ 吉田内科クリニック� （犬山）
ふなびきクリニック� （城東）

62-9222
62-8811

7 月16日㊗ 宮崎整形外科・外科・内科�（羽黒）
さとし眼科クリニック� （羽黒）

68-0461
68-3104

7 月22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

7 月29日㊐ 木村内科� （羽黒）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

67-0008
67-6868

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1000647.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

■災害情報はここから
○犬山市『あんしんメール』
　�登録は空メール送信かQRコード（右）を
　読み込んでください。
　t-inuyama-anshin@sg-m.jp（空メール用送信アドレス）
○テレビ� NHKデータ放送　リモコンのdボタン
� 中部ケーブルネットワーク　12ch
○ラジオ� 愛知北エフエム　84.2MHz
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していません。中国南部から東部
にかけて、山岳地帯の広葉樹林や
常緑樹林で生活しています。主に
木の葉や新芽、果実などを食べま
すが、昆虫や小動物なども食べま
す。ニホンザルのようにオスもメ
スも複数いる群れでくらし、群れ
の中には順位があります。優位な
オスに気に入られようとするとき
やケンカを収めようとするとき、
オトナのオス同士が赤ちゃんを
使ってあいさつをする独特な行動
があります。相手のオスにお気に
入りの赤ちゃんを差し出し、相手
が受け入れれば、オス 2頭で力を
合わせて赤ちゃんを持ち上げま
す。その姿が橋を架けているよう
に見えるので「ブリッジング」と
いいます。
　ところが、モンキーセンターの
「ザルバ」は群れで唯一のオスで
体も一番大きく、王様のようにメ
スたちに毛づくろいされながらい
つもぐーたらゴロゴロくらしてい
ます。それなのに食事の時は俊敏

に動いて、他の個体の分まで食べ
てしまうので、最近お腹がぽっ
ちゃり系になってきて困っていま
す。
　モンキーセンターでは、暑い夏
に個性豊かなサルたちを施設ごと
に飼育員たちが全力でアピールす
る『甲子猿』というイベントを開
催します。
　もちろんアジア館も「亜細亜館
高校」として参加します。ザルバ
も出場するかもしれません。
　そしてその勝敗を決めるのはみ
なさんの投票です。暖かい声“猿”
や応“猿”お待ちしています。

　今回は私が担当しているアジア
館にくらす、全身毛むくじゃらの
サル『チベットモンキー』をご紹
介します。チベットという名がつ
いていますが、チベットには生息

ぐーたらザルバは
チベットモンキー

（公財）日本モンキーセンター
飼育技術員�����星野智紀

広報犬山　平成3 0年7月1 5日号

　蒸し暑い日々が続きます。こん
な蒸し暑さを吹き飛ばそうと、先
人たちは住まいにさまざまな工夫
を凝らしました。それを見ること
ができる建物が東松家住宅です。
　東松家住宅は現在の名古屋納屋
橋の少し北側、堀川沿いにあった
木造 3階建の商家です。もともと
江戸時代末に建てられた建物を後
方に曳

ひ

き家し、ミセ部分を増築、
さらに 3階建てに増築した住宅で

す。今明治村で見るような姿に
なったのは、棟札から明治34年の
こととわかります。
　ご当主の好みを反映して、 2階
には茶室が設けられています。こ
の茶室は 2階にありながらも、あ
たかも露地を通って席入りするよ
うな印象を与える、雁

がん

行
こ う

した廊下
を進んだ先にあります。また、 3
階の最奥の部屋は草庵風のしつら
えになっており、押入れの戸を開
けると水屋と 1階から直接物を上
げ下げすることができるような工
夫がなされています。
　「家の作りやうは、夏をむねと
すべし」と吉田兼好が徒然草に記
したように、東松家住宅の快適に
暮らす工夫は夏に発揮されます。
庭側の縁側の欄間や 2階の茶室へ
向かう廊下には「無双窓」と呼ば
れる無双連

れん

子
じ

をとりつけた窓や、
外部に面していない室内の壁面に
は壁下地の竹や葦をそのままにし

た下地窓と呼ばれる窓が設けら
れ、いずれも通風や明かり取りに
効果的です。入口から裏口までの
通り土間とその上部の 3階までの
吹き抜けも空間として見事なだけ
でなく、空気の流れを作るので快
適に過ごすことができます。
　明治村では毎年「夏のくらし」
ということで、復元した「団

うち

扇
わ

扇
風機」を東松家住宅の室内に展示
しています。お客様自身で団扇を
羽根に用いた手動扇風機の優しい
風を体験いただくことができます。
明治村で先人たちの心地よく暮ら
す工夫を探してみませんか。

快適に住まう工夫
東松家住宅
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