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交通安全意識を高めましょう

通学時の交通指導の様子
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各時間帯 1時間あたりの自動車×歩行者の死亡事故件数

昼間

薄暮

夜間

約4倍

約2倍

約168件

約682件

約321件

交通安全意識を高めましょう
薄暮時間帯（日没前後 1時間）が自動車と歩行者が衝突する事故がもっとも多い
　警察庁の事故分析によると、全国の過去 5 年間に発生した薄暮時間帯の死亡事故（自動車と歩行者）は、 1 時
間あたり約682件です。
　これは昼間の約168件と比較して約 4 倍で、夜間の約321件と比べても約 2 倍です。比率でみると自動車と歩行
者の死亡事故の53％は、薄暮時間帯の 2 時間に発生しています。

交通事故が多くなる理由
・ ドライバーにとって視界が徐々に悪くなり、歩行

者との距離が分かりにくくなる。
・ ドライバーが交差点での右左折時に、夕陽の眩

まぶ

し
さで横断中の歩行者を見落とす。

・ 日中の業務ドライバーは、疲れが出やすくなる時
間である。 など

1₀～1₂月は高齢者の死亡事故が多い
・ 1 〜 3 月と比較して、歩行中の死者数は 3 割以上、自転車運転中の死者数では 4 割以上が高齢者です。
・発生場所としては横断歩道以外での割合が高くなっています。

歩行者もドライバーも対策を
　歩行者は、ドライバーからよく見えるように、明るい服装
や反射材の着用を心がけ、事故に遭わないように気を付けま
しょう。
　ドライバーは、歩行者が見えにくい夕暮れ時は特に注意し
て、早めにライトを点灯（目安16時）し存在をアピールしま
しょう。また速度を控え、歩行者や自転車の人を見かけたら
その動きに気を配るなど安全運転に努めましょう。

横断歩道は歩行者優先

ドライバーは
・  横断歩道を渡ろうとしている人がいたら、必ず

一時停止をして歩行者に進路を譲りましょう。

歩行者は
・  道路を横断するときは横断歩道を渡るようにし

ましょう。
・左右の安全確認を忘れずに。

このひし形の路面標示は前方に
横断歩道があることを示すもの
です。ドライバーはひし形を見
つけたらスピードを落として、
前方をよく注意し横断歩行者の
有無を確認しましょう。

　ドライバーは横断歩道を横断しようとする人や横断中の人がいたら、必ず停止しましょう。
　そのまま通過すると交通違反になります。

通学路でのその他の取り組み
　各小学校のスクールガード（ボランティア）の皆さん、地域の民生委員・児童委員や保護者の協力により、通
学路の安全・安心に努めています。

市内での交通安全の取り組み

地域では…
・ 自主防犯ボランティア団体の皆さんは、地元住民の安全安心対策として、区内や町内のパトロールを実施

しています。またパトロールを児童・生徒の登下校時間帯に実施するなど、登下校時の安全性向上のため
地域の見守り強化を図っています。

・ 年 4 回の交通安全運動期間中には全地区町会長、犬山警察署、市等が一体となり、朝の通勤時間帯の交通
量が多い交差点や横断歩道などで、ドライバーや歩行者に対し交通安全啓発活動を行っています。

その他にも…
・ 市内事業所の中には、朝の通勤時間帯に従業員が歩道に並ぶなどして、交通安全啓発をしている会社やお

店もあります。
・ 犬山警察署管内で年 3 回行われる「シートベルト・チャイルドシート関所」では官民が一体となって、ド

ライバーに安全運転やモラル向上の啓発をしています。

あなた自身の安全意識の見直しを
　「歩行者だから」「ドライバーだから」ではなく、歩いているときも、車を運転しているときも「もしかしたら、
…（車が突っ込んでくる）（歩行者が飛び出してくる）かもしれない」といった意識を持ちましょう。
問合　地域安全課（℡44-0347）

　過去 5 年間の県における歩行者の交通死亡事故は、17〜19時台の時間帯に
高齢者の占める割合が特に高くなっています。10月に市内で発生した死亡事
故も高齢者が19時台に車道を横断中に被害に遭いました。身体能力、視力、
聴力は、加齢とともに変化していきます。通り慣れている道でも横断すると
きには、飛び出すことなく左右を十分に確認してください。車両が見えて「急
げば渡れる」と思うタイミングでも、渡らずに車両が通り過ぎるまで待つと
いった危険を回避する意識がとても大切です。
　また車は使い方によっては「大きな凶器」になります。車を運転する人は
「車は危険なもの」という認識を忘れずにハンドルを握ってください。

▲犬山警察署交通課長
　中野雅仁さん

通勤・通学時間帯（ ₆時～ ₉時台）の交通事故も多くなっています
交通指導員が活躍中
　犬山市には 8 人の交通指導員がおり、その主な役割は登下校時の交通指導です。交通指導以外でも市内での交
通安全に関する啓発活動や春・夏・秋・年末の交通安全運動などで、市民の交通事故未然防止に努めています。

　「安全第一」をモットーに毎日
交通指導をしています。登下校時
に子どもたちが元気にあいさつ
してくれたり、笑顔を見せてくれたりするときに大きな
やりがいを感じます。交通指導員として事故のない住み
やすいまちとなる手助けができたら、と思っています。

市内で交通指導員として₂₀年以上の
キャリアを持つ宮田直子さん

　通学時、車が急に来
ることもあり、そんな
ときは交通指導員さ
んがいてくれて心強いです。通学路以外でも、
交通指導員さんやスクールガードの方のこと
ばを思い出して横断しています。

小学 ₆年生
辰巳日和さん

▲リストバンド型▲タスキ型
歩行者は反射材の着用を！
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●選挙管理委員会について
犬山市選挙管理委員会委員長　石田芳弘

　選挙管理委員会の役割について、市民の皆さんに説明します。
　まず、近代政治の原理は代議制、すなわち主権者である皆さんが選挙によって代表者を選出し、選出された議
員を通じて社会のガバナンス（統治）が行われるシステムです。そのため、主権者の代表を選ぶ選挙はとても重
要な制度であり、徹底的に公正・中立な管理の下で行われなければなりません。
　この選挙制度を保証するのが選挙管理委員会です。また選挙管理委員会は民主政治の啓発（主権者教育）とい
う役割も担っています。
　選挙管理委員会は、教育委員会や農業委員会等と同様、「行政委員会（※）」と呼ばれ、選挙を経ない一般市民
が委員となり、行政に関与するという代議制を補完する形で直接民主主義を取り入れた制度です。この行政委員
会は、原則、行政の執行サイドからも議会サイドからも独立した機関です。
　今年の 7 月に参議院議員通常選挙が執行されましたが、全国の投票率は50％を切りました。全国の地方選挙も
年々投票率が下がり、民主主義の危機という意見がメディアの俎

そ

上
じょう

に上がっています。主権者の半分が投票しな
い状態を民主主義社会と呼べるかどうか、真に危機的な状態が日常化しつつあるこの流れを、何とか食い止める
役割を担うのが選挙管理委員会の仕事ではないかと考えます。選挙管理委員会の委員は議会で選挙されます。こ
の点が意味のある制度であると思わざるを得ません。
　昨年犬山市議会は早稲田大学マニフェスト研究会のグランプリを受賞するという地方議会改革の実績を上げま
した。私はこの流れを止めることなく、新しく構成された犬山市議会の皆さんと相談しながら議会改革と同調し
て選挙管理委員会の責務を果たしていきたいと思っています。
　研究者の中には、選挙管理委員会に政治を持ち込むべきではないと主張する人もいますが、投票率を上げるた
めには、政治が市民に信頼されることが基本ではないでしょうか。政治の信頼は政治家自身が信頼され、期待さ
れることであり、それは議会改革と共通するテーマです。
　公正・中立な選挙を実施する役割に加え、主権者教育を進め政治への希望を回復し、投票率を向上させる選挙
管理委員会を目指します。
※行政委員会…選挙管理委員会、教育委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

羽黒げんき
「ぜんきゅう教室」

　造形作家にわぜんきゅう氏を講
師に招いて、来年の干

え

支
と

（子
ね

）の
置物を作ります。
日時　11月24日㊐13：00〜16：00
場所　羽黒小学校調理室
定員　50人
費用　1,000円（中学生以下500円）
申込・問合　㈲ちゆき園
　　　（℡67-1614　Fax67-3356）か
　　　㈲坂野書店（℡・Fax67-0127）
　　　へ

新年交礼会および叙勲・褒章受章者祝賀会
　新春の交礼の場として新年交礼会を開催します。参加を希望する人は
事前に申し込んでください。
※犬山国際観光センターフロイデの改修に伴い会場を変更しています（会
場にはエレベーターがありません）。
日時　令和 2 年 1 月 6 日㊊ 10：30〜
場所　お菓子の城 3 階 王様の部屋（字新川 1 -11）
費用　1,000円
※祝賀会参加者は別途入場料はかかりません。
申込　11月28日㊍までに費用を添え
　　　て総務課か各出張所、犬山商
　　　工会議所（℡62-5233）へ
※期限を過ぎて申し込んだ場合、参
加者名簿へ氏名等の掲載ができませ
ん。
問合　総務課（℡44-0300）

犬山市の選挙
●選挙結果から見る犬山市における投票率について
　昨年11月の市長選挙から今年 7 月の参議院議員通常選挙まで、犬山市では 5 回の選挙（うち愛知県議会議員一
般選挙は無投票）が行われました。これら投票が行われた 4 回の選挙の投票状況について過去の投票率と照らし
合わせて見てみましょう。
　まず投票率【資料 1 】については、愛知県知事選挙のみ前回選挙より上昇していますが、前々回の投票率も踏
まえて比較してみると、どの選挙においても減少傾向
にあります。
　さらに期日前投票率【資料 2 】および投票日当日投
票率【資料 3 】についても比較をしてみると、期日前
投票率が選挙を行う度に上昇する一方で、当日投票率
が低下しています。
　以上のことから期日前投票の認知度が高まってお
り、これまで選挙当日に投票をしていた人たちが期日
前投票を利用するようになってはいますが、選挙に行
く人は減少傾向にあると分析することができます。
　また【資料 4 】年齢別投票率を見てください。どの
年代の投票率が低いのかについて分析するために 7 月
に行った参議院議員通常選挙において調査しました。
その結果、全国の傾向と同様に犬山市でも、18歳から
49歳の投票率が50％を下回っており、若い世代の選挙
への関心の低さがうかがえます。
　今後、投票率の向上を目指していくためには、若い
世代の投票率改善のための取り組みが急務です。若い
世代の投票率の低下は、全国的な傾向でもあり、即効
性のある対策ができないのが現状です。そのような中
でも、いかに若い世代に選挙について関心・興味を
持ってもらえるような取り組みを行うかが課題になっ
ています。

問合　総務課（℡44-0300）

80
歳
～

75
～
79
歳

70
～
74
歳

65
～
69
歳

60
～
64
歳

55
～
59
歳

50
～
54
歳

45
～
49
歳

40
～
44
歳

35
～
39
歳

30
～
34
歳

25
～
29
歳

20
～
24
歳

19
歳

18
歳

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

（%）

48.13

67.7768.6567.55

61.47
56.00

52.38
47.04

43.9341.85
38.6536.17

31.7231.42
36.27

【資料1】投票率
前々回 前回 今回

市 長 選 挙 50.82％ 54.13％ 49.63％

愛 知 県 知 事 選 挙 48.26％ 35.78％ 36.75％

市議会議員一般選挙 58.66％ 55.03％ 50.17％

参議院議員通常選挙 54.92％ 59.80％ 51.46％

【資料2】期日前投票率
前々回 前回 今回

市 長 選 挙 6.48％ 9.45％ 13.18％

愛 知 県 知 事 選 挙 7.63％ 8.19％ 11.07％

市議会議員一般選挙 8.60％ 11.73％ 14.01％

参議院議員通常選挙 12.86％ 16.63％ 17.43％

【資料3】投票日当日投票率
前々回 前回 今回

市 長 選 挙 43.92％ 44.35％ 36.09％

愛 知 県 知 事 選 挙 40.24％ 27.27％ 25.33％

市議会議員一般選挙 49.67％ 42.98％ 35.90％

参議院議員通常選挙 41.60％ 42.77％ 33.73％

▲今年の干支（亥
い

）の置物

【資料 4 】参議院議員通常選挙（R1.7.21）における犬山市の年齢別投票率
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犬山マルシェ
大収穫祭

　犬山マルシェは、日々の暮らし
を健康で楽しく過ごしていくため
の「きっかけに出会う場所」。秋
は実りと恵みの季節。喜びを分け
合う収穫祭です。
日時　11月17日㊐10：00〜16：00
場所　内田防災公園
内容　犬山や周辺地域の地場野菜

の販売、キッチンカー、フー
ドブース、雑貨作家による
クラフトブースなど約60店
舗が出店します。音楽ス
テージ、ワークショップ
コーナーなどもあります。

問合　犬山マルシェ実行委員会
（Eメール inuyama.marche

　　　＠gmail.com）

東コミュニティ
芸術祭・作品展

　東コミュニティ区内の皆さんの
絵画・書・写真・彫塑工芸作品の
他、園児・小中学生の書や図画工
作品など約550点を展示します。
　11月29日㊎は絵手紙の体験コー
ナーがあります。
日時　11月28日㊍〜12月 2 日㊊
　　　10：00〜16：00
　　　（最終日は14：00まで）
場所　長者町会館ホール
費用　無料

問合　東コミュニティ推進協議会
　　　伊藤（℡68-4105）

第 4回
観光まちづくり会議

　市が観光地として持続発展する
ため、住民、事業者、まちづくり
団体などさまざまな人が集い、課
題を共有するとともに具体的な改
善や解決に向けた取り組みを目指
します。
　今回は第 2 回の会議でテーマと
した、城下町地区の課題を再び取
り上げさらに議論を深めます。
　これまで出された意見や提案を
踏まえ「未来のために今自分たち
ができること」を熱く楽しく語り
合います。
　初めての人でも参加できます。
未来の「犬山観光」をともに創り
ましょう。
日時　12月 7 日㊏19：00〜21：00
　　　（受付18：30〜）
場所　市役所 2 階205会議室
内容　「城下町地区の課題②〜自分

たちができることは？〜」
　　　をテーマにワークショップ

形式で参加者同士が語り合
います。

対象　市内在住・在勤・在学の人、
市内にある事業所や各種団
体の人

費用　無料
申込　不要
問合　観光交流課（℡44-0342　

Eメール040500＠city.inu
　　　yama.lg.jp）

ニワ里カレッジ
第 3 回「春日井のハニワ」
　埴

はに

輪
わ

をテーマにした連続講座。
今回は春日井市にある味

あじ

美
よし

二
ふた

子
ご

山
やま

古墳の埴輪についてのお話です。
日時　12月 7 日㊏10：00〜11：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設
　　　研修室

講師　春日井市教育委員会
　　　浅田博造氏
費用　500円
申込　不要
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　 （℡68-2272　㊊休館　㊗の

場合は翌平日休館）

　詳細は、市ホームページ（「市政情報」の職
員採用欄）に掲載している募集要項を見てくだ
さい（総務課でも募集要項を配布しています）。

【大学卒】（令和 2 年 4 月 1 日採用予定）

募集職種 募集人数 学歴 年齢
行政職（一般事務） 5 人程度

大学卒
平成 4 年 4 月 2 日以降の出生者

行政職（土木）　　 2 人程度 昭和60年 4 月 2 日以降の出生者

第 1次試験日・会場
　筆記試験　12月 8 日㊐　会場　犬山市役所
　面接試験　12月23日㊊・24日㊋　会場　犬山市役所
申込方法　犬山市職員採用試験受験申込書、受験票（総務課で配布、市ホームページにも掲載）を直接または郵

送で総務課職員担当（℡44-0302）へ（貼付の写真 2 枚は縦 4 ㎝×横 3 ㎝とし、直近 3 か月以内に撮影し
たものとします）

受付期間　11月15日㊎〜27日㊌ 8：30〜17：00
　　　（郵送の場合は11月25日の消印まで有効）
※不正合格を働きかけるといった口利きなど紹
介行為があった場合は、即不合格となります。

　市では、市民とともにまちづくりを積極的に進めるために、
職員自ら「犬山市内に居住すること」を推奨します。この考え
に共感し、意欲とやる気にあふれる人の応募を待っています。

『犬山市の明日のため、
市民とともに、情熱を持って

チャレンジできる職員』

令和 2 年度市職員募集（第 3 期）

問合　総務課職員担当（℡44-0302）

水道検針票とごみ収集カレンダーに掲載する広告
　掲載できない広告は政治活動・宗教活動・意見広告・公序良俗に反するものなどです。
　詳細は、市ホームページ「広告募集」を見てください。

●水道検針票
　水道の検針員が各家庭などに配布し
ている「ご使用水量のお知らせ」の裏
面の一部に掲載する広告を募集します。
使用期間　令和 2 年 4 月下旬から在庫
　　　がなくなるまで（約 2 年間）
配布予定数　期間中約338,000枚
広告規格　市指定 2 色刷り、
　　　　　縦50㎜×横60㎜
募集枠数　 1 枠
掲載料　 1 枠266,000円（税込み）
申込・問合　11月18日㊊〜12月 2 日㊊に広告掲載申

込書に必要事項を記入し、広告案を添えて水
道課（℡62-9300）へ

●ごみ収集カレンダー
　令和 2 年度版ごみ収集カレ
ンダー（A 4 ）の表紙下部に
掲載する広告を募集します。
使用期間　令和 2 年 3 月から
　　　　　令和 3 年 3 月まで
配布予定数　30,500部
広告規格　縦50㎜×横85㎜
募集枠数　 2 枠
掲載料　 1 枠50,000円（税込み）
申込・問合　12月13日㊎までに広告掲載申込書に必

要事項を記入し、広告案を添えて環境課（℡
44-0344）へ

文化史料館南館
ネーミングライツ
パートナー

　市では民間の活力を得て広く市
民の文化振興を図り、からくり文
化の情報発信を推進するため、来
年 4 月にオープンする市文化史料
館南館にふさわしい愛称をつける
ことができる権利を取得する事業
者（ネーミングライツパートナー）
を募集しています。
※愛称は一般的な呼称として使用
し、条例等で定められている施設
名は変更しません。
契約期間　令和 2 年 3 月から
　　　 5 年間
愛称の使用開始予定日
　　　令和 2 年 3 月29日㊐
ネーミングライツ料
　　　年額10万円以上（税抜き）
応募書類受付期間
　　　11月15日㊎〜25日㊊
選定方法　ネーミングライツ料、

施設愛称案、その他の選定
基準をもとに候補を選定し
ます。選定結果は市ホーム
ページで公表します。

申込・問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）へ
※応募方法等の詳細は市ホーム
ページを見てください。

広告
広告 広告
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令和 2年度市内小中学校体育施設の利用団体
　学校教育に支障のない範囲で小中学校体育施設を一般に開放します。
利用開放する小中学校体育施設

区分 施設 種目

小学校

運動場 少年軟式野球、少年サッカー、グラウンド・ゴルフなど

体育館 バレーボール、卓球、バドミントン、ミニバスケット
ボールなど

中学校
運動場 軟式野球、サッカー、グラウンド・ゴルフなど

体育館 小学校と同じ（バスケットボールは一般用）

※中学校運動場は、犬山中・東部中の夜間のみ利用できます。
※施設が利用できる時間は、各学校により異なります。
対象　次の条件を全て満たした団体
　　　①構成員が10人以上
　　　②構成員の過半数が市内在住・在勤・在学者
　　　③責任者が20歳以上
　　　④登録確定後、全員が傷害保険（スポーツ安全保険など）に加入
申込・問合　12月13日㊎までに所定様式を文化スポーツ課（℡44-0352）へ
※所定の様式（「学校体育施設利用団体登録申請書」と「学校体育施設利
用団体登録者名簿」）は文化スポーツ課、市ホームページにあります。
※ 1 団体につき週 1 回分の申請ができます。ただし構成員の過半数が小
中学生の団体および犬山市スポーツ少年団所属団体は、週 2 回分まで申
請ができ、その他の団体と希望が重複した場合は、優先的に登録します。
※希望日が他団体と重複した団体は、登録調整会への出席が必要です。
※団体の条件や利用時間などの詳細は市ホームページを見るか問い合わ
せてください。
●登録調整会
日時　令和 2 年 1 月17日㊎19：00〜　　場所　市役所 2 階201会議室
※登録調整の終了後、本登録の案内を送付します。

受動喫煙対策説明会
　望まない受動喫煙の防止を目的に、飲食店・事業所等においては、令
和 2 年 4 月 1 日から原則屋内禁煙が義務づけられます。この新しい制度
に適切に対応できるよう説明会を開催します。
日時　12月16日㊊14：00〜16：00
場所　岩倉市総合体育文化センター多目的ホール
対象　県内の飲食店、事業所等　　定員　500人　　費用　無料
申込　12月 9 日㊊までに愛知県ホームページ（右の二次元
　　　コードからも応募フォームに転送されます）から申
　　　し込んでください。
問合　江南保健所（℡0587-56-2157）

いぬやまランニング
フェスティバル2020

日時　令和 2 年 2 月 9 日㊐
　　　（雨天決行）
　　　 1 ㎞ 9：40〜、3 ㎞ 9：50〜
場所　スタート
　　　 1 ㎞ 犬山北小学校付近
　　　 3 ㎞ ライン大橋付近
　　　ゴール　城前広場付近
費用　100円
申込　11月27日㊌〜12月20日㊎に

申込書と費用を直接、文化
スポーツ課か勤労青少年
ホーム、エナジーサポート
アリーナ（市体育館）へ（郵
送・電話申し込み不可）

※当日申し込み（ 8：15〜 9：15の
予定）もありますが申込者多数の
場合は時間の都合により受け付け
できないこともあります。
※募集要項（申込書）は、11月下
旬に市ホームページ、市役所、各
出張所、市内スポーツ施設、キャ
スタ犬山、清水屋などで配布しま
す。
●ボランティアスタッフ募集
申込　12月20日㊎までに直接また

は電話で文化スポーツ課へ
※当日はスタッフビブスを貸与。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

　第42回読売犬山ハーフマラソン（愛知陸上競技協
会、読売新聞社、犬山市、中京テレビ放送主催）が
来年 2 月23日㊗、内田防災公園を発着する、日本陸
連公認ハーフマラソン・10㎞コースで開催されます。
　毎年好評の「おもてなしコーナー」を引き続き実
施して、内田防災公園内で犬山のおすすめグルメな
どをランナーに楽しんでいただきます。またコース
上にはスポーツドリンクの給水所を設置します。
　コース近隣にお住まいの方や通行される皆さんに
は大変ご迷惑をお掛けしますが、市民の皆さんに支
えられ42年間続いてきた歴史ある人気大会です。ご
理解とご協力をよろしくお願いします。
　大会当日には、全国の市民ランナー約 1 万人が歴
史ある犬山路を駆け抜けます。地元「犬山」最大の
スポーツイベントにぜひ参加してみませんか。
●開催要項
日程　令和 2 年 2 月23日㊗（雨天決行）
スタート時刻　10㎞　 9：45
　　　ハーフマラソン
　　　　　（登録の部、豪傑の部）　 9：53
　　　　　（猛者の部）　　　　　　 9：56
　　　　　（つわものの部）　　　　10：01
　　　　　（初陣の部）　　　　　　10：05
種目　ハーフマラソン（陸連登録競技者、一般「豪傑」

（予想タイム 1 時間35分以内）、一般「猛者」（同
1 時間55分以内）、一般「つわもの」（同 2 時
間15分以内）、一般「初陣」（同 2 時間30分以内）
各男女）

　　　10㎞（陸連登録競技者、一般、高校生団体各
男女）

定員　10,000人（一般の部が対象）
※定員になり次第締め切ります。
参加資格　・ハーフマラソンは 2 時間30分以内に完

走できる、大会当日19歳以上の健康な男女
　　　・10㎞は 1 時間 5 分以内に完走できる、中学

生以下を除く健康な男女（陸連登録の部の参
加資格は別にあり）

参加料　ハーフマラソン5,500円
　　　10㎞ 4,500円（高校生団体の部3,500円）
※申し込み後はいかなる場合も返金しません。
表彰　ハーフ登録の部・一般「豪傑」
　　　10㎞登録の部・一般（各 8 位まで）
※高校生団体の部は各チーム内上位 3 名の合計タイ
ムが最も早かったチームに賞状・強化費を贈呈（た
だしエントリーが 2 チーム以下の場合は対象としま
せん）。

第42回読売犬山ハーフマラソン
申込　12月20日㊎までに、大会ホームページ（https://

runnet.jp/）から申し込み後、所定の期日まで
にコンビニエンスストアなどで参加料を支
払ってください（別途手数料が必要）。

※郵便振替での申し込みはできません。
問合　大会事務局（℡052-955-6788）
　　　文化スポーツ課（℡44-0352）

●ボランティアスタッフ募集
　給水所、手荷物預かり、記念品渡しなどを行うボ
ランティアスタッフ募集します。12月20日㊎までに
氏名、連絡先、住所を直接または電話で文化スポー
ツ課（℡44-0352）へ
※役割によって活動時間に変動があります。
※スタッフジャンパーなどを差し上げます。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

　スポーツ振興くじ助成事業

勤労青少年
ホーム

工業団地
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生 活

犬山の学校で教えてみませんか
●犬山市費負担教員

職種 勤務場所 指導内容等 応募資格等 採用予定数

少人数学級の
学級担任　 小学校

担任する学級の経
営と各教科・特別
活動・総合的な学
習の時間等の授業

公募の部
・小学校教諭免許状取得者
・ 過去10年間に公立小中学校の学級担任として

勤務実績を有する人
・勤務実績はないが情熱のある人
推薦の部
・小学校教諭免許状取得者
・ 犬山市内の小中学校に勤務する教員のうち校

長の推薦が得られた人

6 人程度

備考　　・公立小中学校において学級担任など豊かな教職経験のある人、情熱のある人
　　　　・勤務時間は 1 日 7 時間45分（休憩 1 日45分）、 1 週間につき38時間45分
　　　　・令和 2 年 3 月教員免許取得予定者で、今年度 3 月卒業見込みの人も可

●非常勤講師

職種 職務場所 指導内容等 応募資格等 採用予定数

少人数授業
（TT授業）

小学校 算数中心 小学校教諭普通免許状取得者 1 人程度

中学校
数学 中学校教諭普通免許状（数学）取得者 1 人程度
英語 中学校教諭普通免許状（英語）取得者 2 人程度

備考　　・令和 2 年 3 月教員免許取得予定者で、今年度 3 月卒業見込みの人も可
　　　　・勤務日数と勤務時間は原則として週 5 日間、 1 日 6 時間（休憩 1 日30分）

●特別支援教育支援員

職種 職務場所 指導内容等 応募資格等 採用予定数

教室支援

小学校
ADHD、高機能自
閉症等の発達障害
を有する児童生徒
に対する適切な支
援や指導

小学校教諭免許状取得者
中学校教諭免許状取得者
特別支援学校教諭免許状取得者
養護教諭免許状取得者のいずれか

1 人程度

中学校 1 人程度

備考　　・令和 2 年 3 月教員免許取得予定者で、今年度 3 月卒業見込みの人も可
　　　　・勤務日数と勤務時間は原則として週 5 日間、 1 日 6 時間（休憩 1 日30分）

※「非常勤講師・小学校（理科）」および「特別支援教育支援員・生徒支援」の募集はありません。

提出書類　①「令和 2 年度犬山市費負担教員・非常勤講師・特別支援教育支援員採用試験受験申込書」
　　　　　　　（所定の様式）
　　　　　② 教員免許状の写しまたは3月卒業見込みの人は「免許状取得見込証明書（写し可）」
　　　　　③ 履歴書（所定の様式）
※市費負担教員の推薦の部の場合、「犬山市費負担教員採用候補者推薦書」（所定の様式）を添付してください。
※免許状更新講習の該当者は、更新講習修了確認証明書の写し または 修了確認期限延期証明書の写しの提出も
必要です（新免許状の人は、有効期間更新証明書の写し または 有効期間延長証明書の写しを提出してください）。
※募集案内や受験申込書は、市ホームページからダウンロードできます。
選考方法　面接および作文（令和 2 年 1 月 8 日㊌に市役所で実施）
※市費負担教員の推薦の部は書類による選考となります。
申込・問合　11月15日㊎〜12月23日㊊までに学校教育課（℡44-0350）へ

尾北看護専門学校学生（第12回生）
　令和 2 年 4 月入学（全日制 3 年課程）の一般入学生を募集します。
願書受付　12月 5 日㊍〜18日㊌
試験日　　 1 次試験　令和 2 年 1 月10日㊎
　　　　　 2 次試験（ 1 次試験合格者のみ）
　　　　　　　　　　令和 2 年 1 月26日㊐
※詳細はホームページ（https://bihokukango.ac.jp/）を見てください。
問合　（一社）尾北医師会 尾北看護専門学校
　　　（大口町下小口 6 -122- 2  ℡0587-95-7022）

陸上自衛隊高等工科学校生徒

採用種目 陸上自衛隊　高等工科学校生徒
身分 特別職国家公務員（生徒）
手当 生徒手当　月額102,500円（ 1 月 1 日現在）

応募資格
令和 2 年 4 月 1 日現在、15歳以上17歳未満（平成15年 4
月 2 日から平成17年 4 月 1 日までの間に生まれた人）の
男子

試験日

第 1 次試験　　　　　令和 2 年 1 月18日㊏
第 1 次試験合格発表　　　　　 1 月24日㊎
第 2 次試験（第 1 次試験合格者のみ）
令和 2 年 1 月31日㊎〜 2 月 3 日㊊の指定する 1 日
最終合格発表　　　　令和 2 年 2 月14日㊎

受付期間 令和 2 年 1 月 6 日㊊まで（締切日必着）
申込・問合 自衛隊愛知地方協力本部　小牧分駐所（℡73-2190）へ

市立図書館
インターネット貸出期間延長サービス

　11月 1 日からパソコンやスマートフォンなどから、本の貸出期間を14
日間延長できるサービスを開始しました（ 1 回まで）。利用にあたっては
事前に市立図書館窓口で利用者登録が必要です。対象は本、雑誌、紙芝
居です（一部対象外もあります）。中学生以下は利用できません。
利用条件等
　　　① 図書館カードを持っている市民

（中学生以下は除く）で、事前
に窓口で「インターネット利用
者登録」を行い、パスワードの
交付を受けている人

　　　② 延長したい本が他の人から予約
が入っていないこと

　　　③ 延長したい本が返却予定日を過
ぎていないこと

問合　市立図書館（℡62-6300）

消費者トラブルに
気をつけて

　テレビショッピングは契約条件
をよく確認しましょう
　テレビショッピングで、簡単に
腹筋を鍛えることができるという
健康器具を注文し、届いてすぐに
試してみたが思うようにできな
かった。返品しようと業者に連絡
すると「開封した場合、返品は受
け付けられない」と言われた。「実
際使ってみなければわからないで
はないか」と苦情を言ったが「返
品についてはテレビでも伝えてい
るし、同封している書類にも書い
てある」と、こちらの言い分を聞
いてくれなかった。 （70代女性）
アドバイス
　テレビショッピングでは、返品
条件などについて表示時間が短
く、分かりにくいことがあります。
返品条件や使い方などをよく確認
してから注文しましょう。通信販
売には、事業者が返品の特約を設
けている場合があり、それに従う
ことになります。返品できる場合
でも「開封後の返品は不可」「使
用後は返品できない」などの条件
があることもあり、注意が必要で
す。困ったときは、早めに相談し
てください。

無料相談窓口
●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　㊊〜㊎（㊗除く）
　　　 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）

自宅や外出先でも図書の
貸出期間延長ができるよ
うになりました。
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　使用料は、利用する人がサービスの対価として公平に負担する必要が
あるものです。ただ、これまで施設の使用料は、施設の種類や建設時期
などにより算定方法がまちまちでした。公平性を保ちサービスに見合っ
た額とするため、今回「公共施設使用料の見直しに関する基本方針」を
定め、統一的な算定方法で施設の使用料の見直しをすることとしました
（対象施設は下記のとおり）。
　全体的に使用料は値下がりの傾向となりましたが、一部値上がりする
ものもあります。今後、各施設において、見直し後の金額をお知らせし
ていきます（詳細は市ホームページを見るか、下記へ問い合わせてくだ
さい）。
※今回の見直しでは、無料の施設を有料化することは行っていません。
変更開始　令和 2 年 4 月 1 日㊌利用分から

施設 問合
市民健康館、さくら工房 健康推進課（℡63-3800）
南部公民館、市民文化会館 ℡67-2411
塔野地・犬山西・善師野公民館

文化スポーツ課（℡44-0353）
体育センター、弓道場、山の田公園
武道館

文化スポーツ課（℡44-0352）野外活動センター
フィットネスフロイデ
楽田・今井ふれあいセンター

地域安全課（℡44-0347）小弓の庄
余遊亭
里山学センター

環境課（℡44-0345）
環境保全ボランティアセンター
旧磯部家住宅復原施設 歴史まちづくり課（℡44-0354）

　上記施設では個人利用など「使用料見直しに関する基本方針」の対象
にはならないものの、消費税率の改定等に伴って使用料を改定したもの
も含まれています。
　また下記施設も消費税率の改定等に伴って使用料が改定されますので、
金額等の詳細は市ホームページを見てください。

料金改定日　令和 2 年 4 月 1 日㊌

施設 問合
学校校庭照明設備（犬山中学校・東部中
学校）、多目的スポーツ広場、市体育館

文化スポーツ課
（℡44-0352）

犬山城城郭、犬山城隅櫓兼茶室 歴史まちづくり課
（℡44-0354）

犬山駅西口エスカレーターを改修しています
　改修工事期間は12月末までの予定です。期間中はエスカレーターが使
用できませんので、北側にあるエレベーターを利用してください。
問合　土木管理課（℡44-0334）

灯油の取扱いに
注意してください

　冬の時期は灯油を使用したス
トーブによる火災が多く発生して
います。灯油は消防法で規制され
る「危険物（引火性液体）」に該
当します。

●灯油の使用について
　使用中の石油ストーブにポンプ
で灯油を入れた場合や、カート
リッジのキャップが緩んでいたこ
とにより、灯油がこぼれて火災に
なった事例があります。
　灯油を石油ストーブに入れる時
は、ストーブの火を消しましょう。
またカートリッジのキャップは確
実に閉めましょう。

●灯油の保管について
　灯油は古くなると酸化して、異
常燃焼や機器の故障の原因になり
ます。昨年購入した灯油はなるべ
く使わないようにしましょう。
　保管容器の蓋

ふた

をきちんと閉めて
いないと、ゴミなどの不純物が混
入し、機器を損傷させてしまいま
す。また転倒した場合には灯油が
漏れてしまいます。保管容器の蓋
は必ず閉めましょう。
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

スプレー缶類の
出し方

●穴開けしないで出してください
　今年 1 月よりスプレー缶類は穴
を開けずに排出するよう変更して
います。
　中身が残っている場合は、風通
しの良い屋外で、布か新聞紙に浸
み込ませ、使い切ってから専用の
収集容器に入れてください。
問合　環境課（℡44-0344）

公共施設の使用料が
変わります

　

初期消火器具
整備費補助制度の
申請期限を延長

　スタンドパイプ式初期消火器具
一式を設置した団体に、設置に要
した経費の一部を補助する制度の
申請期限を12月31日㊋までに延長
します。購入前に申請してくださ
い。
※詳細は問い合わせてください。

補助の対象となる団体
　　　町内会・町内会の連合会
　　　（個人では申請できません）
補助金額
　　　設置経費の1/2（1,000円未

満の端数は切り捨て）で上
限150,000円

問合　消防署企画調整担当
　　　（℡65-0119）

全国一斉「女性の
人権ホットライン」
強化週間

　DV、セクハラ、ストーカー行
為といった女性に関する人権問題
について、強化週間を設けて相談

に応じます。相談内容の秘密は固
く守られますので、気軽に相談し
てください。
日時　11月18日㊊〜22日㊎
　　　 8：30〜19：00
　　　11月23日㊗・24日㊐
　　　10：00〜17：00
※通常は㊏㊐㊗除く 8：30〜17：15
●相談専用電話
　女性の人権ホットライン
　（℡0570-070-810）
●LINEじんけん相談＠名古屋
　法務局
　＠snsjinkensoudan
※詳細は名古屋法務局
ホームぺージ（http://
houmukyoku.moj.go.
jp/nagoya/）を見てください。
問合　名古屋法務局人権擁護部
　　　（℡052-952-8111内線1450）

ちょこっと歩こう
犬山

　今回は、成田山周辺を歩くコー
スです。
　健康づくり推進員と歩いてみま
せんか。
日時　11月26日㊋10：00〜
　　　（約 1 時間）
集合　成田山明王門南東
　　　砂利駐車場
場所　成田山コース
費用　無料
持物　水分補給用飲み物
※歩きやすい服装で来てください。
※当日 8：30時点で雨天の場合は
中止します。当日血圧が高いなど
体調によっては参加できないこと
もあります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康なんでも相談
　無料、予約不要で、健康のことやからだの気になることなどを気軽に
相談できます。
日時　12月 3 日㊋13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　結ファミリークリニック 医師　鈴木欣宏氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

12月の各種無料健康相談ガイド

相談 日時・場所 担当

①おくすり
　なんでも相談

18日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

タカギ薬局
薬剤師
高木亮一氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

14日㊏
10：00〜15：00
市民健康館

NPO法人
愛知県断酒連合会
尾北断酒会

③保健師・看護師・
　管理栄養士による相談 要予約　市民健康館（電話相談可）

④歯科衛生士による
　歯科相談 要予約　保健センター（電話相談可）

問合　①〜③市民健康館（℡63-3800）、④保健センター（℡61-1176）
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写真はイメージです。

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「自然治癒できる？」
　風邪やちょっとしたけがは、体
の治癒力のおかげで自然に治るこ
とがありますが、歯に関しては、
自然に治るということはありませ
ん。
　身体の中でも最も固い組織のエ
ナメル質で覆われた歯の表面は、
一度むし歯になると、二度と元に
は戻りません。細菌が入り込んで
いる部分を取り除いてそれ以上感
染が進まないようにし、人工的な
材料で修復することが必要です。
放置しておくと感染層がどんどん
深く広くなって、神経に到達する
と強烈な痛みを発します。歯の神
経の感覚がなくなると、失活歯と
呼ばれる状態になり、細菌感染に
より歯

し

髄
ずい

壊
え

疽
そ

という痛みと腫れを
伴った症状になることもあります。
　自然に治らない歯に関しては、
定期的な健診が一番の予防法にな
ります。

こころの悩み相談
　「子どもの落ち着きがない」「ひ
ととのかかわりが難しい」「気分
が落ち込む」等、本人の悩みの相
談の他、家族への対応についての
相談も可能です。
日時　12月17日㊋13：30〜15：30
　　　（ 1 人30分程度）
場所　市民健康館
相談員　犬山病院　精神科医師
　　　　多羅尾陽子氏
定員　先着 4 人
　　　（要予約、初回優先）
費用　無料
申込・問合　12月13日㊎までに市

民健康館（℡63-3800）へ

歯科なんでも相談
　無料、予約不要で、歯や口に関
する相談が気軽にできます。
日時　12月5日㊍13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　河田キャスタ歯科
　　　歯科医師
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

しみんてい広房
犬山子ども将棋体験教室
　個人戦、スイス式トーナメント
を通して初心者でも楽しめます。
日時　12月 8 日㊐13：00〜16：30
場所　しみんてい和室
対象　小学 1 年生〜中学 3 年生
定員　先着32人
費用　 1 人300円
申込・問合　NPO法人犬山しみん
　　　ていの会（℡61-7710　Fax

61-8108　Eメールcente＠
　　　inuyama-shimintei.com）へ

市体育館自主事業
ミズノ・スポーツ塾

　〜鉄棒・跳び箱・マットなどを
使い楽しく体を動かして、苦手を
克服しよう！〜

　月に 3 回（㊎開催）の教室です。
開講日時　12月 6 日㊎
　　　①16：00〜17：00
　　　　（年中・年長の部）
　　　②17：10〜18：10
　　　　（小学 1 〜 3 年生の部）
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）メインアリーナ
講師　大石達也氏
定員　①②各先着 6 人
費用　 1 人月額4,950円
持物　動きやすい服装、飲み物、

タオル、室内用シューズ
申込・問合　11月26日㊋10：00から

直接または電話でエナジー
サポートアリーナ（市体育
館）（℡67-8080　 8：30〜

　　　21：30㊊除く）へ

高齢者の生活を
支えるために

　認知症になっても安心して暮ら
せるよう次のサービスがあります。
●GPS機器の貸し出し
　（徘徊高齢者情報提供サービス）
　高齢者が道に迷い所在不明と
なったとき、場所の特定ができる
GPS機器を貸与します。小型の
機器で、携帯にも便利です。
対象　65歳以上の認知症等の高齢

者を自宅で介護している人
費用　月額704円（税込み）
●見守りシール交付事業
　行方不明になった高齢者が発
見・保護された場合にスムーズに
家族と連絡をとるためのシールを
交付します。

対象　認知症等により行方不明と
なるおそれのある65歳以上
の高齢者を介護している人

費用　無料
※各サービス利用にはパソコンや
携帯電話等のインターネット環境
が必要です。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

映画鑑賞会『ズートピア』
　犬山市子供会育成連絡協議会（市子連）は、児童育成事業として映画
鑑賞会を毎年行っています。今年の映画は、高度な文明社会を築いた動
物たちの世界を舞台に、ウサギの「ジュディ」が夢をかなえるために奮
闘する姿を描いたディズニーアニメです。
日時　12月14日㊏10：30〜（開場10：00〜）
場所　市民文化会館大ホール（全席自由席）　定員　1,100人
対象　市内在住・在学の児童とその保護者（18歳未満・高校生可）
費用　無料（入場整理券が必要）
申込　11月25日㊊ 8：30から子ども未来課で入場整理券（先着順 1 人 4 枚

まで、氏名・住所の記入が必要）を配布します。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

いぬやま子育てシェア博覧会
●「シェア」や「シェアエコ」の体験・参加型イベントを開催します
　「最先端のシェア文化と地域の子育て文化で、このまちの子育て時間を
もっと豊かに」をテーマに、子育てに生かし合い、支え合えるシェアエ
コサービスを犬山で体験できます。
・シェアリングエコノミーを勉強してみたい
・子育てに役立つ情報が知りたい
・子育て中にも特技や資格、スキルを生かしたい
・子育てを通して得た経験や知識を役立てたい
・地域で子育てを応援している人たちと繋

つな

がりたい
などの関心のある人は、直接仲介事業者の話も聞くことができるので、
おすすめです。
　参加を希望する人、当日参加はできないが「シェア」や「シェアエコ」
に興味のある人は事前に上記二次元コードから「子育てに関するシェア
エコWebアンケート」に協力してください。
※詳細や最新情報は市ホームページ「子育てと女性の活躍応援プロジェ
クト」を見てください。
日時　12月15日㊐10：00〜15：00
場所　市役所 1 階市民プラザ・ 2 階201〜205会議室
申込　不要　　費用　無料
問合　子ども未来課（℡44-0377　Eメール030300＠city.inuyama.lg.jp）

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（説明会は約 1 時間）
※参加できない人は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、

本人確認書類
※公的機関発行の顔写真が付いていない本人確認書類（健康保険証、国
民年金手帳等）は 2 点必要。
問合　保健センター（℡61-1176）

警察署だより

11月25日〜12月 1 日
は犯罪被害者週間

　犯罪被害者やその家族・遺族の
人は、命を奪われる、家族を失う、
けがをする、物を盗まれるなどの
直接的な被害だけでなく、眠れな
い、何もする気が起きない、自分
をせめてしまう、事件のことが頭
から離れない、など心身の不調に
悩まされることがあります。
　また多くの人が二次的被害と呼
ばれる
・心身の不調に対する周囲の人の
無理解
・医療費の負担、失職・転職など
による経済的困窮
・捜査や裁判における精神的、時
間的負担
・周囲の人の無責任なうわさ話
などさまざまな問題に苦しんでい
ます。
　「もし自分や自分の大切な人が
被害に遭ったら」と考えて、犯罪
被害者等が被害から少しでも早く
立ち直り平穏な生活を取り戻すこ
とができるよう社会全体で支えて
いきましょう。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

　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 12月 2 日㊊
国民健康保険税 6 期

介護保険料 8 期
後期高齢者
医療保険料 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）

▲Web
　アンケート
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平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
11/19㊋、12/ 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
11/24㊐、12/ 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
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2 ・第 4 日曜日
11/24㊐、12/ 8 ㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

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）

シニアのための
スマホ・サロン会

　スマホはお貸しします。会の前
半は講座（大人のためのfacebook
活用講座）、後半はサロン形式で
進めます。
日時　11月18日㊊（入門講座）
　　　12月16日㊊（安全安心講座）

各13：00〜16：00
場所　福祉会館 4 階中ホール
対象　年齢不問
定員　20人
費用　初回2,000円（ 2 回目以降

は1,300円）
申込・問合　まちかどボランティ

アセンター犬山　森好（℡
090-8768-1340）へ

笑むの会　水彩画展
日時　11月19日㊋〜24日㊐
　　　 9：00〜17：00（初日13：00か

ら、最終日16：00まで）
場所　旧磯部家住宅展示室
費用　無料
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444）

あんきにくらそう会
無料映画上映

日時　11月23日㊗13：00〜
　　　（開場12：30〜）
場所　市民健康館 2 階研修室201

内容　上映作品『折り梅』
問合　今井あんきの家
　　　（℡63-0008）

楽田ふれあいセンター
「しろやま」まつり

日時　11月23日㊗13：00〜
場所　楽田ふれあいセンター
内容　ステージ発表、体験コー

ナー、ゲーム大会、歌声ひ
ろば、模擬店出店など

問合　楽田コミュニティ事務局
　　　（℡080-1552-1234）

栗栖野
や

縁
えん

公苑
オープニング
イベント

紅葉ライトアップと秋祭り
　地元栗栖産野菜を使った飲食
ブースや竹行

あん

燈
どん

作り（有料）、ク
リスマスリース作りや菓子まき
（無料）などがあります。
日時　11月23日㊗10：00〜20：30
　　　11月24日㊐10：00〜20：00
※ライトアップは両日17：00〜
場所　野猿公苑跡地
　　　（桃太郎公園隣）
問合　（一社）犬山青年会議所
　　　（℡62-6482）

『おとなとこどもで
冬支度』
合同ワークショップ

　ママたちが企画した、ヨガ・リ
トミック・整理収納・食養生・飾
り巻き寿司の 5 つのワークショッ
プで冬を迎える準備をしませんか。
日時　11月28日㊍ 9：45〜11：30
場所　楽田ふれあいセンター
対象　子育て・孫育て中の大人と

子ども
費用　 1 組500円〜1000円
申込　ブログ（https://nicotto
　　　2525.hatenablog.com/）

のWebフォームで受け付

け（先着順）
問合　子育てからひろがる・はじ

めのいっぽ応援チーム「に
こっと」事務局（Eメール
nicotto.or＠gmail.com）

※詳細はフェイスブックページ
（https://www.facebook.com/
nicotto.or/）を見てください。

地域見守り
声かけ訓練

　行方不明高齢者の見守りと声か
け訓練を橋爪地区で行います。
日時　11月29日㊎10：00〜11：30
場所　橋爪中公民館
申込・問合　犬山南地区高齢者あ

んしん相談センター（℡62
　　　-2270）へ

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

犬山西地区の
巨樹・古木を訪ねる

日時　11月30日㊏ 9：30〜
集合　市役所正面玄関前
　　　（小雨決行）
場所　薬師寺（クスノキ）〜犬山

高校（市内最古クラスのソ
メイヨシノ）〜濃尾用水沿
い堤防道路（市内最大のム
クとエノキ）

※歩く行程は約 5 ㎞です。
費用　300円（資料代、保険料）
問合　市エコアップリーダー巨樹

巨木調査グループ 木村（℡
62-2043）

わっしょい入鹿
ウォークイベント

尾張冨士と本宮山ウォーキング
日時　11月30日㊏ 9：00〜
　　　（受付 8：30〜、雨天中止）
※終了は14：00の予定です。
集合　入鹿用水土地改良区事務所

駐車場
コース　集合場所から尾張冨士に

登り別のルートで戻りま
す。その後、尾張信貴山を
経て本宮山に登ります。全
8 kmの行程です。

※家族連れ、体力に自信のない人
は尾張冨士だけの参加もできます。
費用　無料
持物　昼食、飲み物、雨具、健康

保険証
問合　わっしょい入鹿事務局
　　　アイランド（℡67-0998）

シルバー人材センター
写真部同好会展示会

日時　11月30日㊏16：00〜
　　　12月 6 日㊎16：00
場所　市役所 1 階市民プラザ
問合　吉田（℡67-2914）

興禅寺杲
こう

林
りん

庵
あん

茶会
　築庭のドウダンツツジが見頃と
なる興禅寺で茶会を催します。
日時　12月 1 日㊐　①13：00〜
　　　②13：45〜　 ③14：30〜
※各回とも30分前までに受け付け
場所　興禅寺（羽黒字城屋敷16）
定員　各回 7 人
費用　1,000円
申込・問合　11月27日㊌までに犬

山名所協会事務局大塚（℡
070-1251-8261）へ

ギャップママ
創立20周年
記念コンサート

日時　12月 8 日㊐14：00〜
　　　（開場13：30〜）
場所　南部公民館講堂
費用　無料（入場整理券あり）
※ゲスト「ソプラノDuo夢花音」
問合　奥村（℡080-4964-0933）

市老連囲碁部
会員募集

　市老連囲碁部では60歳以上の仲
間が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。
曜日・場所
　　　犬山支部
　　　㊊㊋㊍㊏ 12：30〜16：30
　　　（福祉会館 3 階）
　　　㊌㊎ 　　13：00〜17：00
　　　（南老人福祉センター）
　　　城東支部
　　　㊋㊍㊏　 13：00〜16：30
　　　（東部老人憩の家）
　　　楽田支部
　　　第 1 ・ 3 ㊋、第 2 ・ 4 ㊌、
　　　毎週㊍㊏ 12：30〜16：30
　　　（楽田老人福祉センター）
問合　伊藤（℡080-6921-9477）

堀部邸書道サロン
見学・体験募集

　美しい和の環境で書道をしてい
ます。見学・体験に来てください。
日時　第 1 ・ 3 ㊍13：00〜
場所　木之下城伝承館・堀部邸
対象　大人
費用　体験希望の人は500円
申込・問合　桑原（℡090-6336-6700
　　　ホームページhttps://sien-
　　　syodo.wixsite.com/mysite）

へ

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課広報・広聴担当へ。 1 月 1 日号の締め切りは11月19日㊋、 1 月15日号は11月27日㊌
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催 し

結　 果1

スイミングフェスティバル2020
日時　令和 2 年 1 月13日㊗
　　　 8：00時開場 9：00競技開始
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ温水プール
対象　市内在住・在勤・在学で25M以

上泳げる小学生以上の健康な人
部門　100M個人メドレー・各種目競

泳25M・50M自由形
費用　500円（スポーツ保険等）
　　　 1 種目200円（小・中学生は無料）
　　　 1 人 2 種目まで
申込　12月 1 日㊐15：00までに、所定

の申込用紙に所要事項を記入
し、市体育協会事務局へ

第30回バタフライ・ダブルス・
チームカップ犬山卓球大会

日時　令和 2 年 1 月12日㊐ 9：00〜
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　一般男女（ダブルス団体戦）
費用　 1 組6,000円
申込　12月 1 日㊐までに下記へ現金書

留にて申込み
申込先
　　〒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

市民大会（優勝者または優勝チーム）
●バスケットボール
4 月13日、21日、 5 月11日、 7 月 7 日
エナジーサポートアリーナ他
一般男子　　　　　 5 番いとうけい
一般女子　　　　　LBC
中学生男子　　　　犬山中
中学生女子　　　　城東中
小学生男子　　　　城東ミニバス
小学生女子　　　　犬山ミニバス

第63号⑦

グラウンド・ゴルフ
　　　犬山A・B・C　県大会出場
軟式野球　　　 2 回戦敗退
壮年サッカー　 1 回戦敗退
年齢別テニス　決勝トーナメント 1 回戦敗退

弓道　男子　　敗退
　　　女子　　A　敗退　B　 3 位県大会出場
卓球　　　　　決勝トーナメント 1 回戦敗退
ソフトバレー（トリム）
　　　　　　　優勝　県大会出場　　

　8月24日〜9月22日に西尾張地区大会が開催されました。犬山市からも選抜チームが参加。
ソフトバレー、グラウンド・ゴルフ、弓道女子Bが県大会出場を決めました。惜しくも敗退
した団体も今後の活躍を期待しています。

愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル　2019　西尾張地区大会

▲弓道女子Bチーム

会長杯ソフトテニス大会
日時　12月 1 日㊐ 9：00〜
　　　予備日12月15日㊐
場所　山の田公園テニス場
対象　犬山ソフトテニス連盟登録者・

ソフトテニス愛好家（中学生以
上）

費用　無料
申込　11月24日 ㊐ ま で に、 住 所・ 氏

名・電話番号を明記し、市体育
協会事務局か連盟登録者に直接
申込み

犬山市U-13ソフトテニス大会
日時　12月25日㊌男子の部
　　　12月26日㊍女子の部
　　　 9：00集合
場所　山の田公園テニス場
対象　市内13歳以下でソフトテニス経

験者（保護者同意の下、必ずペ
アで参加）。犬山近隣（丹羽郡・
江南市・岩倉市）の学校・クラ
ブチームより推薦のあった13歳
以下の人（ 1 チーム 3 ペア以内
とする）

内容　 3 〜 4 ペアによる予選リーグ、
予選上位ペアによる決勝トーナ
メント

申込　市内の人は12月13日㊎までに電
話にて,犬山近隣の学校・クラブ
チームは12月 6 日㊎までに申込
用紙を送付する

申込先
　　　犬山市小中学生ソフトテニス　

育成会庶務　浅井
　　　（℡67-0046　羽黒小学校内）

●水泳
8 月25日　城東中プール

200M個人メドレー
小学生男子/山崎颯太　女子/早戸彩乃
中学生男子/佐野太優　女子/加藤夢徠
一般（29歳以下）女子/渕上琴葉
50M自由形
小学生男子/山田創汰　女子/佐野凪彩
中学生男子/古瀬稔也　女子/小野木美和
一般（29歳以下）男子/佐野雄飛
一般（29歳以下）女子/渕上琴葉
一般（40歳代）男子/大橋友和
50M平泳ぎ
小学生男子/渕上寛太　女子/松井瞭
中学生男子/永柄楓生　女子/渕上華
一般（29歳以下）男子/深町碧音
一般（30歳代）男子/芝田雅司
一般（40歳代）男子/平陽呂志
一般（50歳代）男子/井川靖
50M背泳ぎ
小学生男子/高木大夢　女子/梅村柚衣
中学生男子/横山仁平　女子/山崎和泉
一般（29歳以下）男子/永柄晃生
50Mバタフライ
小学生男子/岩田悠利　女子/市川茉優
中学生男子/石畑佑樹　女子/高木愛
一般（29歳以下）男子/奥村健太
200Mメドレーリレー
小学生男子/犬山水泳塾　女子/犬山水泳塾
中学生男子/城東中A　女子/犬山水泳塾
100M自由形
小学生男子/田尻琉生　　女子/佐野凪彩
中学生男子/古瀬稔也　　女子/加藤夢徠
一般（29歳以下）男子/佐野雄飛
一般（40歳代）男子/大橋友和
100M平泳ぎ
中学生男子/佐野太優　女子/渕上華
100M背泳ぎ
小学生男子/岩田悠利　女子/松元千紗
中学生男子/大海瞬己　女子/酒井莉里花
一般（29歳以下）男子/永柄晃生
100Mバタフライ
小学生男子/山田創汰
中学生男子/松元翔　　女子/高木愛
200Mフリーリレー
小学生男子/犬山水泳塾　女子/犬山水泳塾
中学生男子/城東中A　女子/犬山水泳塾
一般男子/ムラテック

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

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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災害に関する協定を締結
　10月 9 日、市は株式会社義津屋、犬山しろひがし商業
協同組合と「災害時における物資供給の協力及び帰宅困
難者支援に関する協定」を締結しました。この協定は、
両者が犬山駅前という立地にあることを生かし、帰宅困
難者への一時的な休憩場所などを提供することや、応急
生活物資を提供することを目的としています。山田市長
は「最近は台風による被害のおそれが多く官民連携のこ
うした協定を結んでいただけることは非常に心強く感じ
ます」と感謝を述べました。

子ども未来園運動会
　10月16日、市内の全子ども未来園で運動会が行われま
した。本来は同月12日に開催する予定でしたが台風19号
の影響により延期されました。
　平日開催の中、城東第 2 子ども未来園には多くの父
母・祖父母らが訪れ、園児たちは元気よくはだしで芝生
の園庭をかけっこをしたり、遊戯を披露したりしました。
年長児は竹馬の競技があり、観客が見守る中、練習の成
果を出し切っていました。

わん丸君のお誕生日会
　秋晴れの10月 6 日、犬山城の下の城前広場で市公式
キャラクターわん丸君のお誕生日会が開かれ、約300人
が集まりました。金色の特別仕様の衣装で登場したわん
丸君。メッセージが書かれた横断幕や特製ケーキに大喜
びし明治村「明治偉人隊」の 5 人やモンキーパークのモ
ンパ君らとわん丸君音頭などを披露しました。ジャンケ
ン大会では、チョキが出せないわん丸君が明治偉人隊に
助けてもらう場面も。参加者には犬山城の招待券が配ら
れ、皆で犬山城へ上りました。

鵜の彫刻の寄贈
　 8 月の「第48回彫刻村in犬山」内で制作された鵜の彫
刻が、10月11日、市に寄贈されました。この木彫は作者
である太田和徳さん（岐阜県本巣市）が、高さ約150㎝、
直径約50㎝の杉の丸太を削り出したチェーンソーアート
で、 2 羽の鵜が羽を休める「ひとやすみ」というタイト
ルがついています。
　この彫刻を木曽川うかいのPRにつながるよう活用し、
木曽川うかいシーズンには乗船場など多くの観光客らの
目にふれる場所に展示していく予定です。
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■市立図書館公式
　フェイスブックページ

カティーの

独言
ひ と り ご と

15
図書館
だより

開館時間
　10：00〜18：00
問合
　市立図書館
　（℡62-6300）

一般書
『ポルトガル　奇跡の風景をめぐる旅』

安森智子
『もう少し浄瑠璃を読もう』 橋本治
『目加田誠「北平日記」』 目加田誠
『事実vs本能　目を背けたいファクト
　にも理由がある』 橘玲
『灼熱』 秋吉理香子
『スワロウテイルの消失点』 川瀬七緒
『チンギス紀　 5 　絶影』 北方謙三
『明日死んだ男』 赤川次郎
『愛と追憶の泥濘』 坂井希久子
『本当にやさしく学びたい人の！
　絵解きネットワーク超入門』

増田若奈
『越境』 東山彰良

児童書
【小学校低学年】
『レストランのおばけずかん
だんだんめん』
『キャベたまたんてい
じごくツアーへごしょうたい』
【小学校中・高学年】
『知っておきたい！人体のしくみ』
『思いはいのり、言葉はつばさ』
『「お手伝いしましょうか？」
うれしかった、そのひとこと』

児童書（絵本）
『わたしはいつも』
『うちに帰りたくないときに読む本』

新着本の紹介（一部）㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

ひと喰い介護
安田依央著

妻に先立たれた孤独な老
人・武田は、悪徳老人介護
施設の罠

わ な

にはまってしま
う。判断力が、体力が、財
産が奪われていきー。現代
社会の闇に焦点を当てたリ
アルサスペンス小説。『青
春と読書』連載を改題し、
加筆修正して単行本化。

男子が10代のうちに
考えておきたいこと
田中俊之著

高校生にとって、進学は定
年退職までの人生を決めて
しまうような重大な選択。
「男」という性別が、男子
の生き方にどのような影響
を与えるのかを解説し、男
子に自分が進む道につい
て”落ち着いて“考える機
会を提供する。

ホテルイカ
林木林作

新しくオープンしたイカの
ホテル、ホテルイカ。
「わ〜お、イカしたホテル
じゃなイカ」イカのお客さ
んたちは大喜び。ところが
そこへ、タコデビルがおそ
いかかってきて…！？イカ
がいっぱい、ダジャレが満
載の愉快な絵本。

■「キャリアサポート」コーナーを利用してみませんか。
　このコーナーには未就職や就学中の皆さんが、これか
らの自分の進路を考えたとき将来なりたい職業に就くた
めの参考として読んでほしい職業別図書『なるにはブッ
クス』や、資格を取得するための図書の紹介のほか、愛
知県の労働・就業に関するサービスの拠点となっている
愛知県産業労働センター（ウインクあいち：名古屋市中
村区）から発信された労働、就業に関する最新情報が掲
載された情報誌、スキルアップのための各種講座の案内
など、「働くことを考える」うえで役立つ情報がたくさ
んそろっています。
　ハローワークや広告などでも求人情報は集められます
が、今後の自分の
働き方やキャリア
アップ、就きたい
職業に対しての適
性を考えたいすべ
ての人に、有効に
活 用 し て ほ し い
コーナーです。

図書館まめ知識
●読書会藍の会の一冊
「赤蛙」　島木健作
　湯治で修善寺温泉に身を寄せた主人公。秋の日の午後散歩
中一休みと石に腰を下ろし周囲を眺めると、桂川の中洲で動
く赤蛙が目にとまる。蛙は向こう岸に渡ろうと水の中に飛び
込み泳ぐことを繰り返すが、その都度急流に遮られ、最後に
は姿が波間に没してしまう。この蛙の執念の原動力・表情に
主人公（著者）自身の生き方を重ね合わせ思いをはせるとい
う作品。42歳で病死した著者の遺稿として発表された。

※10月15日号に掲載した書評は、『スティル・ライフ』所収の
中編「ヤー・チャイカ」についてのものです。

12月のイベント（場所：図書館本館）

4 日㊌ ひよこちゃん　ちょっと早めのクリスマス
おはなし会「星とたんぽぽ」 11：00〜

7 日㊏ 「けるるんくっく」紙芝居 11：00〜

14日㊏ おはなし会「ももたろう」 11：00〜

図書館工作教室くるくるまわるよ
「しかけカード」を作ろう 13：30〜

15日㊐ 子ども俳句教室 13：30〜

DVD上映会「ボブという名の猫」 14：00〜

　こんにちは。2019年も残りわずか
となり、もう少しするとクリスマス
とお正月シーズンがやってきます。
今回のテーマはドイツのワインにつ
いてです。冬の特にクリスマスの時
期にしか飲まないワインについてお
話しします。ワインはもちろん一年
中飲めるものですが、今日はドイツ
の冬のクリスマスマーケットで飲む
特別な種類を二つ紹介します。
　日本でも知られている「ホットワ
イン」（ドイツ語では「Glühwein」（グ
リューワイン）直訳『灼

し ゃ く

熱
ね つ

のワイン』）
は主にクリスマスマーケットだけで
飲むものですが、家で作る人も少な
くありません。家でも作れますが、
寒い夜にクリスマスマーケットに行
き、マーケットのさまざまないい匂
いと、屋台のキラキラの飾りや全体
的な雰囲気を味わいながらGlühwein
を飲むのはおすすめです。Glühwein

は赤ワインにシナモンや生
しょう

姜
が

、アニ
スの実、カルダモン、ナツメグ、サ
フランなどの香味料と砂糖を加え、
80度まで温めます。80度以上になる
とワインに入っているアルコールが
蒸発し、香味料の味も変わりますの
で、注意しないといけません。白ワ
インでも作れますがドイツでは赤の
方が多いです。クリスマスマーケッ
トでGlühweinなどの飲み物を買う時
は「飲み物代＋コップデポジット代」
を払い、コップを持ち帰ることもで
きます。コップにはクリスマスマー
ケットの名前、年とマーケットの絵
柄が書かれているので、お土産とし
て持って帰る人も多いです。コップ
がいらないときは、屋台に返せば、
デポジット代も返してもらえます。
　そしてもう一つの人気の飲み物は
「Feuerzangenbowle」（フォイヤー
ツァンゲンボウレ、直訳『火箸ポン
チ』）です。Glühweinと同じように
Feuerzangenbowleのベースはさま
ざまな香味料を加えた温かい赤ワイ
ンです。しかしフルーツジュースな
どの別の飲みものを入れることも可
能です。マグカップにポンチ（赤ワ
インと香味料を加え温めたもの）を
注ぎます。そして名前にも入ってい
る「Feuerzange」（火箸）をマグカッ
プの上にかけ、そこにラム酒に浸し

た円すい形の砂糖を置き、砂糖に火
をつけます。砂糖がきれいな青紫色
で燃えながら溶けて、下にあるポン
チにぽたぽた滴り落ちます。多くの
クリスマスマーケットの屋台では一
個一個のマグカップで作らず、屋台
の中にある大きいポンチの鍋に定期
的にとても大きい円すい形の砂糖を
置いて、火をつけます。その様子は
とてもきれいです。
　GlühweinでもFeuerzangenbowle
でもアルコール度はあまり高くない
ですが、甘くて香味料の味もありま
すので、口あたりが良く、思った以
上に早く酔いがまわります。早く酔っ
ぱらうのを防ぎ、クリスマスマーケッ
トを長い時間楽しむために、売って
いる食べ物も一緒に試してみてくだ
さいね。

▲ 「Feuerzangenbowle」（火箸ポンチ）
　ラム酒に浸した砂糖が燃えている状態

■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右の二次元コードを
　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

診療時間／ 9：30〜11：30

※年間当番表
　市HP https://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

11月17日㊐ 石原歯科医院 （羽黒） 67-0909

11月23日㊗ 植月歯科クリニック （扶桑） 0587-93-8180

11月24日㊐ 河合歯科医院 （犬山） 61-1409

12月 1 日㊐ 河田歯科医院 （犬山） 61-0428

■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「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。
○あいち救急医療ガイド 　https://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

11月17日㊐ 吉田内科クリニック （犬山）
竹内皮膚科クリニック （犬山）

62-9222
62-7511

11月23日㊗ 宮崎整形外科・外科・内科 （羽黒）
たくや整形外科 （楽田）

68-0461
69-1800

11月24日㊐ みどり診療所 （羽黒）
あいちせぼね病院 （犬山）

67-3311
20-9100

12月 1 日㊐ 木村内科 （羽黒）
松村クリニック （犬山）

67-0008
61-1488

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表
　市HP https://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。

GlühweinとFeuerzangenbowle
～クリスマスマーケットで大人気のお酒～
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の色はクリーム色からこげ茶色まで
さまざまですのでご注意ください。
テナガザルと言えば、やはりその長
い腕に目がいきます。彼らは長い腕
で、枝から枝へとぶら下がりながら
移動します。これは「腕わたり」と
呼ばれ、指をフックのように枝に掛
けていくことで、宙を飛ぶように颯

さっ

爽
そう

と移動することができます。また
「デュエット」と呼ばれる、オスと
メスで歌い合う行動により、縄張り
を主張したり夫婦の絆を深めたりも
します。歌は種によって異なり、シ
ロテテナガザルは澄んだ高い声で
「フワッ、ホーウ」と、夫婦で違う
リズムを歌います。百聞は一見（一
聴）に如

し

かず、ですので、ぜひ彼ら
に会いに来てください。
　さて非公開の施設であるバック
ヤードにも「イレブン」という名前
のシロテテナガザルがいます。彼は
2010年に屋内のケージのなかで生ま
れ、以来一度も外に出たことがあり
ません。理由はスペースがないこと

と、鼠
そ

径
けい

ヘルニアを患っているため
です。彼の体に配慮しつつ、彼が風
を感じながら腕わたりをしたり、誰
かと声高らかに歌い合えたりする施
設をつくりたいと、スタッフ一同強
く思っていますが、私たちにはそれ
を叶えるお金がありません。そこで
現在クラウドファンディングという
方法で支援を募り、夢の実現を目指
しています。もし関心を持っていた
だけましたら、モンキーセンターの
Webサイトをのぞいていただける
とうれしいです。

　シロテテナガザルは、その名のと
おり手足の甲の毛が白いのが特徴で
す。「シロ」テナガザルと読みたく
なってしまうかもしれませんが、体

11犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

　各学校（園）の給食では、子ども
たちが伝統的な和食文化の良さに触
れられるよう、和食の献立を多く提
供するよう心がけています。
　大きな釜でたくさんの量を煮炊き
し、煮干し・むろあじなどから丁寧
にとった天然だしに、さまざまな食
材のおいしさも合わさることで、う
す味ながらもうま味たっぷりの給食
ができ上がります。うす味に慣れる
ことで、大人になってからも自然と
健康的な食生活を送る一助となるよ
う願っています。
　給食室から漂ういい香りも、五感
を刺激し、おいしく食べられる味付
けの一つとなっています。

おいしいだしで和食大好き♪

　ユネスコの無形文化遺産に『和食』が登録され、
自然を大切に思う日本人の食への習わしを含めた和
食文化の良さが継承されるように、11月24日が「和
食の日」となりました。各学校（園）の給食におい
ても、11月にだしを味わう和食献立が多く登場します。

11月24日は「和食の日」
いい にほんしょく

　主食でご飯を提供する日を週 4 回ほどとし、子どもたち
が自然に和食を味わえる機会を増やしています。
　行事とあわせた献立、季節の食べ物や地域に伝わる味、箸をうまく使うこと、
みんなで楽しく味わうこと、「いただきます」「ごちそうさま」の感謝のあいさ
つも和食文化の良さです。大切にしていきたいですね。

（保護者からの声）

＊昔から日本で食べられてきたこれらの食材を
　そろえると、自然に栄養バランスが整います。

ま（豆）
ご（ごまなどの種実類）
わ（わかめなど海草類）
や（野菜）
さ（魚）
し（しいたけなどきのこ類）
い（芋類）

「ま・ご・わ・や・さ・し・い」でバランスよい食生活を

たくさんの食材を使っ
てだしをとるなど手間
をかけた給食を作って
くれてありがたい。

「給食で食べた〇〇を
食べたい」とせがまれ
ます。家庭でも給食を
参考にしています。

家庭では食べない苦手
な野菜や魚も、給食で
は食べられうれしい。

白いのは「手」なんです！
シロテテナガザル

（公財）日本モンキーセンター
飼育員　藤森唯


