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大型連休中の行政サービス／平成31年度予算の概要

東児童センターさんにぃれ　おはなしのじかん
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4 /28㊐　 9：00〜12：00

●日曜市役所
住民票の写し・戸籍・印鑑登録証
明書の発行、印鑑登録
※28日は、マイナンバーカードの
手続きは、システム点検のため行
いません。
問合　市民課（℡44-0303）
●休日納税相談
納税相談（要事前予約）、市税等
の納付、納税証明書の発行
申込・問合　収納課（℡44-0316）
※日曜市役所と休日納税相談は、
毎月第 2・第 4㊐ 9：00〜12：00に
行っています。

5 / 1 ㊗　 9：00〜17：00

●婚姻届臨時受付窓口
　市役所 1階市民課で婚姻届を受
け付けます。特別に、記念撮影場
所を設置します。お手持ちのカメ
ラ等で撮影できます。
問合　市民課（℡44-0303）

5 / 5 ㊗　 9：00〜12：00

●臨時日曜市役所
住民票の写し・戸籍・印鑑登録証
明書の発行、印鑑登録
問合　市民課（℡44-0303）

●市役所・出張所業務、保健センター、市民健康館（健
康推進事業）は　 4月27日㊏〜 5月 6日㊡が休みです。
出生・婚姻・死亡など戸籍に関する届け出は、市役所
日直室（正面玄関右手通用口）へ（℡61-1800）
●市公共駐車場は期間を通して利用できます。

市税等納期限について
　通常 4月末の納期限は、 5 / 7
㊋となります。
科目　固定資産税・都市計画税 1

期・全期、介護保険料 1期
問合　収納課（℡44-0316）

ごみの収集・処理、
し尿の汲み取りについて
●ごみ収集
　各集積場からのごみの収集は通
常通りです。
●都市美化センターへの直接搬入
　 4 /27㊏　 8：30〜11：30受け付け
●エコステーション
　わん丸エコステーション
　 4 /27㊏　 8：30〜11：30開設
　市役所西庁舎エコステーション
　 4 /28㊐　 9：00〜12：00開設
●粗大ごみの収集
　�連休中に粗大ごみの収集を希望
する人は 4 /19㊎までに、
　�連休明けの収集を希望する人
は、 4 /26㊎までに、電話で、
粗大ごみ受付センター（℡
0120-484-530　 9：00〜17：00、
4 /27㊏〜 5 / 6 ㊡休み）へ

●し尿汲み取り
　�5 / 2 ㊡のみ実施
　�（ 4 /26㊎17：00までに犬山衛生
管理組合℡54-2397へ）

問合　環境課（℡44-0344）

保育園・児童クラブ
の利用について
　 4 /27㊏は通常通り、 4 /28㊐以
降は休日保育等を実施します。
※利用対象者へは、すでに案内済
みです。
問合　子ども未来課（℡44-0324）

水道の手続きについて
　連休期間中の水道の使用開始や
中止については、 4 /26㊎までに
連絡してください。
問合　水道お客様センター
　　　（℡61-8711）
●その他の水道緊急時
（休日・夜間の連絡先）
問合　白山浄水場（℡61-1260）
　
犬山城など開館（場）時間を
延長
　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）および旧
磯部家住宅（磯部邸）の開館（場）
時間を延長します。
日程　 4 /27㊏〜 5 / 6 ㊡
※開館（場）時間を18：00まで延長
（入館は17：30まで）
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

連休中の診療案内
〇救急医療情報センター
　℡81-1133
　�24時間体制で医療機関の案内を
しています。
〇あいち医療情報ネット
　http://iryojoho.pref.aichi.jp/
　�トップページの「お知らせ」欄
に掲載されます。
〇あいち救急医療ガイド
　http://www.qq.pref.aichi.jp/
　�緊急時に受診可能な医療機関を
検索できます。（ 5か国語対応）
※受診前に必ず医療機関へ問い合
わせてください。

大型連休中の
行政サービスについて
市内施設の開館日（　　は休み　　は通常どおり開館です）

施　　　設　　　名 問　　合
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市民健康館
さら・さくら

さら・さくらの湯 ℡63-3810
7日は
休館つどいの広場 ℡63-3817 休 休 休 休 休 休 休 休 休

会議室等 ℡63-3801

東児童センターさんにぃれ
犬山市子育て支援センター ℡66-5700 12:00

まで 休 休 休 休 休 休 休 休 7日は
休館

橋爪子育て支援センター 子ども未来課
（℡44-0322）※

休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

児童センター（館） 休 休 休 休 休 休 休 休 休

福祉会館 ℡61-4611

身体障害者活動センター「ふれんど」 福祉課
（℡44-0321）※ 休 休 休 休 休 休 休 休 休

老人憩の家・老人福祉センター・
南部高齢者活動センター

長寿社会課
（℡44-0325）※ 休 休

しみんてい ℡61-7710

余遊亭 ℡61-6660 休

小弓の庄 ℡68-3767 休 休

楽田ふれあいセンター ℡69-2722

今井ふれあいセンター ℡62-3940 休 休

犬山西ふれあいセンター ℡61-2335 休 休

市民文化会館・南部公民館 ℡67-2411
7日は
休館市立図書館 ℡62-6300

楽田ふれあい図書館 ℡69-2662 休 休 休 休 休 休

公民館(塔野地・犬山西・善師野)

文化スポーツ課
（℡44-0353）※

各地区学習等供用施設（犬山南・城東・
羽黒・楽田・上野・丸山） 休 休

勤労青少年ホーム

武道館・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）・木曽川犬山緑地(野球場、多目的グ
ラウンド・テニスコート)・内田多目的
広場テニスコート

エナジーサポートアリーナ（市体育館）・
多目的スポーツ広場 ℡67-8080

フィットネスフロイデ ℡61-7272

犬山国際観光センターフロイデ ℡61-1000

青塚古墳ガイダンス施設 ℡68-2272

犬山里山学センター ℡65-2121 7日は
休館

分庁舎（貸会議室） ℡65-1173 休

都市美化センター
わん丸エコステーション ℡61-3392 11:30

まで 休 休 休 休 休 休 休 休 休

コミュニティバスの運行 地域安全課
（℡44-0347）※ 休 休 運賃無料 休 休

※連休中の問い合わせは、市役所日直室（℡61-1800）へ。

休

休日診療について

連休前にかかりつけ医へ相談を
　慢性の持病のある人や体調に不安のある人は、休みに入る前に医療機
関への受診、連休中の対応についてかかりつけ医に相談してください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

犬山市休日急病診療所（内科・外科）
休日（昼間）診療　℡62-8100
連休中は 4 /28㊐から 5 / 6 ㊡まで毎日開設
受付時間　 8：30〜11：30（診療は 9：00〜）
　　　　　13：30〜16：15（診療は14：00〜）
※休日歯科診療と、休日（夜間）診療は、25ページを見てください。
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平成31年度予算の概要

会計別予算
　一般会計は257億896万円で、前年度と比較して
6.6％、15億8,853万円増加しました。
　特別会計と企業会計を合わせた全会計の総額は
448億1,153万円で、前年度から5.7％、24億2,530
万円増加し、過去最大となりました。
　また4月1日から下水道事業は地方公営企業法の
一部を適用し、特別会計から公営企業会計に移行
しました。

一般会計歳入
　歳入全体の45.2％を占める市税は116億2,196万
円で、前年度と比較して1億3,186万円増加しまし
た。
　また、ふるさと納税（ふるさと犬山応援寄附金）
が記念品の充実などにより増加しており、今年度
は広告宣伝の拡大など、さらなる寄附獲得のため
の取り組みを行うことで、前年度を上回る8億
5,000万円の収入を見込んでいます。

一般会計歳出
　高齢者や障害者福祉、子育てや医療などの民生
費が歳出全体の35.7％と、一番大きな割合を占め
ています。次に大きな総務費は、防災や市役所に
係る経費のほか、ふるさと納税関連経費を含んで
おり、前年度から3億2,847万円増加しました。そ
のほか、広域ごみ処理施設建設準備などにより衛
生費が3億437万円、犬山国際観光センターフロイ
デのリニューアルやキャッスルパーキング内の観
光案内所整備などにより、商工費が3億3,026万円
増加しました。

会計別予算
一般会計 257億896万円

特別
会計

国民健康保険特別会計 71億1,091万円
犬山城費特別会計 2億6,310万円
木曽川うかい事業費特別会計 7,160万円
介護保険特別会計 55億6,019万円
後期高齢者医療特別会計 12億233万円

小　　計 142億814万円

企業
会計

水道事業会計 17億9,533万円
下水道事業会計 30億9,910万円

小　　計 48億9,443万円
合　　計 448億1,153万円

一般会計歳入

自主
財源

市税 116億2,196万円 45.2％
繰入金 16億5,234万円 6.4％
寄附金 8億5,331万円 3.3％
諸収入 8億4,208万円 3.3％
繰越金 7億円 2.7％
使用料及び手数料 5億5,359万円 2.2％
分担金及び負担金 2億7,033万円 1.1％
財産収入 2,989万円 0.1％

小　　計 165億2,348万円 64.3％

依存
財源

国・県支出金 41億8,374万円 16.3％
地方譲与税等 18億8,044万円 7.3％
市債 18億3,592万円 7.1％
地方交付税 12億8,538万円 5.0％

小　　計 91億8,548万円 35.7％
合　　計 257億896万円 100.0％

一般会計歳出
福祉と医療� （民生費） 91億7,837万円 35.7％
防災と市民サービス�（総務費） 34億4,321万円 13.4％
教育と文化� （教育費） 34億2,603万円 13.3％
健康と環境� （衛生費） 24億9,848万円 9.7％
都市の整備� （土木費） 24億1,519万円 9.4％
借金の返済� （公債費） 20億8,514万円 8.1％
産業と観光� （商工費） 10億7,390万円 4.2％
消防と救急� （消防費） 9億1,729万円 3.6％
農業と林業� （農林業費） 3億453万円 1.2％
議会の活動� （議会費） 2億5,881万円 1.0％
非常時の対応
（災害復旧費、予備費など） 1億800万円 0.4％

合　　計 257億896万円 100.0％

　 2月定例市議会で平成31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。
　なお平成31年度予算は平成30年度と同様にその成立と同日に補正を行いましたので、補正後の予算についてお
知らせします。

（注）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。

平成31年度の主な事業

　来年 3月に機能停止となる福祉会館の機能の一部を
移し、さまざまな用途で使えるようにするため、犬山
国際観光センターフロイデの 1階フロアのレイアウト
変更や貸会議室の増設工事を行います。
　同時に、老朽化した空調設備の更新や照明のLED化、
フロイデホールの舞台機構設備の改修を行います。
※犬山国際観光セ
ンターフロイデは
今年10月から来年
3月まで、上記改
修工事のため休館
する予定です。

犬山国際観光センターフロイデを
リニューアル 2億8,174万円

　「新たな都市拠点及び
交流エリア基本構想」で
位置づけた「道の駅エリ
ア」について、官民連携
を前提とした基本計画を
策定します。
　また今後 4年程度での
着工を目指し、来年度以
降は事業者選定、用地交
渉（買収）、設計、整備
工事などを計画的に進め
ていく予定です。

道の駅エリアの基本計画を策定 998万円

　犬山市、江南市、大口町、扶桑町の 2市 2町で広域
ごみ処理施設を建設します。
　 6年後の稼働に向け、今年度は用地取得、施設の基
本設計などを行います。

広域ごみ処理施設の建設準備 1億5,504万円

　一般不妊治療費の助成の範囲を広げ、助
成上限額も増額します。
■変更内容
治�療の範囲：�人工授精のみ→人工授精の前

段階で行われるホルモン療法
などの保険診療分を追加

助�成上限額：45,000円→50,000円
　（ 1年度あたり・通算 2年間）

※対象者の年齢や所得の制限があります。
問合　保健センター（℡61-1176）

不妊治療費助成を拡充
 200万円

　前年度の新校舎建設に続き、今年度は既
設北舎の解体と新体育館の建設を行います。
　また楽田ふれあい図書館の再編、児童ク
ラブの学校敷地内への移設、避難所施設の
機能向上など、施設の複合化・多機能化を
あわせて進めます。
■スケジュール
今年度：既設北舎解体、跡地に新体育館を

建設
来年度以降：既設南舎の改修、プール改修

工事、旧体育館の解体

楽田小学校体育館を整備
7億9,465万円

▲完成イメージ

　前年度に策定した読解力向上プログラム
に基づき、さまざまな取り組みを進めます。
　また読解力を客観的に判断するために、
読解力診断テストを中学1年生全員に実施
します。

小・中学生の読解力
向上プログラム 899万円

犬山市の財政

市ホームページで詳しく公開中
当初予算書、予算説明書、わかりやすい予算書など

問合　経営改善課（℡44-0313）

新ごみ処理
施設建設地
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催 し

募 集
堀部邸春の特別展
「犬山百花繚

りょう

乱
ら ん

」
第 1 回中野耕司写真展
　四季折々の犬山の風景を切り取
る写真展を開催します。
日時　 4月20日㊏〜 5月12日㊐
　　　10：00〜16：00（ 4 月22日㊊・
　　　23日㊋・30日㊡、5月 1日㊗・
　　　 7日㊋・8日㊌休館）
場所　木之下城伝承館・堀部邸主

屋（入館無料）
●写真家による展示写真解説
日時　 4月28日㊐、 5月 5日㊗・

12日㊐11：00〜
予約　不要
問合　木之下城伝承館・堀部邸
　　　（℡90-3744）

パンDEフェス
inチンパンジー
フェスティバル

　チン「パン」ジーフェスティバ
ルにちなみ、犬山周辺のパン屋さ
ん大集合！集まれ「パン」好き！
日時　 5月11日㊏・12日㊐
　　　11：00〜15：00
※雨天中止、売り切れ次第終了
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）

※パン代は別途
問合　日本モンキーセンター
　　　（℡61-2327）
※チンパンジーフェスティバルは
4月27日㊏から 5月31日㊎まで。

平和について学ぼう
親子記者事業

　犬山市をはじめ、全国341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
む人等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　市内在住の小学 4〜 6年生

1人とその保護者 1人
費用　①犬山駅から長崎市までの

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）
　　　①②③を主催者が負担
申込・問合　 5月 7日㊋（必着）

までにEメールで日本非核
宣言自治体協議会事務局　
（info＠nucfreejapan.
com　℡095-844-9923）へ

※詳しい応募方法は、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。

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20日予定）

※ 4 〜 5月および 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13年 4 月 2
日から平成16年 4 月 1 日までに生
まれた人
※一般とは、平成13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確認し
てください
●第14回愛知県市町村対抗駅伝競
走大会
日付　12月 7 日㊏
場所　愛・地球博記念公園
　　　（長久手市）

手話奉仕員養成講座
～手話を学ぼう手話で話そう～
日時　 5月11日㊏〜平成32年 2 月

29日㊏の毎週㊏（全40回）
13：30〜15：30

場所　市役所 2階205会議室
講師　尾北地区聴覚障害者福祉協

会会員
対象　犬山市・江南市・岩倉市・

大口町・扶桑町在住・在勤
で初めて手話を学ぶ人

定員　先着25人
費用　3,240円（テキスト代）
申込・問合　 5月 7日㊋までに福

祉課（℡44-0321　Fax44-03
　　　64）へ

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
募集枠数　掲載号による
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、申込書を提出し、犬山市広告掲載審査委員会において
広告掲載について決定されたものを優先します。広告掲載が適当と認められるものが募
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25日㊍ 6月 5日㊌ 6月12日㊌ 2

10月15日号〜平成32年 1 月 1 日号 7月25日㊍ 9月 2日㊊ 9月 9日㊊ 2

平成32年 1 月15日号〜 4月 1日号 10月31日㊍ 11月27日㊌ 12月 4 日㊌ 3

随時申込

7月15日号

1号

4月25日㊍ 6月 5日㊌ 6月12日㊌ 3

8 月 1 日号 4月25日㊍ 6月20日㊍ 6月27日㊍ 2

8 月15日号 5月30日㊍ 7月 4日㊍ 7月11日㊍ 3

9 月 1 日号 5月30日㊍ 7月18日㊍ 7月25日㊍ 2

9 月15日号 6月27日㊍ 8月 6日㊋ 8月13日㊋ 3

10月 1 日号 6月27日㊍ 8月20日㊋ 8月27日㊋ 2

●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　 6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

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24日㊊ 6月28日㊎

10月 1 日〜12月31日 8 月30日㊎ 9月24日㊋ 9月30日㊊

平成32年 1 月 1 日〜 3月31日 11月29日㊎ 12月24日㊋ 12月27日㊎

随時申込

6月 1日〜30日

1 か月

4月26日㊎ 5月21日㊋ 5月31日㊎

7月 1日〜31日 5 月31日㊎ 6月25日㊋ 6月28日㊎

8月 1日〜31日 6 月28日㊎ 7月23日㊋ 7月31日㊌

9月 1日〜30日 7 月26日㊎ 8月20日㊋ 8月30日㊎

10月 1 日〜31日 8 月30日㊎ 9月24日㊋ 9月30日㊊

11月 1 日〜30日 9 月27日㊎ 10月23日㊌ 10月31日㊍

【共通】
申込・問合　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
※詳しくは、市ホームページ「犬山市広告募集」を見てください。

チンパンジーに関するクイズ大会
や体験イベントを開催します。
※詳しくはhttp://www.j-monkey.
jp/を見てください。

※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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生 活

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
だ

円
えん

形 葉が対生

さら・さくら会
アレンジフラワー
講座

日時　 5月11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22日㊊〜26日㊎

に市民健康館（℡63-3800）
　　　へ

初心者向け
中高年男性料理入門

　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
という時に困らないようまずは調
理の基礎から学んでみませんか。

回 日程 　内容

1 5 月21日㊋
ご飯の炊き方、だし
汁のとり方等基本の
調理

2 5 月28日㊋ 買い物と購入した材
料の調理

3 6 月11日㊋ 和風献立の調理
4 6 月25日㊋ 中華風献立の調理
5 7 月 9 日㊋ 洋風献立の調理

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

講する人で特に調理をした
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600円程度
持物　健康手帳、筆記用具、エプ

ロン、手拭きタオル、三角
巾など頭を覆うもの

申込・問合　 4月22日㊊〜 5月14
日㊋に市民健康館（℡63-
3800）へ

　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。
●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）

※写真「九州地方環境事務所ホームペー
ジ」より

消費者トラブルに
気をつけて

退会するのに違約金！キャンペー
ン価格で入会したジム
　近所にスポーツジムがオープン
し、新規入会キャンペーンが行わ
れていたので、割引料金で申し込
みをした。ジムでマシンを使って
運動したところ、膝が痛くなって
しまった。自分には負荷が大きす
ぎると思い、退会を申し出ると
「キャンペーン価格で入会した場
合、半年間はやめられない。やめ
る場合は半年分の会費に相当する
違約金を支払わなければならな
い」と言われた。（60代女性）
アドバイス
　スポーツジム等、店舗で交わし
た契約は原則クーリング・オフで
きません。契約する際は、契約書
面や規約を必ず読み、施設の利用
方法や退会の手続き、解約時の料
金精算方法等を確認しましょう。
確認の際、分からないことはス
タッフに十分に説明してもらいま
しょう。特にキャンペーン等で入
会金無料や月会費の割引を行って
いる契約では、その条件として、
一定の期間解約ができなかった
り、中途解約すると違約金等を請
求されたりすることがあるので注
意しましょう。

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
※大型連休に伴い、上記無料相談
窓口が休みのときは、全国どこか

らでも 3桁の電話番号でつながる
消費者ホットライン「188（いや
や）」へかけてください。「国民生
活センター休日相談」につながり
ます。
●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）

「尾張都市計画丸山
地区計画」の都市計画
変更に伴う説明会

　市では、サンパーク犬山のある
保養施設地区で、日用品の販売を
主たる目的とする店舗が建築でき
るよう地区計画の変更を検討して
います。
　それに伴い、説明会を開催しま
す。
日時　 5月12日㊐10：00〜11：00
場所　市役所 2階205会議室
問合　都市計画課（℡44-0330）

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。

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

　新築に伴う設置は対象外になる
等交付要件がありますので、事前
に補助対象に該当するか問い合わ
せてください。
問合　環境課（℡44-0344）

リサイクル掲示板を
利用してください

　市民の皆さんが不要となった物
をリユースするため、リサイクル
掲示板を市役所1階市民プラザに
あるテレビの後方壁面に設置して
います。
　譲りたい物、譲ってほしい物を
備え付けの専用用紙に記入し、自
ら掲示して市民間の情報交換の場
として利用してください。
　なお利用に当たってはマナーを
守り、譲渡等は当事者間同士の責
任で行ってください。
問合　環境課（℡44-0344）

高規格救急自動車
を更新

　長年の使用により老朽化が進ん
でいた高規格救急自動車を更新
し、消防署南出張所に配備しまし
た。
　この車両には、救急現場で必要
となる自動体外式除細動器や気道
確保資器材などの高度救命処置用
資器材を積載しています。
購入金額　26,103,600円
問合　消防総務課（℡65-3121）

オオキンケイギクに
注意！

自衛官採用案内
採用種目 自衛隊一般曹候補生
応募資格 採用予定月現在、18歳以上33歳未満の人
試験期日 1 次試験　 5月25日㊏ 受付期間 5 月15日㊌まで（必着）
採用時期 平成32年 3 月下旬から 4月上旬

申込・問合 自衛隊愛知地方協力本部小牧地域事務所
（℡73-2190�http://www.mod.go.jp/pco/aichi/）
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骨髄・末梢血幹細胞
移植ドナーへの
助成事業

　今年度からは、ドナーだけでな
く、ドナーの勤務事業所への助成
も行っています。
内容　骨髄等の提供のために要し
た通院、入院に対する助成で、ド
ナーについては日額 2万円、ド
ナーの勤務事業所については日額
1万円、 7日を限度として助成
※助成を希望される場合は、まず
は下記まで、連絡してください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

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、街路灯の修繕や新設、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、な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）

大雨等による被害軽減施設を設置する人への補助制度
●雨水貯留浸透施設補助制度
　豪雨による河川の急激な増水、道路冠水被害の軽減を図るため、自己の住宅敷地内に雨水貯留浸透施設（雨水
タンク、雨水浸透桝

ます

、浄化槽転用施設のことをいいます）を設置する人に、設置に要した経費の一部を補助する
制度です。
補助の対象となる人
・市内に自らが居住する住宅を所有している人または取得予定のある人
・市税を滞納していない人
補助の対象施設
・雨水タンク　建物の雨どいに接続し雨水を貯

た

めるタンク
・雨水浸透桝　雨水配管に接続し敷地内に降った雨水を地下へ浸透させる桝
・浄化槽転用施設　下水道への接続等に伴って不要となる浄化槽に雨水を貯留しポンプで汲み上げ利用する施設
補助の金額
設置に要する材料費、工事費の 2分の 1の額
※各施設の補助金額には下記のとおり限度額があります。

種別 1 基当たりの限度額 備　　考

雨水タンク 25,000円 容量100リットル以上が対象、複数設置する場合の上限額は50,000円

雨水浸透桝 15,000円 複数設置する場合の上限額は50,000円

浄化槽転用施設 50,000円 浄化槽内部の汚泥汲み取り、清掃、不要部品の撤去等は対象経費に
含みません。

●浸水防止施設補助制度
　近年頻発している集中豪雨による家屋等への浸水被害の防止・軽減を図るため、新たに浸水防止施設（浸水防
止塀または浸水防止板のことをいいます）を設置する人に、設置に要した経費の一部を補助する制度です。
補助の対象となる人
・市内において自らが家屋を所有し、自らの負担により浸水防止施設の設置を行う人または法人
・市税を滞納していない人
補助の対象施設
・浸水防止塀　土盛またはブロック塀等で敷地への浸水を防止する施設
・浸水防止板　�①敷地または家屋の出入口に設置する板により浸水を防止するための施設（取り外しまたは移動

が可能なもの）
　　　　　　　②ブロック塀等および家屋の換気口等に浸水を防止するために設置する板
補助の金額
設置に要する材料費、工事費の 2分の 1の額
※上限額は、200,000円です。

●各補助制度について
・補助の対象とならないものがありますので、設置前に問い合わせてください。
　例　・特定都市河川浸水被害対策法の雨水浸透阻害行為許可のために設置される施設
　　　・民間事業者が住宅の売買を目的として所有する土地または建物に設置される施設
・設置前に市へ申請がない場合は、補助を受けることはできません。
・申請した年度の 3月20日までに設置完了の報告が必要です。

問合　土木管理課管理担当（℡44-0334）※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）は土木管理課まで連絡してください。
問合　土木管理課（℡44-0334）

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

・（ 9月下旬）中間報告
・（ 1月下旬）実績報告

※緊急時

フィットネスフロイデの休館予定
　犬山国際観光センターフロイデは、10月 1 日㊋〜平成32年 3 月31日㊋
（予定）は改修工事により休館します。
　フィットネスフロイデ（温水プール・トレーニングルーム・エアロビ
クススタジオ）は下記のとおり開館する予定です。
10月 1 日㊋〜31日㊍は休館
11月 1 日㊎から通常どおり開館予定
問合
フィットネスフロイデに関すること　文化スポーツ課（℡44-0352）
建物全般に関すること　観光交流課（℡44-0343）
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生 活

時間外受付

水道緊急時

多目的室 1
たたみを
フローリング化（������������������） 多目的室 3

（浴室を貸室に）

たたみ
コーナー だんらんコーナー

多目的室 2
たたみを
フローリング化（������������������）

犬山西老人憩の家が
犬山西ふれあいセンターに変わりました

　 4月 1日に、犬山西老人憩の家を60歳以上の方を対象とした施設から、
子どもから高齢者まで誰もが利用できる地域のまちづくり活動の拠点施
設「犬山西ふれあいセンター」に変更しました。
　施設の利用方法や改修内容は、市民の皆さんと約 2年間にわたり話し
合い、地域住民による運営を行うことや利便性を高めるための改修とし
て、たたみのフローリング化等を行うことを決めました。改修工事は10
月から約 4か月間行い、来年 2月の開館を予定しています。（工事期間中
は休館となります）。
　なお建物以外の場所（庭や駐車場）について、施設の設置目的以外の
利用も、一定の条件の範囲内で利用することができます。
所在地　上坂町二丁目213番地
利用時間　 9：00〜21：00
　　　　（12：00以降利用申請がない場合休館）
利用室名　多目的室 1、多目的室 2、多目的室 3（改修後）
※誰でも無料で利用できるスペースもあります。ただし予約、占有はで
きません。
休館日　月曜日、12月28日から翌年 1月 3日まで
利用申請　利用する日の 3か月前（市外の人は、 2か月前）の月の初日

から利用する日の前日までに施設で申請
使用料（改修後から適用）

施設名 部屋の概要
利用区分

9：00～
12：00　

12：00～
15：00　

15：00～
18：00　

18：00～
21：00　

多目的室 1 49.63㎡（改修により
フローリング化） 利用区分ごとに　　400円

多目的室 2 33.09㎡（改修により
フローリング化） 利用区分ごとに　　300円

多目的室 3 33.93㎡（現在は浴室の
ため、改修後に貸室化） 利用区分ごとに　　300円

※営利目的の利用は 3倍の使用料となる場合があります。
※地域やセンターの活性化が目的の利用は、使用料が減免となる場合が
あります。

問合　地域安全課（℡44-0347）

○犬山西ふれあいセンター

新副市長に江口俊也氏

　小澤正司前副市長の任期満了に
伴い、後任に 4月 1日付けで江口
俊也氏が就任しました。
　江口氏は昭和59年入庁。総務課
長、観光課長、都市計画建築課長
を経て平成28年 4 月より経営部
長。任期は平成35年 3 月31日まで。

市の人事異動
4 月 1 日付け
課長以上（　）は前職
部長級
経営部長（経営改善課長）

鈴木良元
消防長（消防次長兼消防総務課長）

大澤満
課長級
経営改善課長（企画広報課長）

松田昇平
企画広報課長（企画広報課長補佐）

井出修平
消防次長兼消防署長（消防署長）

水野明雄
消防総務課長（消防署副署長）

安藤和重
消防署副署長（予防課長補佐）

櫻井俊也
●退職
部長級
消防長　　　　　　　　石田雅夫
経営部長　　　　　　　江口俊也

江口俊也副市長

平成31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および市役所・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 7 日㊋ 1期・全期 1期

5月31日㊎ 全期 2期

7月 1日㊊ 1期・全期 1期 3期

7月31日㊌ 2期 2期 4期

9月 2日㊊ 2期 3期 5期 1期

9月30日㊊ 4期 6期 2期

10月31日㊍ 3期 5期 7期 3期

12月 2 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

3 月 2 日㊊ 4期 9期 11期 7 期

3 月31日㊋ 10期 12期 8 期

●早めにご相談を！！
　市税は、納税者の皆さんが納期
限までに自主的に納めることに
なっています。「うっかり忘れ」
などで、納期限を過ぎても納付が
ないときは、市から督促状を送付
します。
　納付した人との公平性を保つた
めに、納期限を過ぎると、税額の
ほかに延滞金も加算され、差し押
さえなどの滞納処分を受けること
になりますので、納期限内に納付
してください。
　なお病気や災害などやむを得な
い事情で納付が困難な場合は、早
めに収納課へ相談してください。
●納付は便利な口座振替を！！
　市税等の納付は、口座振替が便
利です。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

毎月第 1 ・第 3 火曜日
4 /16㊋、 5 / 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

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。
　振替開始は、金融機関で手続き
をされた日の翌月以降からとなり
ます。なお年度途中の全期前納申
し込みの場合は、翌年度からとな
ります。
問合　収納課（℡44-0316）

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）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）
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生 活 健 康公共施設使用料などの徴収・収納を委託

　市では、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�メイギガードサービス

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
に

波
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芥処理手数料 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生活支援セン
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

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

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

犬山西ふれあいセンターの使用料 犬山西地区コミュニティ推進協議会

問合　会計課（℡44-0308）

楽田出張所および消防団第 ５分団車庫の移転スケジュールについて
　現在、移転先となる楽田ふれあいセンター内の配置などについて、地元で、施設管理先でもある楽田コミュニ
ティ等との調整を進めています。今後、具体的な計画案がまとまり次第、改めてお知らせします。
問合　市民課（℡44-0303）、消防総務課（℡65-3121）

アラフィフ世代の
運動講座

　なかなか運動する習慣がない、
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（全 4回）
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せんか。
日時　① 5月22日㊌　②29日㊌
　　　③ 6月19日㊌　④26日㊌
　　　13：30〜15：00
場所　市民健康館
講師　健康運動指導士
対象　市内在住の40〜64歳
定員　20人
費用　1,000円
　　　（ 4回分を初回に集金）
持物　健康手帳、室内履き運動靴、

水分補給用飲み物
※動きやすい服装で参加
申込・問合　 4月22日㊊から市民

健康館（℡63-3800）へ

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28日㊋10：00〜11：30
場所　市民健康館
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。
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

※運動できる服装で来てください。
申込・問合　 5月 7日㊋から市民

健康館（℡63-3800）へ

犬山市訪問看護ステーション
　看護師が自宅に訪問してその人の病気や障がいに応じた看護を行いま
す。保健・医療・福祉等の関係機関と連携し、安心して在宅療養生活を
過ごせるお手伝いをしますので気軽に相談してください。
●訪問看護を活用するのは、こんなとき
　医療機器をつけたまま退院する場合、人工肛門や自己導尿等の管理に
不安がある場合、点滴や経管栄養が必要な場合、認知症の介護指導、小
児の要観察状態の看護、看

み

取
と

りを希望する場合等
●利用対象
　市内在住または市内医療機関の主治医に訪問看護が必要と認められた
場合は、年齢や状況に関わらずすべての人が対象です。
●利用料
　介護保険は限度内であれば 1 〜 3割負担、医療保険は原則 1 〜 3割負
担（病名・年齢等により自己負担が軽くなる制度があります）、交通費は
無料（市外は実費徴収）
●事業所の概要
所在地　五郎丸東 1丁目70
　　　　（国道41号線「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）
営業時間　 9：00〜17：00　※緊急時は24時間365日対応可能
問合　犬山市訪問看護ステーション（℡65-1511　㊏㊐㊗除く）

こころの悩み相談　精神科専門医による相談
　「最近眠れない日が続いている」「何もやる気がしない」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　 5月23日㊍13：30〜15：30（ 1 人30分程度）
場所　市民健康館　定員　先着 4人（要予約、初回優先）
医師　栗木メンタルクリニック　栗木隆司氏　費用　無料
申込・問合　 5月20日㊊までに市民健康館（℡63-3800）へ

５ 月の各種無料健康相談ガイド

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

22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

11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

※①〜③は要予約（電話相談可）、④⑤は当日直接市民健康館へ来てくだ
さい（相談は 1人15分程度）。
申込・問合　①②④⑤市民健康館（℡63-3800）
　　　　　　③保健センター（℡61-1176）
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子 育 て 高 齢 者 はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「歯の本数と長生きの関係」
　野生動物が歯を失うと、エサを
取る能力や咬

か

む能力が低下し、死
に直結する可能性もあります。一
方人間は、食べ物を食べやすくす
る工夫や、義歯など歯科治療で補
う事ができるため、歯を失っても
生命の危機につながることは少な
いです。しかし歯の健康状態が全
身の健康や寿命を左右することは
知られています。
　80歳で20本以上健康な歯がある
人は、身の回りの事が自分ででき、
歩けるなどの生活自立度が高いと
いう報告があります。残っている
歯の数が多いと咬む能力が衰え
ず、長生きを後押しするのです。
一方、歯が少ないと咬む力が落ち、
全身の健康に悪い影響が出ます。
歯が抜け落ちたことによって、死
亡の危険性が上がることや認知症
や要介護になる確率が高くなると
もいわれ、咬む能力が高い人に比
べて、低い人は寝たきりや要介護
状態になるリスクが7.5倍もある
といわれています。また歯が 1本
もない人と20本以上ある人とで
は、およそ 2倍の死亡リスクがあ
るようです。

8020表彰者募集

第21回あつまれいぬ
やまっこ！うきうき
大行進参加団体募集

　市では、いろいろな『遊び』を
伝承し、子どもの豊かな育ちを支
えることを目的として「あつまれ
いぬやまっこ！うきうき大行進」
を開催しています。
　この催事は、ボランティア団体
の参加により、実行委員会を組織
し、今年で21回目を迎えます。犬
山の未来を担う子どもたちを『遊
び』を通して一緒に育てていきま
せんか。
　第 1回目の拡大実行委員会を次
の通り開催します。趣旨に賛同し、
協力していただける団体等は、問
い合わせてください。
●第 1 回拡大実行委員会
日時　 5月31日㊎10：00〜
場所　市役所205会議室
問合　中央児童館（℡62-8583）

５ 月11・12日は「子ども図書館まつり」
　市立図書館では、本とのすてきな出会いづくりのため、子ども図書館
まつりを開催します。おはなし会、人形劇、オリジナル手帳作りなどイ
ベントがいっぱい。子ども読書空間設計ワークショップでは、新しい読
書の部屋のアイデアを募集します。

午前 午後

5月
11日
㊏

①おはなし会
　11：00〜11：30
　 1 階児童室
　当日先着20人
②ミニ工作
　�紙コップロケット
　とコマ作り
　10：00〜11：30
　 2 階視聴覚室
　当日先着30人

③手帳作りワークショップ
　�現在の本の作り方を学びながら手帳作り
を体験してもらいます。

　作った手帳はプレゼント
　13：30〜70分程度　 2階展示室
　先着20人（事前申込必要）

④子ども読書空間設計ワークショップ
　みんなで新しい読書の部屋を考えよう
　15：00〜70分程度　 2階展示室
　先着20人（事前申込必要）

5月
12日
㊐

①おはなし会
　10：30〜11：30
　 1 階児童室
　当日先着20人
②ミニ工作
　紙コップロケット
　とコマ作り
　10：00〜11：30
　 2 階視聴覚室
　当日先着30人

⑤春のおはなし大会（人形劇）
　演目「いたずらおばけケンムン」他
　13：30〜14：15
　 2 階展示室
　先着100人（事前申込必要）

対象　中学生以下と保護者　　費用　無料　　持物　不要
申込・問合　③④⑤は 4月17日㊌から市立図書館（℡62-6300）へ（電話可）

　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　 5月31日㊎まで
対象　昭和15年 3 月31日以前に生まれて20本以上自分の歯がある市内在

住の人
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）
●表彰式予定
日付　11月 3 日㊗　場所　市民健康館

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。
●「わ」の町創りの会
　橋爪地区で地域住民のつながりを目指して活動しています。 2月16日
には、「わ」の町創りの会が主催し、橋爪中南・橋爪中北町内会の住民を
対象にクロリティ大会が開催されました。幼児から90歳近い高齢者まで
100人を超える参加があり、クロリティの技を競ったり、全員で昼食を食
べたりして懇親を図りました。
　日頃接する機会の少ない人とのコミュニケーションができ、会場内は
笑い声であふれていました。参加者からは、「楽しかった」「みんなと一
緒にできてよかった」「来年もぜひ開催してください」などのたくさんの
声がありました。�

　「わ」の町創りの会は、橋爪中公民館で毎月15〜17回のサロンを開催し
ています。近隣にお住まいの人は一度のぞいてみませんか。

　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。
※掲載を希望する住民主体活動を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

警察署だより

小さな手　上げたら大きな　赤信号
　春は入学、入園の時期。
　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、行動範囲がグンと広がり、家族の目の届
かないところでの行動も多くなります。登下校時はもとより、新しい友
達の家に行ったり、一緒に遊んだりする機会が増えます。
●お子さんへの交通安全教育
　以下のことを目標に、深い愛情をもって、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

交通ルールを遵守させ、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

問合　犬山警察署（℡61-0110）

新入学児童・園児を
交通事故から守ろう

蘭風水墨画院作品展
●第10回蘭風水墨画院緑風会
　身近な花・風景等墨色濃淡で表
現しました。
日時　 4月30日㊡〜 5月14日㊋
※30日15：00から、14日14：00まで
場所　名鉄犬山ホテル　連絡通路
問合　加藤（℡0587-54-4401）
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さくら写心共会
第1５回写真展

　さら・さくらを拠点に活動して
いる写真クラブ22人（講師含む）
が心を込めて撮影した作品展で
す。自然風景・鳥・スナップ・鉄
道風景など、講師の作品も展示さ
れます。前半・後半で作品を入れ
替えます。
日時　前半 4月16日㊋〜21日㊐
　　　後半 4月23日㊋〜29日㊗
　　　 9：00〜17：00
場所　市民健康館 1階ふれあい

コーナー
問合　佐藤（℡090-9602-3117）

犬山こども
長唄クラブ体験会

日付　 4月26日㊎、 5月10日㊎
内容・対象・時間
●長唄・締太鼓
　（ 5 歳～小学 6 年生）
　17：15〜18：00
●篠

しの

笛
ぶえ

（小学 4 年生～中学生）
　18：00〜18：30
●長唄三味線
　（小学 1 年生～中学生）
　18：30〜19：15
場所　塔野地公民館
費用　無料
申込・問合　 4月24日㊌までに
　　山田（℡090-1479-7531）へ

第8回犬山歴史散策
　コミュニティバスを利用して

「犬山の桃源郷、栗栖散策の旅に！」
　竹林を散策しながら、木曽川の
景観・歴史にふれます。（ガイド
付き）昼食は野外活動センターの

屋外でとり、食後、栗栖の魅力に
迫るテーマで勉強会を行います。
日付　 5月 9日㊍雨天決行
集合　犬山駅東口バス停10：05
帰着　15：35
費用　200円（資料代と保険代。

コミュバス運賃は各自）
持物　弁当、お茶、筆記用具
※歩きやすい服装で。
申込・問合　 4月30日㊡までに犬

山年金者の会吉田（℡090-
7697-1784）へ

※マイカー利用での参加も可能で
す。問い合わせてください。

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（羽黒地区学習等供
用施設を予定）と実践のご案内で
す。
日程・内容
① 5月15日㊌机上A
山へ行こう！何が必要？準備は？
② 5月26日㊐（予備日 6月16日㊐）
実践A　納古山
③ 5月29日㊌机上B
山の歩き方、地図の読み方、天候
への対応。
④ 6月 9日㊐（予備日 6月16日㊐）
実践B　金華山
⑤ 6月19日㊌机上C
困難やリスクの克服・回避、計画
書づくり
⑥ 6月23日㊐机上A・B・C
平日参加できない人の集中講座
⑦ 6月30日㊐（予備日 7月 7日㊐）
実践C　猪臥山
費用　保険料等実費がかかります。
申込・問合　犬山労山マップ　山

本（℡090-4264-3035、19：
00〜20：00）へ

終活セミナー
　大切な人が苦労しないために、
自分らしく生きる権利を守るため

に、今から何を考え、何をしてお
くべきか。専門講師を招き 3回
セットでの勉強会を開催します。
日時　① 5月16日㊍、② 7月18日

㊍、③ 9月19日㊍
　　　�13：00〜14：30（ 3 回セット

での参加をお勧めします）
場所　楽田ふれあいセンター
内容　権利擁護とは何か、財産・

金銭管理、相続・遺言、遺
産分割協議、家族信託、い
ざという時の金融機関との
付き合い方、終末期への準
備など

対象　市内在住・在勤の人
定員　50人
費用　無料
申込・問合　事前に楽田地区高齢

者あんしん相談センター
（℡68-6165）へ

タスポニー
ふれあいマッチ
参加者募集

日時　 5月19日㊐ 9：00〜12：30
　　　（受付 8：30〜）
場所　東小学校体育館
対象　18歳以上でタスポニーに興

味のある人ならだれでも
費用　 1人500円（参加賞、賞品、

材料代、保険料等）大会当
日受付へ

部門　タスポニー男女各ダブル
ス、ソフトタスポニー男女
各ダブルス

※各部門とも参加者が定数以下の
場合は男女混合ダブルスとします。
※当日抽選でペアとブロックの組
み合わせを決定します。
定員　先着100人
申込　申込用紙（文化スポーツ課、

市体育館、勤労青少年ホー
ム、楽田ふれあいセンター
にあります）に記入し、 5
月7日㊋までに犬山タスポ
ニー協会（Fax67-2702）へ

問合　小木曽（℡080-3619-7403）
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第63号①

弓道教室
●初心者弓道教室
日時　 5月11日〜 7月20日の毎週土曜日
　　　19：00〜20：45　　11回
場所　市弓道場
対象　市内在住・在勤で18歳以上の人
　　　（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　10人
申込　�4 月15日㊊〜 5月 3日㊗に市体育

協会事務局（電話・Fax可）へ

平成30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30年度は、犬山市から「スポーツ功労賞」に伊藤
勝美氏・熊澤かよ子氏・佐藤文明氏が選ばれました。
　3月12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63回四市交歓体育大会　スキー競技
〈岩倉・小牧・犬山・江南〉

　 2月17日、モンデウス
飛騨位山スノーパークで
四市交歓体育大会スキー
競技が行われました。犬
山市からは25人の選手が
参加し大回転に挑みまし
た。

　当日は雪も降りバーンも堅く、コンディションが良いとはいえ
ない中で、選手全員けがもなく好成績を収めました。

スポレク県大会でグラウンド・ゴルフ協会の
　木澤選手が優勝！　戸松選手3位入賞！

　平成30年10月27日に稲沢
市の祖父江ワイルドネイ
チャー緑地で愛知スポー
ツ・レクリエーションフェ
スティバル2018グ ラウン
ド・ゴルフ県大会が開催さ
れました。
　この大会で西尾張大会地
区予選を突破した、市グラ
ウンド・ゴルフ協会の木澤

功選手が優勝、戸松七生選手が 3位に入賞しました。
　当日は朝まで降り続いた雨で開催が30分遅れ、グラウ
ンドのコンディションが悪い中、集中力を欠くことなく
日頃の練習の成果を発揮し、ホールインワンを木澤選手
が 4ホール、戸松選手が 2ホール出しました。
　二人ともグラウンド・ゴルフ歴10年以上のベテランで
す。長く続けるコツは、「外の空気を吸って仲間と励ま
し合いながら楽しむことです」と語っていました。

伊藤勝美氏
ソフトボール協会

佐藤文明氏
軟式野球連盟

熊澤かよ子氏
バレーボール協会

《結果》
女子の部
　優勝　　浜口尚美
　第 3位　広政恵美子
60歳以上の部
　優勝　　柴田洋介

50歳以上の部
　準優勝　長谷川博康
40歳以上の部
　第 3位　広政貴之
40歳未満
　準優勝　江崎郁夫

募 集
●女性弓道教室
日時　 5月 7日〜 7月 9日の毎週火曜日
　　　 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　10人
申込　 4月15日㊊〜28日㊐に市体育協会
　　　事務局（電話・Fax可）へ

初級・中級テニス教室
テニスのスキルアップをしよう！
日時　 5月26日〜 6月16日の毎週日曜日
　　　 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 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　20人
申込　 5月 1日㊗〜20日㊊に市体育協会
　　　事務局（電話・Fax可）へ

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25日㊏18：00〜21：00
場所　市武道館剣道場
対象　市内在住・在勤・在学の人
　　　（小学生参加可）　費用　300円
持物　運動靴・飲み物・タオル
申込　 4月16日㊋〜 5月21日㊋に市体育
　　　協会事務局（電話・Fax可）へ

※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

第17回犬山藤田杯
卓球大会

日時　 6月 9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　 5月10日㊎までに申込用紙に氏

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
留で申し込んでください。

　　〒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

催 し

初心者剣道教室
日時　 5月11日㊏ 9：30〜12：00
会場　市武道館剣道場
対象　�市内在住の年中〜小学生とその保

護者
費用　無料　　定員　10人（ 5組）
申込　�5 月 1 日㊗からEメールで犬山剣

道連盟　木全昇宏（Eメール　nori_
　　　kimata＠yahoo.co.jp）へ

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　毎週月・金曜日
　　　19：00〜21：00
場所　市武道館柔道場
対象　年長〜一般
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　℡61-0082
　　　※ 1か月間無料体験あり
●剣道教室
日時　毎週火・金曜日
　　　19：00〜21：00
場所　市武道館剣道場
対象　年中〜一般
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

スポーツ少年団
●愛河興業野球教室を開催
　11月 3 日山の田公園野球場で
愛河興業主催の野球教室を開催
しました。
　講師に内藤尚行氏、川又米利氏、小田幸平氏を招き、市内スポーツ少年団軟式野球チー
ムに所属している 5年生約25人が参加し、守備やバッティングなど、野球の楽しさにつ
いて教えていただき、内容の濃い教室になりました。
　最後に、犬山野球スポーツ少年団の市丸巧君は「アップの仕方や守備、バッティング
など教えてもらい、キャッチボールはピッチャーのように足を上げて投げる方が良いと
いうことがとても印象に残っています。これからも今日教えてもらったことを生かして
取り組んでいきたいです。ありがとうございました」とお礼の言葉を述べました。

●第20回スポ少バドミントン犬山大会
日時　10月13日
場所　エナジーサポートアリーナ
部門　 6年生女子の部（犬山市入賞者）
　　　　 2位　田中月乃（犬山ドリームズ）
　　　2.1年生男女の部（犬山市入賞者）
　　　　優勝　坂本羽琉

●後期ミニバス大会

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

市民大会
優勝者または優勝チーム

●バドミントン
9 月30日　エナジーサポートアリーナ
男子 1部　　宮島輝・大家智貴組
男子 2部　　仲偉星・新美光組
女子 1部　　各務由紀恵・後藤多華子組
女子 2部　　佐橋晶子・今井なみき組
女子 3部　　土屋祐子・中村千尋組
●テニス
10月14日　山の田公園テニス場
一般男子　　冨田一行・松本普治組
一般女子　　奥村佐希・渡辺由香組
壮年男子　　広瀬真輔・石川治彦組
●ソフトボール
10月27日、11月11日・18日
山の田公園野球場
一般男子　　SASUKE
中学生女子　城東中学校
●バレーボール
10月28日、11月25日
エナジーサポートアリーナ他
一般男子　　Rebes
女子 1部　　白帝
女子 2部　　犬山コスモ

結　 果1
中学生男子　　南部中学校
中学生女子　　城東中学校
●グラウンド・ゴルフ
11月24日　木曽川緑地多目的グラウンド
ゴールド男子　梶原正次
ゴールド女子　村中チヱ子
シルバー男子　宮島金造
シルバー女子　吉田政子
ブロンズ男子　阿礼登
ブロンズ女子　戸松七生
●剣道
12月 2 日　市武道館剣道場
小学生低学年　鷲見駿二郎
小学生高学年　柴川夏葵
中学生男子　　黒山良就喜
中学生女子　　出雲梨沙穂
●ゴルフ
12月10日　犬山カンツリー倶楽部
一般　　　　　丹羽泉
シニア・レディース　　髙木政茂
●バスケットボール
11月 4 日、12月 9 日・23日、 1月13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　犬山中学校
中学生女子　犬山中学校
小学生男子　楽田ミニバス
小学生女子　犬西ミニバス

日時　 2月23日
場所　エナジーサポートアリーナ
部門　 6年生女子の部　優　勝　犬西ミニバスA
　　　　　　　　　　　準優勝　犬山ミニバス
　　　 4年生女子の部　優　勝　犬山ミニバス
　　　　　　　　　　　準優勝　城東小ミニバス
　　　 3年生女子の部　優　勝　犬山ミニバス



22 23広報犬山　H31.4.15号 広報犬山　H31.4.15号

タウンミーティング
犬山市の環境について考えよう
　 3月 2日、市の環境基本計画改訂に向けて、タウンミー
ティングが開催され、35人が参加しました。参加者はグ
ループに分かれ、環境保全、生活環境、温暖化対策など
5つのテーマについて意見を出しあいました。「環境に
関する講座・教育を市民に知らせたり、子どもに体験さ
せたりする」「サイクリングコースを整えていきたい」
「犬山の自然環境がすぐれていることをもっと子どもた
ちに伝えていきたい」など数多くの意見が書き出され、
貼り付け用の模造紙は意見で埋め尽くされていました。

らくらく体操DVD完成！
　 2月27日、市民健康館で「らくらく体操」DVDの完
成お披露目と感謝状の授与式が行われました。健康づく
り推進協議会が中心となって平成21年度より啓発してい
る肩こり・腰痛・膝痛予防の「らくらく体操」をより実
践しやすいように、作成ボランティアの協力を得てDVD

を作成しました。
　継続的にらくらく体操に取り組める
地域の団体に対し、DVDの貸し出し
を行います。希望する団体は市民健康
館（℡63-3800）へ。世界のTEA TIME

　 2月17日、犬山国際観光センターで開催されたこの催
し。今年で10回目を迎え、毎年好評を博しています。今
回はドイツ、スロバキア、ペルー、ブラジル、エクアドル、
中国、日本、 7か国のお茶とお菓子体験がありました。
ドイツブースは、市国際交流員のカタリナさんが自慢の
ケーキとフルーツティーなどでもてなし、ドイツのお茶
文化を紹介しました。日本ブースでは、茶道体験のほか
生け花体験もありました。
　その他の国々も伝統的なお菓子やデザートとともにお
茶やコーヒーなどが出され、参加者らはさまざまな国の
TEA�TIMEを楽しみました。

ブラアイチin犬山
　ブラアイチとは県と共催でまちの知られざるストー
リーを発掘・紹介する催しで、 3月 2日に開催され、市
内外から約750人の参加者がありました。市役所を出発
し、犬山城前広場まで、じっくり歩いてめぐること 3時
間。途中、コースの要所で、市・県の職員や名古屋経済
大学および東海農政局の専門家から、犬山市の歴史、地
質、地名の由来などの説明を受け、今回初出しとなる頭
首工のダムカードや犬山名物のげんこつなどのプレゼン
トもありました。
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カティーの

独言
ひ と り ご と

8図書館
だより

新着本の紹介（一部）

帰去来
大沢在昌著

警視庁捜査一課の志麻由子
は、捜査中に気を失い、異
次元の「アジア連邦・日本
共和国・東京市」で目覚め
る。もう 1人の自分はエ
リート警視。戸惑いながら
も由子は彼女となり…。

火星を知る！
三品隆司構成・文

海はなく、草も木もはえて
いない火星。巨大火山、峡
谷、クレーター、大気と水、
衛星など、火星の姿を写真
やイラストで解説。火星の
神話や火星人、火星探査の
歴史にも触れる。

砂に書いた名前
赤川次郎著

大学生の丈二は、ガールフ
レンドの朋子が父親と暮ら
す離島の別荘を訪れた。美
しい砂浜、やさしい朋子と
父親。しかし、夜になると
父親の態度が急変し…。

一般書
『テレビ探偵』� 小路幸也
『ピーク』� 堂場瞬一
『ゴールデン街コーリング』� 馳星周
『女警』� 古野まほろ
『秒でわかる！最強の家事』�かずのすけ
『クルド人を知るための55章』�山口昭彦
『古代の星空を読み解く』� 中村士
『波のはなし』� 稲場秀明
『ゴーン・ショック！』� 渡邉哲也
『絵本作家のブルース』� 長谷川義史
『80歳のマザーグース』� 桐島洋子
『建物できるまで図鑑』� 瀬川康秀

児童書
【小学校低学年】
『歯のえほん』
『「いたいっ！」がうんだ大発明』
【小学校中・高学年】
『義経千本桜』
『金栗四三』
『日本の古典大事典』
『清掃工場・リサイクル施設図鑑』
『にゅうさん菌』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『ゆきのよるに』
『そらのうえのそうでんせん』
『金の鳥　ブルガリアのむかしばなし』

㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

◎第61回「こどもの読書週間」
　毎年 4月23日から 5月12日までの期間は「こども
の読書週間」です。これは国民が子どもの読書活動
への関心と理解を深め、子どもが積極的に読書活動
を行う意欲を高めるために設けられました。
　「こどもの読書週間」は1959年（昭和34年）にスター
トし、第 1回は、「こども読書週間」として 4月27日
から 5月10日の期間で行われました。この年は、し
おりが作成され、東京都内の書店やデパートで配布
されたと記録されています。翌年の第 2回より、「こ
どもの読書週間」と名称を変え、2000年の「子ども
読書年」を機に、 4月23日から 5月12日までの約 3
週間に期間を延長し、現在に至っています。
　第61回目となる今年は、1740通の応募の中から選
ばれた「ドは読書のド♪」が標語となり、全国各地
の公共図書館や書店等で子どもと読書に関する催し
や取り組みが行われます。

　犬山市立図書館においても「子ども図書館まつり」
や「子どもたちに読んでほしい本の展示」を行う予
定ですので、ぜひ来館してください。

5 月のイベント（場所：図書館本館）
11日㊏、12日㊐　子ども図書館まつり 10：00〜

18日㊏ 「おはなしぼっくす」ストーリー・テリング
11：00〜

19日㊐ DVD上映会「おしりたんてい」 14：00〜

25日㊏ 「ももたろう」おはなし会 11：00〜

図書館まめ知識

　こんにちは！春が来ましたね。 3
月末に、国際交流員として初めて講
師を務めたドイツ語講座が終わりま
した。とても楽しかったです。入門
コースでは、ドイツ語の基礎を勉強
し、簡単な会話もたくさんしました
（もちろんドイツ語で）。中級コー
スでは文法能力と会話能力をより伸
ばすことを目標にし、さまざまな話
題についてドイツ語で話をしました。
　ドイツ語に興味を持って、習いた
いと思う人がこんなにたくさんいる
ことを知り、とてもうれしかったで
す。
　多くの日本人が学生時代に英語を
勉強するとき、とても苦労している
ことの一つに「a」と「the」といっ
た冠詞があります。ドイツ語をはじ
めとするヨーロッパの多くの言語は
このような冠詞を持ちます。

　皆さんは男性名詞や女性名詞、中
性名詞という言葉を聞いたことがあ
りますか？
　フランス語やスペイン語、ロシア
語、ドイツ語のようなヨーロッパ言
語を勉強したことがある人なら、聞
いたことがあると思いますが、そう
でない人は聞いたことがないと思い
ます。ドイツ語は英語と同様に定冠
詞（the）と不定冠詞（a）があり
ますが、それは男性名詞、女性名詞、
中性名詞の前で形が変わります。ド
イツ語の全部の名詞はいずれかのカ
テゴリーに入ります。「Mann」（男
性）は男性名詞、「Frau」（女性）
は女性名詞、「Kind」（子ども）は
中性名詞、ここまでは皆さんもなん
となく分かると思いますが、
「Tisch」（テーブル）、「Rock」（ス
カート）は男性名詞、「Krawatte」
（ネクタイ）と「Mohrrübe」（ニ
ンジン）は女性名詞、「Huhn」（チ
キン）と「Mädchen」（少女）は
中性名詞です。
　なぜ少女が中性名詞か？
　なぜスカートが男性名詞なのか？
　ドイツ語では、名詞の性別はそれ
ぞれの自然の性と関係なく、文法的
に決められているからですが、個人
的には、男性・女性のような強い意

味を持っている言葉ではなく、例え
ばABCで分けた方がいいと思います。
　この冠詞の問題はドイツ語を勉強
している人たちにとって、とても難
しく、他の文法にも影響しますので、
名詞一個一個の冠詞を覚えないとい
けません（多数のルールがあります）。
　フランス語やイタリア語を話せる
人は、性別冠詞（男性・女性）があ
るので、ドイツ語を勉強する時は、
単に分布だけを覚えればよいので、
より簡単です。一方、日本語や韓国
語など冠詞の概念がない言語を話す
人にとっては、冠詞の概念も勉強し
ないといけません。いつ冠詞を使え
ばいいか、いつ定冠詞か不定冠詞を
使えば良いのか…。
　今回の入門コースでも、この男
性・女性・中性名詞が難しいという
声が多く聞かれました。でも、ゲー
ムを楽しみながら学んだので少し冠
詞への恐怖心が薄らいだかと思いま
す。
　ところで、ヨーロッパ言語の名詞
の分け方（男性・女性・中性）は唯
一の分け方ではなく、世界中にさま
ざまな分け方があります。オセアニ
アにある言語では、三つの分類だけ
ではなく、四つ目がなんと野菜だそ
うです。

■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。
○あいち救急医療ガイド 　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

4 月21日㊐ 安藤クリニック� （城東）
竹内整形外科クリニック�（犬山）

62-8881
61-7311

4 月28日㊐ 安藤クリニック� （城東）
マザークリニックハピネス�（城東）

62-8881
63-4103

4 月29日㊗ 吉田内科クリニック� （犬山）
宮田眼科� （犬山）

62-9222
61-0200

4 月30日㊡ 宮崎整形外科・外科・内科�（羽黒）
さとう病院� （羽黒）

68-0461
67-7660

5 月 1 日㊗ みどり診療所� （羽黒）
カワムラ整形外科� （楽田）

67-3311
67-1134

5 月 2 日㊡ 木村内科� （羽黒）
くわばらクリニック� （城東）

67-0008
61-1118

5 月 3 日㊗ 結ファミリークリニック�（楽田）
山本皮フ科クリニック� （犬山）

68-3311
62-6855

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。

■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

※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

4 月21日㊐ 河田キャスタ歯科� （犬山） 0120-13-1547
4 月28日㊐ 青木歯科医院� （扶桑） 0587-93-3388
4 月29日㊗ 祖父江歯科� （楽田） 67-9939
4 月30日㊡ キトウ歯科医院� （城東） 62-2580
5 月 1 日㊗ ごろうまる歯科� （犬山） 62-0101
5 月 2 日㊡ あさの歯科医院� （扶桑） 0587-92-3718
5 月 3 日㊗ ないとう歯科� （扶桑） 0587-93-5500

■休日歯科診療
診療時間／ 9：30〜11：30、 4 /29、 5 / 3 〜 5 は 9：30〜12：00

スカートは男性！？
－ドイツ語名詞の性－
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します。
　野生ではコンゴ盆地に生息して
いますが、生態など不明なことが
多くIUCNのレッドリストでも
「データ不足」となっています。
体毛は背中側がダークブラウン、
胸から腹にかけてキレイな黄色
で、まさに金色に光って見えます。
リートは体毛だけでなく瞳もとっ
てもキレイです。リートの名前を
呼ぶと、ちらっと流し目でこちら
に視線を送ってくれるので、担当
スタッフからは「マンガベイ界の
流し目王子」と呼ばれています。
ぜひ来園されたらリートに熱視線
を送ってみてください、運が良け
れば「流し目」の視線がもらえる
かもしれません。
　リートは現在28歳でサルとして
は高齢ですが、毛艶も良く元気に
過ごしています。健康の秘

ひ

訣
けつ

はバ
ランスよく食べ、よく排

はい

泄
せ つ

するこ
とだと思います。好物のムシイモ
をはじめ15種類以上の餌をバラン

スよく食べ、いろんな場所で排泄
しています。飼育員の仕事の1つ
として、飼育している動物が快適
にすごせる環境づくりがあります
が、どんな場所でうんちをしても
見落とさず、健康状態をチェック
し、しっかり掃除します。
　そんな飼育員と「うんちを集め
る」速さを競うイベントを4月に
開催します。その名も「VS飼育
員」。毎日動物のうんちを瞬時に
片づける飼育員にぜひ挑戦してみ
てください。当日は本物のうんち
ではなくうんちの模型を使用する
のでご安心ください。

　日本モンキーセンターには国内
で最後の1頭になってしまったサ
ルがいます。今回はこの、ゴール
デンマンガベイのリートをご紹介

4犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

手作りの給食を届けたい

　今月は、各学校（園）に給食室
がある特長を生かした手作り給食
と、おすすめレシピを紹介します。
　汁物や煮物などに使用するだし
は粉末だしではなく、煮干しや昆
布、あじ節、干し椎茸などから丁
寧にとっています。これにより、
素材のおいしさが感じられる給食
となり、子どもたちも天然のだし
の旨

うま

味
み

を味わっています。
　シチューもルウから手作りをし
ています。季節の食材料を使って
優しい味わいに仕上げたシチュー

は、子どもたちの大好物の給食メ
ニューの一つです。
　他にも、鮭や野菜をチーズで味
付けしアルミカップに詰めて焼い
た『鮭のチーズ焼き』や、『炊き
込みご飯』、地元産のさつま芋が
入った『鬼まんじゅう』や『ドー

ナツ』などの手作り給食も登場し
ます。
　今回は子どもたちに好評な『か
き揚げ』のレシピを紹介します。
給食のかき揚げは、季節によって
旬のごぼうや玉ネギ、枝豆、さつ
まいも、ひじきなどを使用し、調
理員が一つずつ丁寧に揚げていま
す。さくっと香ばしく野菜がたっ
ぷり食べら
れる自慢の
かき揚げ、
ご家庭でも
お試しくだ
さい。 ▲季節の食材を使った

　�『かき揚げ』

天然のだし

ホワイトルウも手作り！

〈春のおすすめ給食レシピ〉　春野菜とえびのお茶入りかき揚げ

むきえび…60g　ちくわ　……40g
新ごぼう…40g　新玉ネギ…120g
にんじん…40g　揚げ油適量
衣
てん茶（食べるお茶）ひとつまみ
塩…1g　小麦粉…40g、水適量

◆作り方◆
1 .材料を切る。
　（短冊切りまたは千切り）
2 .衣を作り、材料と混ぜ合わせる。
3 .一つずつ形を整えて油で揚げる。

ゴールデンマンガベイのリート

（公財）日本モンキーセンター
飼育技術員     三宅菜穂美


