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地域で見守る民生委員・児童委員
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地域で見守る
民生委員・児童委員

特集

民生委員・児童委員とは
　民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。また児童福祉法に定
める児童委員も兼ねています。給与の支給はなく、ボランティアとして活動し、任期は 3年（再任可能）です。
　民生委員・児童委員として、全国では約23万人、犬山市では127人（ 5月 1日現在）が活動しています。市内
6地区（犬山北、犬山南、城東、羽黒、楽田、池野）に民生委員児童委員協議会を設置し、地区単位での活動を行っ
ています。また127人のうち11人が主任児童委員として活動をしています。
　働きながら、子育てをしながら活動に取り組んでいる民生委員・児童委員もいます。

民生委員・児童委員は、地域を見守る身近な相談相手
　担当地区（町内）において、高齢者の安否確認や見守り、子どもたちへの
声かけなどを行っています。また、さまざまな生活上の心配ごとなどの相談
に応じており、相談者が必要な支援を受けられるよう地域の専門機関（行政、
社会福祉協議会等）とのつなぎ役になります。
　民生委員・児童委員には民生委員法に基づく守秘義務があるため、相談内
容の秘密は守られます。
　市から委託を受け、地域の実情などを把握するため、75歳以上の高齢者宅
への訪問や乳幼児家庭への訪問を実施しています。
　他にも、研修会を実施して民生委員としての資質の向上に努めています。

知っていますか？あなたの地域の民生委員・児童委員
　民生委員・児童委員の一覧を、広報犬山 3月 1日号（11ページ）に掲載しています。 3月 1日号が手元にない
人で、地域の民生委員・児童委員を知りたい場合は、福祉課へ問い合わせてください。
　また現在の民生委員・児童委員の任期は令和元年11月30日までです。民生委員・児童委員の活動に興味がある
人は、地域の民生委員・児童委員か市福祉課へ連絡してください。
問合　福祉課庶務・生活保護担当（℡44-0320　Fax44-0364）

5 月12日は「民生委員・児童委員の日」
　全国民生委員児童委員連絡協議会は、 5月12日を「民生委員・児童委員の日」と定めました。これは、大正 6
（1917）年に現在の民生委員・児童委員制度の元となった「岡山県済

さい

世
せい

顧
こ
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もん

設置規程」が制定されたことに由来
します。この日から18日までの一週間を「民生委員・児童委員の日　活動強化週間」として、民生委員・児童委
員の活動を皆さんに知ってもらうため、全国でさまざまな活動が行われています。
　犬山市でも強化週間を中心に各地区で下記の活動を実施します。

子どもや子育てに関する支援を
専門に担当する主任児童委員

　各地区（犬山北、犬山南、城東、羽黒、楽田、池野）に1〜2人の主任児童委員が活
動しています。民生委員・児童委員とは違い担当地区（町内）を持たず、地区の民生
委員・児童委員と連携しながら、子育ての支援や児童の健全育成活動などに取り組ん
でいます。
　市から委託を受け、乳児家庭への訪問活動を行っており、安心して子育てできる環
境づくりに貢献しています。

地域をつなぐ取り組み
　各地区では、地域の特色に合った
さまざまな活動に取り組んでいます。
　地域の高齢者が集まる場づくりを
行う地域サロンの実施や高齢者宅へ
の配食サービス、クロリティー大会
の実施、青パトでの防犯パトロール、
おあしす運動や地域行事への参加な
ど地域をつなぎ、笑顔を作る活動を
実施しています。
　市や社会福祉協議会、自治会、コ
ミュニティ推進協議会等の各種団体
と協力して取り組んでいます。

※車両は羽黒地区コミュニティ
　推進協議会から借用しています。

犬山北地区　 5月13日㊊
　赤ちゃんの家さくらんぼで、
清掃活動や交流

城東地区　 5月22日㊌
　溢

いつ

愛館とその周辺で、清掃活動

羽黒・池野地区　 5月1₆日㊍
　羽黒東部老人憩の家で、清掃活
動や高齢者との交流

楽田地区　 5月15日㊌
　子ども未来園（楽田、楽田東、
楽田西）、楽田児童センターで、
花植えプランターを設置し子ども
たちと交流

犬山南地区　 5月13日㊊
　子ども未来園（橋爪、五郎丸、
上木）で、花植え活動や給食で
の園児との交流
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犬山に住んでみたい・住み続けたい人を応援
ごみゼロ活動に
参加を

　コミュニティ推進協議会による
清掃活動を行います。
●東コミュニティ
日時　 5月25日㊏ 8：15〜10：00
　　　（小雨決行）
集合　東部中学校駐車場
　　　（東部中学校周辺）
問合　東コミュニティ推進協議会
　　　岡崎（℡090-4255-0084）
●羽黒地区コミュニティ
日時　 5月25日㊏ 8：30〜11：00
　　　（小雨決行）
集合　JA愛知北農協羽黒支店広

場（五条川周辺）
問合　羽黒地区コミュニティ推進

協議会　吉野（℡090-7031-
1652）

●楽田地区コミュニティ
日時　 5月25日㊏ 9：00〜10：30
　　　（小雨決行）
集合　①楽田小学校運動場
　　　　（楽田小学校周辺）
　　　②山の田公園駐車場
　　　　（犬山工業団地一円）
　　　③犬山南高校正門
　　　　�（犬山南高校〜大口桃花

台線〜蓮池一円）
　　　④南部中学校体育館前
　　　　（南部中学校周辺）
　　　�⑤�エナジーサポートグラウ

ンド北側道路
　　　　（薬師川周辺）
問合　楽田地区コミュニティ推進

協議会　森岡（℡080-1552-
1234）

緑豊かな地区で暮らしてみませんか
犬山版優良田園住宅制度を新設
　栗栖、今井地区での新規一戸建て住宅の建築が可能になりました。
※農地法や自然公園法などの他法令の許認可の見込みがあるもの

　住宅の主な要件
　・既存集落内およびその隣接であること
　・ 3階以下、高さ10m以下
　・敷地面積300㎡以上
　・建ぺい率30％以下、容積率50％以下　など

安心して住める住宅へ支援！
土砂災害特別警戒区域改修・移転補助金を新設
　今年度、安全・安心のまちづくりを目指し、土砂災害特別警戒区域内
の住宅について、改修・移転の補助金を新設しました。
●土砂災害特別警戒区域内等に住んでいる人へ
・土砂災害特別警戒区域改修補助金���・がけ地等近接住宅移転補助金
　

住宅に関する補助金を拡充しています
●市外から市内へ移住する子育て世代へ（定住促進）
・ふるさと定住サポート事業（同居・近居）・働きて定住サポート事業
●市内に住み続ける子育て世代へ（定住促進）
・住宅リフォーム補助金
●空き家バンクの物件を活用する人へ
・空き家利活用補助金　・空き家利活用奨励金
●住宅の周辺環境を改善する人へ
・狭あい道路整備費補助金　・ブロック塀等安全対策補助金
●昭和56年 5 月31日以前に着工された在来軸組構法または伝統構法住宅
を所有している人へ（民間木造住宅の耐震対策）
・木造住宅無料耐震診断
・木造住宅耐震改修費補助金（段階的改修を含む）
・木造住宅耐震シェルター整備補助金
・木造住宅除去工事費補助金　　・地区集会施設耐震診断費補助金
問合　都市計画課　建築・景観担当（℡44-0331）

いぬやま未来塾2019
　私とあなた、私と社会、私たちと
未来をつなぐ参加型〜ファシリテ
ーションのノウハウとドウハウ〜
　まちづくり、会議、教育の場に
おける参加型の意義とファシリ
テーターの役割を理解し、手法を
学ぶ講座です（全 4回）。
日時　 5月25日㊏、 6月 9日㊐・

22日㊏各回13：00〜17：00
　　　 7月27日㊏10：00〜17：00
場所　福祉会館
講師　NPO法人�NIED・国際理解

教育センター　伊沢令子氏
対象　まちづくりに関心のある

人、団体・グループで活動
している人、企業の人事や
企画担当者など

定員　20人（全ての回に参加希望
の人優先）

費用　全 4回分4,000円
　　　（会員・学生3,000円）
※ 1回ごとの参加は1,500円
申込・問合　各回前日の12：00ま

でに犬山しみんていの会
（℡61-7710　 Fax61-8108　E

　　　メールcenter＠inuyama-
shimintei.com）へ

家庭で介護するため
の勉強会

　高齢者が住み慣れた地域で安心
安全に暮らし続けられるように、
高齢者の身近に潜む依存症につい
ての知識を学びましょう。
日時　 6月26日㊌10：00〜12：00
場所　市役所205会議室
内容　高齢者のための依存症の理

解と支援
対象　市内在住・在勤の人
定員　40人
※応募者多数の場合は抽選としま
す。抽選の場合は後日連絡します。
費用　無料
申込・問合　長寿社会課高齢者福

祉担当（℡44-0325）へ

市体育館自主事業
スクール生徒募集

●MIZUNOフットサルスクール
日時　毎週㊍（月 4回）
4歳〜年長　　　16：00〜17：00
小学 1・ 2年生　17：00〜18：00
場所　羽黒中央公園　多目的スポ
　　　ーツ広場
※雨天時はエナジーサポートア
リーナ（市体育館）サブアリーナ
講師　水野圭氏（キッズ・ジュニ

アサッカー指導歴20年、大
阪万博フットサルスクール
指導マネージャー10年、J
リーガー輩出）

定員　各先着20人
費用　入会金　5,000円
　　　月会費　4,000円
　　　管理費・保険代　800円
※体験料 1回500円で 2回まで
（ 6月までは無料で 1回受講でき
ます）
持物　運動ができる服装、すね当

て、ソックス、タオル、飲
み物、ボール（任意）、シュー
ズ（スパイク不可）

申込・問合　申込書と受講料をエ
ナジーサポートアリーナ
（市体育館　℡67-8080　
9：00〜21：00　㊊休館　㊗
除く）へ

第10回
青塚古墳まつり

　古墳見学会や歴史体験ワーク
ショップ、バザーや演奏会など楽
しい催しがいっぱいです。
日時　 5月11日㊏10：00〜15：00
　　　（雨天は12日㊐開催）
場所　青塚古墳史跡公園
※駐車場がないため、自家用車で
の来場はご遠慮ください。
費用　無料（入場自由）
問合　青塚古墳史跡公園ガイダン

ス施設（℡68-2272　㊊休
館　㊊が㊗の場合は翌平日）

犬山二十歳の集い
2020

今年度から場所と時間が変わりま
す
日時　令和 2年 1月12日㊐
　　　13：00〜15：00
　　　（受付12：00〜）
場所　市民文化会館大ホール
対象　平成11年 4 月 2 日から平成

12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、 4月下旬に案内はがきを送付
しました。
※市外に住んでいる人も参加でき
ます。市外へ転出した対象者を
知っている人は、「二十歳の集い」
の開催について伝えてください。
なお案内が必要な場合は、送付先
を事務局まで知らせてください。
※成人年齢が20歳から18歳に引き
下げられますが、今後も20歳の時
に「二十歳の集い」として開催し
ていきます。
●犬山二十歳の集い2020
　実行委員を募集
　アイデア豊富な人、トークが得
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…そんな二十歳を募集

しています。みんなの力で思い出
に残る「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
内　℡44-0353）

※Instagramで＠inuyama2020
と検索してください。
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若い人のための
料理教室

　「毎日が忙しく、なかなか自分
の時間が取れない！」でも食べる
ことはとても大事です。今回は、
巻きずし、えびしんじょの吸いも
の、パイナップルケーキなどを作
ります。
日時　 6月 7日㊎ 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45歳くらいまで

の人
※託児あり（要事前申し込み）
定員　先着16人
費用　600円程度（材料費）
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　 5月10日㊎〜30日㊍
に市食の改善推進協議会会
長　田口（℡62-0652）へ

消費者問題出前講座
受講団体募集

　消費者契約トラブルがあとを絶
ちません。振り込め詐欺や還付金
詐欺、悪質な住宅リフォームなど
高額な被害を受ける例も少なくあ
りません。
　消費者問題への意識を高め、被
害の未然防止を図るため、一緒に
学びましょう。
時間　 1時間程度
場所　市内（会場は申込者側で用

意してください）
講師　市消費生活相談員
対象　老人クラブ、町内会、子供

会、保護者会、コミュニティ
などの原則10人以上

　　　（少人数の場合、応相談）
費用　無料
問合　産業課（℡44-0340）

よりよい川づくりを　河川愛護モニター募集
　国土交通省中部地方整備局では、河川整備、河川の利用、河川環境に
関する地域の皆さんの要望を十分把握するとともに、河川愛護思想の普
及啓発を図るため、河川愛護モニターを委嘱しています。
募集期間　 5月 7日㊋〜17日㊎
募集人員　 5人（予定）
応募資格　
　　　・20歳以上で木曽川上流河川事務所管内の河川（木曽川、長良川、

揖斐川、牧田川、杭瀬川、根尾川）の近隣に住んでいる人
　　　・川に接する機会が多く河川愛護に関心のある人
手当　未定（参考　平成30年度月額4,580円）
委嘱期間　 7月 1日㊊〜令和 2年 6月30日㊋（制度改正等により期間満

了以前に委嘱を終了する場合があります）
問合　国土交通省木曽川上流河川事務所占用調整課（〒500-8801岐阜市

忠節町 5 - 1 　℡058-251-1326）
※詳細は木曽川上流河川事務所ホームページ（http://www.cbr.mlit.
go.jp/kisojyo/）を見てください。

犬山里山学センター講座「大人の里山自然塾」

講座名 日時 内容 定員 費用

米づくり塾
「米づくり
体験」

6月 9日㊐

半日
または
1日

田植え〜収穫まで
（生育をみながら講
座日を決定）田の草、
あぜ草管理は大変で
すが、収穫米は格別
です。

10人 3,000円以降随時
（㊏㊐㊗）

竹林塾
「掘って、
食べて、
利用する」

① 5月28日㊋

9：30
〜

12：00

竹の子を掘って調理

20人 3,000円

② 7月 9日㊋ 青竹の器づくり

③11月12日㊋ 【座学】竹を知る

④12月 3 日㊋ 竹林整備

⑤令和 2年
　 2月 4日㊋ 竹林整備

⑥ 3月17日㊋ 竹炭焼き

対象� 18歳以上
※費用は第 1回目の講座日に支払ってください。
※天候により内容の変更や時間の短縮をする場合があります。
※申込者全員に決定通知を送ります。
※定員に満たない場合は定員に達するまで受け付けします。
申込　 5月10日㊎17：00（必着）までに里山学センターに直接またはファッ

クス、はがき、Eメールのいずれかで申し込んでください。①講座
名②氏名③年齢④郵便番号⑤住所⑥電話番号⑦Eメールアドレス
を記載してお送りください。

問合　犬山里山学センター（〒484-0094　塔野地字大畔364- 2 ）
　　　℡・Fax65-2121　Eメールsatoyama-gaku＠etude.ocn.ne.jp
　　　㊊除く 9：00〜17：00（㊊が㊗の場合は翌日）

住宅用火災警報器の
実態調査を行います

　住宅火災での逃げ遅れによる死
者をなくすために、住宅用火災警
報器をすべての住宅に設置するこ
とが義務付けられています。消防
本部では設置の実態を把握し、普
及促進を図るため、設置や維持管
理の状況を調査します。期間中、
消防職員が対象の各家庭を訪問し
ますので、協力をお願いします。
期間　 5月 7日㊋〜24日㊎
　　　 9：00〜17：00（㊏㊐を除く）
対象　市内全世帯から無作為抽出

した200世帯
※対象となった世帯には、消防本
部からお知らせします。
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

民俗文化財
保存伝承事業補助金

　市では、伝統行事などの保存伝
承のため「民俗文化財保存伝承事
業補助金」制度を設けています。
　令和 2年度に伝統行事などの道
具の修理や新調、後継者育成事業
を計画し、補助金交付申請を希望
する団体は、下記へ相談してくだ
さい。
補助金の対象となる事業
　継続的に行われる祭礼、芸能、
年中行事などで指定文化財ではな
いものに関連する事業のうち、次
のいずれかに該当するもの。
①伝統行事などに使われる道具の
保存修理事業または新調事業
②神楽屋形などの保存修理事業ま
たは復元新調事業
③後継者育成事業
補助金の対象団体
　伝統行事などを継続的に実施し
ている団体

申込・問合　 5月31日㊎までに歴
史まちづくり課（℡44-0354）
へ

軽自動車税納税
通知書の発送

　本年度の軽自動車税納税通知書
を 5月10日㊎に発送します。通知
書の内容を確認して納期限までに
納めてください。
　なお配達には一週間程度かかる
場合があります。
問合　税務課庶務担当
　　　（℡44-0315）

春の全国交通安全
運動

　 5月は新しい交通環境での通
学・通勤に慣れ、行動範囲も広が
ることから、交通事故の発生が心
配されます。交通事故の防止を目
的として、春の全国交通安全運動
を実施します。
日時　 5月11日㊏〜20日㊊
※ 5月15日㊌は県内一斉に交通安
全街頭大監視を行います。
運動重点項目
○子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止
○自転車の安全利用の促進
○全ての座席のシートベルト、
チャイルドシートの正しい着用の
徹底
○飲酒運転を根絶
●運転中のスマートフォン・携帯
電話などの使用はキケン
　車の運転中に携帯電話などの使
用や、カーナビゲーション装置な
どに表示された画像の注視などに
より、周囲の交通の状況に対する
注意が不十分になると大変危険で
す。携帯電話などは、運転する前
に電源を切る、ドライブモードに
設定するなどして、呼び出し音が
鳴らないようにしましょう。
　どうしても携帯電話などを使用

しなければいけないときは、必ず
安全な場所に停車してから使用し
てください。
●ドライブレコーダー搭載車に無
料でマグネットシートを配布
　市では、安全運転意識の向上や
交通事故の減少、犯罪の抑止を図
るため、マグネットシートを配布
しています。ドライブレコーダー
搭載車所有者に無料で配布します
ので、マグネットシートを車両に
貼り、安全運転と犯罪抑止活動に
協力をお願いします。
　なおマグネットシート貼付車両
の人は、事件・事故に対するより
積極的な情報提供をお願いします。
問合　地域安全課（℡44-0347）

春の安全な
まちづくり県民運動

　犯罪被害にあわないためには、
一人一人が日頃から高い防犯意識
を持ち、身近な対策を実施してい
くことが大切です。次の 4項目を
重点に、県民総ぐるみで取り組み、
犯罪の抑止を図ります。
日時　 5月11日㊏〜20日㊊
運動重点項目
○住宅を対象とした侵入盗の防止
○自動車盗の防止
○特殊詐欺の被害防止
○子どもと女性の犯罪被害防止
●自転車盗から守る
　平成30年中の犬山警察署管内の
自転車盗認知件数は124件で、う
ち犬山市では85件の被害がありま
した。特に「カギをかけていない
自転車」の盗難が年々増加してい
ます。カギかけが被害を防ぐ「キー
ポイント」です。自転車の盗難の
被害にあわないために、次の①〜
④が有効です。
①短時間でも必ずカギをかける
②カギはツーロックにする
③できる限り明るい場所に止める
④防犯性能の高いカギを利用する
問合　地域安全課（℡44-0347）
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ごみ・リサイクル　 5 月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時
5 月12日㊐
9：00〜16：00

5 月19日㊐
9：00〜12：00

5 月26日㊐
9：00〜12：00

場所
わん丸リサイクル小屋

敷地内
（上坂公園西）

南部公民館駐車場 市役所西庁舎

回収
品目

新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・布類・飲料用紙パック・アルミ
缶・スチール缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装・植物
性廃食用油（わん丸リサイクル小屋のみ）・ダウン率50％以上の
羽毛ふとん（わん丸リサイクル小屋のみ）

対象 市内在住の人

その他

・各自で資源容器に投入してください
・�廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れて容
器ごと出してください

・羽毛ふとんはぬれないように出してください

●わん丸エコステーション（常設）

日時
平日　 8：30〜12：00　13：00〜15：30
土曜　 8：30〜11：30　※日曜・祝日は休業

場所 都市美化センター敷地内

回収
品目

エコステーションの回収品目に加えて、空きびん（無色・茶色・
その他）・植物性廃食用油・小型家電 9品目・パソコン・ダウン
率50％以上の羽毛ふとん

対象 市内在住の人

その他
・各自で資源容器に投入してください
・羽毛ふとんはぬれないように出してください

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日時 5 月12日㊐13：00〜16：00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内容 家具・小物類・古本などの販売

対象 市内在住の人

その他 一部抽選品あり（抽選は14：00〜）

購入品は各自16：00までに搬出してください。

●わん丸リサイクル小屋収益（ 3月分）　11,800円
　市環境保全基金へ積み立てさせていただきます。

●地域で行われる資源回収
［小中学校］
11日㊏　池野小学校PTA
　　　　（℡67-0544）
　　　　羽黒小学校PTA
　　　　（℡67-0046）
25日㊏　犬山南小学校PTA
　　　　（℡61-2231）
　　　　楽田小学校PTA
　　　　（℡67-1005）
　　　　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）
　　　　城東中学校PTA
　　　　（℡61-0501）
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（寺田　℡65-2680）
毎週㊍　 8：30〜10：00
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦　℡61-2200）
毎週㊋㊍（社福）まみずの里
　　　　　きりり作業所
　　　　　（℡62-4733）
6 日㊡　大本町
　　　　（林　℡61-0144）
11日㊏　本町町内会
　　　　（兼松　℡62-1011）
　　　　橋爪上子供会（真下
　　　　℡090-1746-3699）
26日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸　℡62-4104）
※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。
日程の変更・回収等については各
団体に確認してください。
問合　環境課（℡44-0344）

スプレー缶類の
穴開け廃止について

　平成31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
新聞紙にしみ込ませ、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）

地価公示価格を発表
　地価公示法に基づき、国土交通省では地価調査を毎年行っています。
　国の地価公示価格は県の基準地価格とともに、土地を取り引きする時の参考になるものです。
●平成30年県の基準値価格（平成30年 7 月 1 日現在）

種別 所在地 1㎡当たりの
価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,800

2 橋爪字一丁田12番32 89,600

3 字西北野112番69 65,000

4 五郎丸字猿屋東77番17 69,800

5 上坂町 3丁目56番 1 83,700

6 善師野字伏屋13番 29,800

7 字荒井76番 3 38,400

商業地

5-1 天神町 1丁目 8番 134,000

5-2 字外屋敷82番外 69,000

5-3 松本町 2丁目102番 1 外 109,000

工業地 9-1 字味加田 1番 1外 57,500

林地 17 今井字宮下31番 1 860

●一定面積以上の土地取引には届出が必要
　市内の市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区
域では5,000㎡以上の土地を取り引きする場合（売買
や交換、地上権・賃借権の設定など）は、契約締結後、
契約日を含めて 2週間以内に土地の取得者による届
け出が必要です。
　届け出は、市で受け付け、県で利用目的を審査し
て妥当性を判断します。届け出をしないで取り引き
した場合は、国土利用計画法違反となり処罰される
ことがありますので、注意してください。
問合　企画広報課（℡44-0312）

●平成31年国の地価公示価格（平成31年 1 月 1 日現在）

種別 所在地 1㎡当たりの
価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,800

2 橋爪字万願寺39番16 72,900

3 羽黒字八幡20番 5 外 55,800

4 犬山字西古券468番 56,200

5 上野新町192番 76,400

6 犬山字辰ヶ池30番 3 64,500

7 羽黒字小安101番 7 59,100

8 前原字天道新田81番173 35,200

9 字中唐曽65番22 60,800

10 松本町 3丁目29番外 105,000

11 前原字井島 5番14 64,900

12 五郎丸字狭間82番 7 外 59,100

13 羽黒字堂ヶ洞14番43 44,900

14 字横町191番 3 60,000

15 内田東町 8番 3 70,200

16 犬山字中野33番 3 60,000

17 犬山字白山平53番 7 47,600

18 字城山69番 8 59,300

商業地

5-1 犬山字東古券195番 2 外 100,000

5-2 犬山字専正寺町14番 3 92,400

5-3 天神町 1丁目 8番 134,000

5-4 羽黒字東向畑35番 4 65,400

工業地 9-1 字惣作 1番 2 50,600

総合治水推進週間　 5 月15日㊌〜21日㊋
　山林や田畑などには、雨水を一時的に貯

た

めたり、地下に浸透させる機
能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。
　しかし今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに
覆われ、河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、
洪水の危険性が増しています。また河川に入りきらない雨水によって、
低い土地での浸水被害の危険性も増しています。
　新川流域では、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づいて、洪水や浸
水を防ぐための取り組みを行っています。
　詳細は新川・境川流域総合治水対策協議会ホームページ（http://
www.sougo-chisui.jp/）を見てください。

●ビジュアルボードフェア
　総合治水を理解してもらうた
め、図や写真を用いたパネルの展
示を行います。
日時　 5月31日㊎〜 6月 6日㊍
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　整備課（℡44-0333）
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ひとりでも 多くの人を救う

5 月は赤十字運動月間
〜被災者に寄り添って〜

〜自助力・共助力の向上〜

　赤十字では被災者の声に耳を傾け、心に寄り添った救護活動を実施し
ています。
　愛知県支部では平成30年 7 月豪雨（西日本豪雨）で医療救護班を発災
直後から派遣し、救護活動を展開しました。
　活動の内容も、救護所の設置や避難所等での診療の他、避難所生活へ
の支援やこころのケアなどさまざまです。
　また全国的に活動している赤十字のネットワークを
活
い

かし、長期的に支援を継続できることが特徴です。

　過去の大規模災害での経験を活かし、
地域の自助力・共助力の向上を図り、将
来発生が危惧される南海トラフ地震など
の災害による被害を減らす取り組みを県
内各地で行っています。
　取り組みの内容は、行政をはじめとし
た関係機関と連携し、地域住民にも参加
いただける地域のための防災訓練の実
施、幼児・児童への防災教育、地域で共
に暮らす外国人住民の方へいのちを救う
知識や技術を伝える多文化共生社会への
取り組みなど、多岐にわたっています。

こころのケア

避難所生活への支援

避難所等での診療

防災教育への取り組み

赤十字防災セミナー

皆さまからの大切なご支援は 活動にそのままつながります

日本赤十字社はこのような活動を行っています

国際活動
日本からの思いやりの心を
届ける

赤十字ボランティア
互いに助け合う
ネットワークづくり

　犬山市においても、犬山市赤十字
奉仕団（団員数40人）が防災講習会
や地域でのボランティア活動などを
行っています。
　現在、犬山市赤十字奉仕団では団
員を募集しています。皆さまの活動
へのご参加をお待ちしています。
　詳細については、下記へ連絡して
ください。
問合　福祉課庶務・生活保護担当
　　　（℡44-0320）

■赤十字ボランティア
　「犬山市赤十字奉仕団」

青少年赤十字
子どもたちの育成

医療活動
地域の皆さまに
信頼される病院として 看護師養成

災害救護を支える赤十字の看護師

血液事業
いのちのバトンをつなぐ

講習会の開催
ひとりでも多くのいのちを守るために

○自然災害による被災者や
　紛争犠牲者への緊急支援
○復興支援や防災を通じた
　地域の基盤づくり
○健康問題を改善するため
　の保健衛生事業

○�県内で約2万人の赤十字ボラン
ティアが活動

○�災害救護活動、救急法・幼児安
全法などの講習指導、地域のボ
ランティア活動等で活躍

○学校教育の現場で、子ど
　もたちが自ら「気づき、
　考え、実行する」力を育成
○愛知県内では42万人の
　子どもたちが活動
○防災教育の推進

○質の高い救急医療および
　高度医療を提供
○中核的医療機関として、
　地域医療に貢献
○災害時における国内外へ
　の医療チーム派遣

○将来、国内外を問わず広く社会
　に貢献できるよう質の高い看護
　教育を実施
○国際人道法や災害時の看護を学
　習

○安全な血液製剤を24時間
　365日いつでも届けられる
　安定した供給体制づくり
○若年層に対する献血の
　重要性についての理解促進

○緊急時の手当など命を守るため
　の知識や技術の普及
○健康増進や介護予防、地域で行
　う高齢者支援等に役立つ知識や
　技術の普及
○水の事故から身を守る方法など
　の講習会を開催

皆さまからいただいた活動
資金は、上記の活動以外に、
犬山市でも救援物資備蓄等
の購入費用やボランティア
活動などに活用しています。
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健 康

新たな農業関係
補助制度

　市の農業を推進していくため、
本年度から新たに次の施策に取り
組んでいきます。
狩猟免許取得費等補助金
　イノシシ等による農作物被害を
防止するため、わな免許を新規に
取得し、有害鳥獣の捕獲を行う人
に対して、わな免許取得に必要な
経費を補助します。必ず試験申し
込み前に産業課へ相談してくださ
い。
対象　市内在住か市内の農地を耕

作する人
対象経費　免許試験申請手数料、

講習会経費、診断書料等
補助率　 2分の 1
※狩猟免許試験は県主催で 8月・
2月の年 2回開催
荒廃農地等利活用促進事業補助金
　耕作放棄地の解消を促進するた
め、市街化調整区域内にある耕作
放棄された農地を再生する活動に
対して補助します。
対象　再生活動を行い、 3年以上

の耕作継続が確実と見込ま
れる農業者等

補助額　10aあたり 5万円
　　　　（上限額15万円）
※申請に関する条件や手続き、上
記以外の農業施策については産業
課へ問い合わせてください。
問合　産業課（℡44-0341）

あいち技能伝承
バンク・技の伝承士
派遣事業

　県では、若手技能者へ技能を伝
承するため、中小企業や工業高校
等に熟練技能者「あいち技の伝承
士」を講師として派遣し、オーダー

メイド型の実技指導を行っていま
す。講師派遣にかかる費用は県が
負担するため、無料で指導を受け
ることができます。
　コーディネーターが、現場で希
望事項等を聞いた上で、講師の選
定や指導内容等の調整を行います。
期間　 5月〜令和 2年 2月まで
日数　 1日〜 5日（ 1日あたり 2

〜 3時間程度）
対象　おおむね40歳代までの中小

企業の従業員（外国人技能
実習生も対象）

申込・問合　愛知県産業人材育成
支援センター（℡052-954-
6717）へ

善意ありがとう
ございます

●犬山城保存活用費寄附金
　10,000円　
　犬山グッドウィルガイド
●福祉基金寄附金として
　3,000円　K・K

市民健康館休館
　市民健康館では、「さら・さく
らの湯」など館内施設のメンテナ
ンス作業を行うため、期間中は全
館を臨時休館します。
　休館時は、交流ホールや会議室
の使用も原則として中止します。
期間　 5月13日㊊〜15日㊌
問合　市民健康館（℡63-3800）

風しん抗体検査と
予防接種を
公費で受けられます

　風しんの感染拡大防止のため、
公的な接種の機会がなかった昭和
37年 4 月 2 日〜昭和54年 4 月 1 日
の間に生まれた男性に、令和 4年

3月31日までの 3年間で段階的
に、抗体検査と予防接種（抗体検
査を受け、十分な抗体がなかった
人）が公費で実施されます。対象
者にはクーポン券を順次発送しま
す。
対象　本年度は、市内在住で昭和

47年 4 月 2 日〜昭和54年 4
月 1 日の間に生まれた男性

※抗体検査・予防接種を受けられ
る医療機関等のリストは、厚生労
働省ホームページ「風しんの追加
的対策について」を見てください。
問合　保健センター（℡61-1176）

選んで楽しく
健康レストラン
食事バランスチェック

　あなたの日常の食事内容やバラ
ンスをチェック。食べた献立を本
物そっくりの食品サンプルの中か
ら選んでセンサーボックスの上に
のせると、カロリーや栄養成分が
一目でわかります。食の改善推進
員によるアドバイスも受けられま
す（無料、予約不要、時間内随時
受け付け）。
日時　 5月13日㊊10：00〜12：00
　　　（受付は11：30まで）
場所　市役所 2階205会議室
持物　健康手帳
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康なんでも相談
　無料、予約不要で、市内の医師
に気軽に相談できます。
日時　 5月21日㊋13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　にわ耳鼻咽喉科
　　　　丹羽一志氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

歯科なんでも相談
　無料、予約不要で、市内の歯科
医師に気軽に相談できます。
日時　 5月22日㊌13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　河合歯科医院
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

ゲートキーパー講座
〜こころのサインに気づいたとき
にできること〜
　ゲートキーパーとは、悩んでい
る人に気づき、声をかけ、話を聞
いて、必要な支援につなげ、見守
る人のことです。
　悩みを抱えた人は「どこに相談
してよいか分からない」「どのよ
うに解決したらよいか分からな
い」等の状況に陥っていることが
あります。周囲の人が、大切ない
のちを支えるゲートキーパーとし
て、できることから始めませんか。
日時　 6月14日㊎13：30〜15：00
場所　市民健康館
講師　（社福）愛知いのちの電話

協会事務局長　兼田智彦氏
対象　市内在住
定員　先着50人
持物　健康手帳
申込・問合　5月13日㊊から市民

健康館（℡63-3800）へ

健康いぬやま応援メニュー
〜めざせ 5 つ星☆〜新規協力店の紹介

　健康に関する 5つの項目（エネルギー700kcal以下、野菜120g以上、塩分
3 g以下、地産地消（県内食材使用）、禁煙）について 3項目以上を満たすと
ともに、犬山らしいものやイメージできるものを取り入れたお店を協力店と
して認定しています。新たに 4店舗が認定されました。

●カフェ＆レストランアイランド
　（喜六屋敷）� ℡67-0998

入鹿池のダムカレー

　ダムに認定された入鹿池をモチー
フにしています。たまねぎがカレー
に溶け込んでいるため、見た目以上
に野菜の摂取ができ、野菜の苦手な
子どもにおすすめです！手作りのカ
レーとコールスローサラダで塩分が
3.0g以下です。

●びすとろMARU（五郎丸東）
℡080-4227-0141

1日の1/2分の野菜リゾットセット

　地元の野菜を積極的に使用。ド
レッシング、ベーコンは自家製です。
リゾットには玄米が使用され、白米
より鉄分やビタミンB1、食物繊維
などが摂取できます。犬山名物「げ
んこつ」のきなこを使った手作りプ
リンがつきます。

●キリン亭（天神町）
℡61-0264

犬山田
でん

カツ定食

　犬山の田楽をイメージし、満足感
とカロリー制限を両立するため、カ
ツには「豆腐」を使用。豚肉のカツ
に比べエネルギーが約半分、脂質が
約1/4カットされます。食材は市内
の米や野菜を仕入れて使用。カツの
みそだれを控えめにすれば減塩にな
ります。

●日本モンキーパーク内オアシスレストラン
　「八仙」（犬山字官林）�℡090-1758-0389

花子トマトラーメン

　市シルバー人材センターが栽培し
ているトマト「おいしい花子」をスー
プやトッピングに使用しています。
スープは少なめでトマトが溶け込ん
でいるため、減塩につながっていま
す。チーズでトマトの酸味が抑えら
れ、まろやかで食べやすいです。

問合　事業については市民健康館（℡63-3800）、保健センター（℡
61-1176）

　　　メニューについては各店舗へ

【エネルギー】
694kcal

【塩分】
3.0g

【野菜】
123g

【地産地消】

【エネルギー】
680kcal

【塩分】
2.9g

【禁煙】【野菜】
185g

【地産地消】

【エネルギー】
676kcal

【地産地消】【野菜】
120g

【エネルギー】
494kcal

【塩分】
2.5g

【禁煙】【野菜】
132g

【地産地消】
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健 康 健康マイレージ事業「犬
けん

健
けん

チャレンジ」
ポイントためて、楽しみながら　健康でお得！

　「犬健チャレンジ」は、楽しみながら健康づくりができる事業です。
対象　市内在住の18歳以上
実施期間　 5月 1日㊗〜令和 2年 1月31日㊎
参加方法
　ステップ①「犬健チャレンジ」ポイントシートを受け取る
　　　　　　ポイントシートは、市民健康館、保健センター、市役所総合受付、各出張所で配布しています。
　　　　　　市ホームページからもダウンロードできます。
　ステップ②ポイントを貯

た

める
　　　　　　○必須項目※必ず一つ以上受診
　　　　　　・市が実施する健診や職場等での健診、人間ドッグ、がん検診等を受けると 1回につき20ポイント
　　　　　　　例）特定健診＋がん検診で40ポイント
　　　　　　○選択項目
　　　　　　・健康に関連した講座やイベントへの参加で 5ポイント
　　　　　　・健康づくりのために目標を立て 3か月間取り組むと 5ポイント
　ステップ③40ポイント貯まったら「まいか」カードと交換
　　　　　　※「まいか」を県内の協力店舗で提示すると割引サービス等を
　　　　　　　受けることができます。
　　　　　　交換場所　市民健康館または保健センター
　さらに…応募した人の中から抽選で賞品が当たります
　　　　　　賞品内容
　　　　　　　A賞　 1万円商品券10人
　　　　　　　B賞　5000円相当の地元名産品20人
　　　　　　　C賞　1000円のクオカード50人
　　　　　　　※厳正な抽選の上、当選者には令和 2年 2月下旬頃に直接連絡します。
　　　　　　　さらに・・・Wチャンス！！外れた人の中から市内事業所の協賛品が当たります。

平成30年度は下記の協賛品を市内事業所よりいただきました。

入鹿ハチミツ賞

レンゲはちみつ100g
1 本〈 5人〉

くいもんや源賞

自然薯ドーナツ
5個入り〈 5人〉

日比野製茶賞

グリーンティー
1袋〈 5人〉

高田屋製菓賞

きなこぼー 2本入り
20セット〈10人〉

JP資源株式会社賞

トイレットペーパー
5個〈20人〉

株式会社サイトウ賞

ポリポリくん
1袋〈 5人〉

尾関作十郎陶房賞

ぐい呑
のみ

1 個〈 5人〉

有限会社マルヒロ賞

バッグインバッグ
1個〈 5人〉

●犬健チャレンジ対象事業
必須項目※必ず一つ以上受診
　※平成31年 2 月以降の健診等から可
　・国保加入者特定健康診査
　・後期高齢者健康診査
　・各種がん検診（医療機関・集団）
　・39歳以下健康診査
　・成人歯科健康診査
　・妊婦歯科健康診査
　　（パパママ教室、歯科医院）
　・職場等の一般健診
　・職場等の人間ドック
　・職場等の各種がん検診
　　（胃バリウム検査等）

選択項目
※一部を掲載。詳細はポイントシートを見てください。
　・ウォーキングアプリ「てくてく」（ 4月 1日号参照）
　・アラフィフ世代の運動講座
　・生き活

い

き栄養講座
　・選んで楽しく健康レストラン
　・若い人のための料理教室
　・骨密度チェック
　・ 0・ 1・ 2歳児を持つ親の勉強部屋
　・ファミリー・サポート・センター講習会
　・犬山市民総合大学　敬道館
　・健康づくりのために目標を立てて 3か月取り組む

等

●ポイント付与の方法
【必須項目】
○医療機関等で健診を受けたら、市民健康館・保健センターでスタンプを押します。健診結果票や健康手帳など、
健診を受けたことが証明できるものを持って来てください。医療機関等ではスタンプを押していませんので、注
意してください。
【選択項目】
○各事業に参加するとき、受付でスタンプを押します。参加した事業名と日付を記入してください。
※市民総合大学では、配布する資料にあるマークを切り取ってポイントシートに貼ってください。
○健康づくりへの取り組み（ 3か月間）
ポイントシートに目標と取り組み「開始日」を記入し、達成後、「達成日」を記入します。市民健康館・保健セ
ンターでスタンプを押します。
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康プラン21
　第 2次みんなで進めるいぬやま
健康プラン21（平成26年度〜令和
5年度）は、10年間の健康づくり
の行動計画で、この計画に基づき
さまざまな健康づくり施策を進め
てきました。 5年が経過し、昨年
度市民のアンケート結果をもとに
中間評価を行い、計画の見直しを
行いました。今月号からこのコー
ナーでは 9分野あるテーマごと
に、その一部を紹介します。今回
は喫煙についてです。
●喫煙について
　「犬山市民の健康づくりに関す
る実態調査」アンケート結果では、
成人の喫煙率は、平成24年度に比
べて男性は増加、女性は増減なし

ちょこっと歩こう
犬山

　今回は、ひばりヶ丘公園を歩く
コースです。健康づくり推進員と
一緒に歩いてみませんか。
日時　 5月10日㊎10：00〜
　　　（約 1時間）
集合場所　ひばりヶ丘公園駐車場
場所　ひばりヶ丘コース
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）

でした。
成人喫煙率

性別 策定当初値
（平成24年度）

現状値
（平成30年度）

男性 19.5％ 23.0％

女性 　4.7％ 　4.7％

　さらに、喫煙者のうち32.9％の
人が「できればやめたいと思って
いる」と答えていることが分かり
ました。
　喫煙者にとって、今後も元気で
自分らしく生活していくために、
禁煙は最も優先順位の高い課題で
す。自分や家族のためにも禁煙に
チャレンジしませんか。その際に、
ぜひ禁煙外来や市の禁煙相談を活
用してください。
問合　市民健康館（℡63-3800）
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高 齢 者

相 談

子 育 て

5 月に満85歳
になる人へ

　高齢者の外出支援として、タク

成年後見人制度
無料相談会

　成年後見制度は、認知症や知的
障害、精神障害などにより、判断
能力の不十分な人に対して、家庭
裁判所が定めた代理人が、財産管
理や施設入所、介護・障害サービ
スの契約締結や解除などを行い、
本人の利益を守る制度です。制度
の内容や利用などに関して困って
いる人の個別相談に応じます。
日時　 5月15日㊌13：00〜15：00
場所　福祉会館 4階401会議室
申込　不要（当日直接会場へ）
問合　一社）コスモス成年後見サ

ポートセンター愛知県支部
事務局（℡052-908-3022）

若者の就労無料相談
　専門のキャリアカウンセラー
（進路・就職相談の専門家）によ
る個別相談と適性診断です。
日時　 5月 8日㊌10：00〜12：00
　　　　　　　　13：00〜16：00
場所　ハローワーク犬山　プレハ

ブ会議室
対象　無業の状態にある若者（15

歳〜39歳）、子どもの就職
に悩みがある保護者

定員　 5人　　費用　無料
申込・問合　前日までにいちのみ

や若者サポートステーショ
ン（℡0586-55-9286　㊋〜
㊏10：00〜17：00）へ

シー料金の基本料金相当額を助成
しています。85歳の誕生日の前日
から交付の手続きができます。
対象　満85歳以上の人（障害者タ

クシー料金助成の対象とな
る人を除く）

枚数　 5月申請は26枚交付（年間
最大28枚交付）

持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝× 3
㎝） 1枚

申込・問合　長寿社会課高齢者福
祉担当（℡44-0325）へ

高齢者が地域で
集える場を紹介

　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。
●富岡クラブ

　富岡地区の高齢者が元気になる
ようにとの願いから、区長などの
協力も得て、昨秋、富岡クラブが
つくられました。毎月第 1・ 3㊋
に富岡第一公民館でクロリティー
や茶話会を行っています。
　クロリティーは、年齢や体力に
関係なく楽しめる室内ゲームで、
誰もが熱中できます。ゲームを待
つ間も世間話に花が咲いていま
す。健康づくりやおしゃべり、富
岡地区の住民の交流など、活気に
満ちた楽しいひと時を過ごしてい
ます。
　現在は、70〜80歳代が中心です
が、これからはもう少し若い世代
の参加も期待しています。
　城東地区の集える場に関する問
い合わせは、城東地区高齢者あん
しん相談センター（℡61-7800）へ。
※掲載を希望する住民主体の活動

子ども俳句教室
（たのしく言葉あそび）

　俳句は世界
最短の定型詩
とも呼ばれ、
日本が世界に
誇る独自の文
化の一つです。さまざまな言葉を
組み合わせることで、一つの物語
や無限の世界を創り出すことがで
きるといわれています。
　この講座は、季節を感じながら
言葉遊びをし、子どもたちが自然
に俳句にふれることで、言葉を学
び、感性を磨き、想像力を豊かに
していくことをめざします。
日時　全 4回講座
　　　夏の回　 6月16日㊐
　　　秋の回　 9月15日㊐
　　　冬の回　12月15日㊐
　　　春の回　令和 2年
　　　　　　　 3月15日㊐
※各回とも13：30から約90分
場所　市立図書館 2階展示室など
対象　市内在住・在学の小学 1〜

6年生
定員　先着16人
費用　無料
講師　宮地瑛子氏
申込・問合　 5月 3日㊗〜 6月 7

日㊎に市立図書館（℡62-
6300）へ（電話申込可）

※ 4回すべて出席した人には、
「俳句キッズ認定証」とすてきな
記念品を渡します。

ママ友 in 犬山

　犬山で楽しく育児をするために
ママ友を作りませんか。年齢で区
切っているので同年代のママと話
ができます。
日時　 5月17日㊎10：00〜11：30
　　　（受付 9：45〜）
場所　保健センター
内容　ママ主体のおしゃべり会
対象　30歳までの市内在住の妊婦

〜未就園児を子育て中のマ
マ

※30歳以上は 7月12日㊎に開催予
定です。
申込　不要
問合　保健センター（℡61-1176）

きらきらママ教室
　産後のリフレッシュのためにバ
ランスボールを使った体操をしま
せんか。
日時　 6月14日㊎10：00〜11：30
　　　（受付 9：45〜）
場所　保健センター
対象　産婦（産後 2〜 6か月）
定員　先着15人
費用　無料
持物　運動のできる服装、水分、

汗ふきタオル
申込・問合　 5月14日㊋から保健

センター（℡61-1176）へ

ファミリー・サポート・センター講習会（第 1 期）
　ファミリー・サポート・センターは、地域の子育て支援の輪が広がり
安心して子育てができるように依頼会員と援助会員が助け合いながら活
動を行っています。子育て中の人に役立つように、日頃の援助活動が安
心・安全に行えるように講習会を開催します。
①救急救命講習〜子どもの安全と応急手当〜
日時　 6月 6日㊍10：00〜11：30　講師　消防署職員
②交通事故から子どもを守るために
日時　 6月13日㊍10：00〜11：30　講師　警察署交通課職員
③ 0・ 1・ 2歳の育ちと関わり方
日時　 6月21日㊎10：00〜11：30　講師　子ども未来園園長
①②③共通事項
場所　東児童センターさんにぃれ
対象　会員と子育て支援に興味関心のある人
定員　20人　費用　無料　持物　筆記用具
申込・問合　 5月 8日㊌から電話でファミリー・サポート・センター（東

児童センターさんにぃれ内、℡48-1521）へ
※託児はありません。同室内にあそびスペースを設置します。

子育て講座「 0・1・2 歳児を持つ親の勉強部屋」
第 1 期　受講生募集

　「赤ちゃんとの関わり方は、どのようにするといいのかな」「赤ちゃん
に、どんな言葉をかけたらいいのかな」と悩んでいるママたちのために、
子育てについて専門の先生からヒントをもらい、子育て力がアップする
講座（全 5回）です。
　今回の勉強部屋では、親子の絆を深めながら、子どもの発達を促すた
めの関わり方や育て方のポイント等、必要な話を聞き、実習をします。
講座を通して子育て仲間の輪も広がります。

日時 講座名 講師 託児
① 5月29日㊌
　10：00〜11：00 「ベビー＆ママヨガ」 ヨガインストラクター

中山聡子氏
親子
参加

② 6月 6日㊍
　10：00〜11：30

「簡単！
　手作り離乳食」

保健センター管理栄養士
岩見恵美子氏 あり

③ 6月11日㊋
　10：00〜11：00

「子どもの成長を
　伸ばす片付け術」

幸せ収納
インストラクタープロ　
森川貴子氏

あり

④ 6月19日㊌
　10：00〜11：00

「親子で楽しむ
　 0 歳からのリトミック」 ピアノ講師　高木雅子氏 親子

参加
⑤ 6月25日㊋
　10：00〜11：00

「親と子をつなぐ
　おはなしの世界」

愛知文教女子短期大学
准教授　真下あさみ氏 あり

場所　市民健康館201会議室、調理実習室、交流ホール
対象　 0・ 1・ 2歳児とその保護者（両親、祖父母、保護者のみの参加可）、

妊婦
定員　先着20組　費用　 5回で1,000円　託児　生後 6か月以上児
申込・問合　 5月15日㊌から子育て支援センター（℡66-5700　 9：30〜

16：00）へ
※ 0歳児向けの内容です。第 1・ 4回は親子で一緒に参加する講座です。
※都合により講師が変更になる場合があります。

を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）
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子 育 て

　各施設で子育て支援事業を実施しています。日程は変更されることがあります。

★児童館・児童センター　問合　犬山西児童センター（℡62-3041）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容 その他

子育て広場
「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0歳から）と
保護者

毎週㊊〜㊎
10：00〜15：00
㊗㊡は除く

市内児童館・
児童センター

体操・手遊び・
サーキット遊び・
新聞紙遊びなど

散歩に行こう・ミニ講座
（日程は各児童館・児童
センターに問い合わせて
ください）
※東児童センターさん
にぃれでは「おはようタ
イム」として実施します。

パパも
　あそぼう

未就園の乳幼児と
父親
（家族も大歓迎）

5月18日㊏
10：30〜11：30

犬山西児童
センター 運動遊び 各児童館・児童センター

でも自由に遊べます。

★子育て支援センター　問合　子育て支援センター（℡66-5700）　さら・さくら つどいの広場（℡63-3817）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

すくすくタイム 生後 3か月〜 5か月の
子どもと保護者

5月 8日㊌
10：30〜11：30

市民健康館

あやし遊び・絵本・
ミニ講座・情報交換

さくらっこ
　ひよこ

6か月〜 1歳未満の
子どもと保護者

5月10日㊎
10：30〜11：30

季節の歌・お話・離乳食講
座・親子ふれあい遊び

さくらっこ
　あひる

1歳〜 1歳 6か月の
子どもと保護者

5月24日㊎
10：30〜11：30

季節の歌・お話・
親子ふれあい遊び

にこにこタイム 0歳〜 3歳の多胎児と保護者
多胎児妊婦

5月 8日㊌
14：00〜15：00

東児童センター
さんにぃれ

親子ふれあい遊び・
情報交換

わくわくっこ 2歳〜就園前の子どもと
保護者

5月16日㊍
10：30〜11：30 英語で遊ぼう・絵本

子育て広場
「おはようタイム」

未就園の乳幼児（ 0歳〜）
と保護者

毎週㊊・㊌〜㊎
10：00〜10：30 歌・体操・絵本など

★相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日（㊐㊊㊗㊡健康館休館日除く）9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜15：00） さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）

毎日（㊋㊗㊡除く） 9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜16：00）※㊐は12：00まで

子育て支援センター（℡66-5700）
（東児童センターさんにぃれ内）

毎日（㊏㊐㊗㊡除く） 9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜15：00） 橋爪子育て支援センター（℡61-7533）

家庭児童 毎日（㊐㊗㊡除く） 9：00〜16：00　 家庭児童相談室　（℡62-4300）

利用者支援 毎日（㊏㊐㊗㊡除く） 8：30〜17：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などをおこないます。 子ども未来課（℡44-0324）

発達支援
（要予約）

5月10日㊎、21日㊋　　 3歳児〜中学生
① 9：15〜　②10：45〜　③13：00〜　④14：30〜　 子ども未来センター（℡61-1295）

すくすく❣
いぬまる

毎日（㊏㊐㊗㊡除く） 8：30〜17：00　※妊娠、出産、子育て期の相談に保健師や助産師等が対応します。
専用電話　℡44-0359（保健センター内）
専用アドレスsukusukuinumaru@city.inuyama.lg.jp（電話で対応しますので名前や電話番号を記載）

5 月の子育て支援事業

トランポリン
競技大会・実演会

　オリンピックの正式種目である
トランポリンの愛知県競技大会と
公開実演を観覧できます。
日時　 5月 4日㊗
　　　競技11：00〜16：30
　　　実演16：30〜17：00
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 2階

費用　観覧無料
※室内シューズを持参してくださ
い。
※事前申し込み、受け付け不要
※当日進行により、スケジュール
を変更する場合があります。
※撮影はできません。
問合　愛知体操協会トランポリン

委員会�後藤（aichitramp
＠gmail.com）

図書館DVD上映会
日時　 5月19日㊐14：00〜上映
　　　（上映時間約60分）
場所　市立図書館 2階視聴覚室
内容　上映作品「おしりたんてい」
　　　�①ププッとかいけつ！おし

りたんていとうじょう！
　　　�②ププッちいさなしょちょ

うのだいピンチ!?
　　　�③ププッおおどろぼうあら

わる！
対象　幼児から
定員　当日先着50人
費用　無料
問合　市立図書館（℡62-6300）

ひよこちゃん
おはなし会会員募集

　子どもと本との出会いや、家庭
での読み聞かせをはじめるきっか
けづくりのため、毎月開催するお
はなし会の会員を募集します。
　語り手は、「どんぐり文庫」の
古川よし子さんほか。
日時　 7〜 3月の毎月第 1㊌
　　　11：00〜（30分程度）
※初回は 7月 3日㊌、1月は第 2㊌
場所　市立図書館児童室
　　　おはなしの部屋
内容　絵本、紙芝居、わらべうた、

手あそびなど
対象　 1歳以上の未就学児と保護

者
定員　先着30組
費用　無料
申込・問合　 5月19日㊐〜 6月28

日㊎に市立図書館（℡62-
6300）へ（電話申込可）

※非会員の人も当日参加できます。

早期教育相談
子育てで気になることのある人へ
　県教育委員会では、子育てで気
になることのある人、子どもに障
害があると思われる人、子どもの
就学について相談したい人など
に、早期教育相談を実施します。
相談は予約制で無料です。
日時　 7月25日㊍・26日㊎
　　　10：00〜16：00
場所　一宮市教育センター（一宮

市若竹 3 - 1 -12アイプラザ
一宮 3階）

対象　乳幼児（ 0歳以上）から、
来年度に小学校へ入学する
子どもとその保護者

申込・問合　 6月17日㊊までに学
校教育課（℡44-0350）へ

※学校教育課や小中学校でも早期
からの相談を随時受け付けていま
す。

県立特別支援学校
体験入学

　県教育委員会では、来年度に
小・中学校、高等学校入学予定で、
障害のあると思われるお子さんと
その保護者を対象に、特別支援学
校の体験入学を実施します。体験
入学日以外にも、随時相談を行っ
ています。
●知的な発達に遅れのある子ども
日時　小学部 9月13日㊎・17日㊋
　　　中学部 9月11日㊌・18日㊌
　　　高等部見学会 6月11日㊋
場所　一宮東特別支援学校
　　　（℡0586-51-5311）
●手足の不自由な子ども
日時　小学部 9月18日㊌
　　　　　　10月16日㊌
場所　小牧特別支援学校
　　　（℡73-7661）
日時　小学部10月10日㊍
場所　一宮特別支援学校
　　　（℡0586-78-4635）

●病気で入院している子ども
日時　 7月10日㊌、10月29日㊋
場所　大府特別支援学校
　　　（℡0562-48-5311）
●盲学校
日時　随時実施
場所　名古屋盲学校
　　　（℡052-711-0009）
●聾学校（説明会のみ）
日時　幼稚部　 6月18日㊋
　　　小学部　 6月 4日㊋
　　　中学部　 6月12日㊌
　　　高等部　 6月13日㊍
場所　一宮聾学校
　　　（℡0586-45-6000）
申込・問合　電話で体験入学先の

学校へ
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春の西コミ
ウオーキング

尾張広域緑道完成記念ウオーキン
グ
　尾張広域緑道が30数年の時を経
て、井堀町部分の整備を最後に完
成します。この完成を記念し、ウ
オーキングを開催します。吉野神
社では芋煮のふるまいがあります。
日時　 5月 6日㊡ 8：00スタート
　　　（雨天中止）
集合　犬山中学校蛍雪橋前
コース　蛍雪橋〜高雄南郷〜国道

41号手前で折り返し〜高雄
南郷〜蛍雪橋〜井堀町〜吉
野神社

費用　無料
申込　不要
持物　帽子、タオル、飲み物、

ティッシュ、レジ袋
問合　犬山西コミュニティ推進協

議会会長　稲垣
　　　（℡090-4867-9721）

シルバー人材
センター写真同好会
写真展

　自らの足でたどった近くの町の
風景、暮らしの中で出会った事物
を一枚の写真に切り取った瞬間の
記録20点ほどの作品展示。
日時　 5月13日㊊〜17日㊎
　　　�9：00〜17：00（初日11：00

から　最終日16：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　シルバー人材センター
　　　（℡62-8505）

第18回蘭風水墨画院
楽風会作品展

　四季折々の花や風景に思いを添
え、墨の力を借りて楽しみながら
描いた作品です。
日時　 5月14日㊋〜28日㊋（初日

14：30から最終日14：00まで）
場所　名鉄犬山ホテル　連絡通路
問合　奥村（℡67-0322）
　　　木全（℡72-7403）

ボーイスカウト
犬山第 5 団
スカウト 1 日体験

日時　 5月19日㊐ 9：00〜15：00
場所　市民健康館
内容　屋内・野外でのボーイスカ

ウト活動体験（ゲーム、野
外調理）

対象　年長〜小学 3年生
定員　先着10人
費用　 1人300円（材料代・保険

料、子ども・保護者それぞ
れ必要）

申込・問合　 5月 1日㊗〜12日㊐
に電話かファックスでボー
イスカウト犬山第 5団　境
（℡・Fax61-5373）へ

2019おんぶん
コンサート
出演者募集

日付　 8月18日㊐
場所　南部公民館講堂
対象　市内在住・在勤または音楽

活動の拠点が市内にある団
体・グループ・個人

分野　クラシックか準クラシック
演奏時間　 1ステージ演奏時間12

分以内（時間厳守）
費用　団体・グループ・個人とも

3,000円
※事前説明会 7月17日㊌に集金
申込　 5月31日㊎までに参加申込

書（市民文化会館にありま

す）に記入し市民文化会館
か音楽文化協会へ

※ソロ演奏で初参加申込者に限
り、本番での演奏曲を自身で演奏
した録音メディア（メモリーカー
ド等）を添えて提出してください。
問合　犬山音楽文化協会事務局　

河村（℡090-1831-4182）

クラブチーム
犬山リトルリーグ
団員募集

　城東地区を拠点に活動している
硬式野球チームです。
日時　毎週㊏㊐㊗ 8：30〜17：00
場所　城東地区犬山リトルリーグ

専用グラウンド
対象　小学生男女
※未就学児も練習に参加できます。
問合　池田（℡090-1294-3432）
※詳しくは「犬山リ
トルリーグ」のホー
ムページへ

卓球（月曜会）
メンバー募集

　ちょっと体を動かし、一緒に楽
しく汗をかきませんか。仲間（男
女、年齢不問）を募集しています。
一度、見学に来てください。
日時　毎週㊊ 9：00〜12：00
場所　勤労青少年ホーム（体育セ

ンター）
問合　斉木（℡67-3126）

犬山里山学センター
企画展「里山のくらし」

　竹は昔から身近にあって、木と
ともに人々との生活や文化をささ
えてきました。竹の特徴、一生、
構造についての説明と竹を利用し
た道具を展示しています。
問合　犬山里山学センター（℡65-
　　　2121　 9：00〜17：00　㊊除

く　㊊が㊗の場合は翌日）

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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図書館でメモ帳作りに挑戦
　 3月23日、市立図書館で「作ってみようMYメモ帳」
と題したワークショップが開催され、市内在住の小学生
14人が参加しました。製本技能士を講師に招き、本の歴
史や成り立ちを聞いた後、参加者らはハードカバー製本
の本格的なメモ帳作りに挑戦。用意された布やクロスを
表紙・裏表紙・背表紙となる厚紙にのりで貼り付け、最
後に中身となるメモ用紙部分を貼り合わせ約 1時間かけ
て完成させました。

災害時の燃料提供に関する協定を締結　
　 3月14日、市は大同メタル工業株式会社犬山事業所と
「大規模災害時における燃料等の提供に関する協定」を
締結しました。協定により、同社工場の地下に貯蔵され
た燃料を大規模災害時などに人命救助活動をする消防車
両の緊急燃料として使用できるようになります。災害
時・復旧期の支援で地域貢献できればと同社から申し出
があったことから協定締結に至りました。

東之宮古墳出土品京都国立博物館見学会
　 3月10日、東之宮古墳の出土品が現在展示されている
京都国立博物館を専門家の解説付きで見学するツアーが
開催されました。参加者は見学前に昭和48年の発掘調査
に参加したNPO法人ニワ里ねっとの赤塚次郎理事長や
京都国立博物館学芸部研究員らによる講義を受講。考古
学展示室では東之宮古墳出土の銅鏡11面、石製の合

ごう

子
す

（蓋
つきの入れ物）、勾

まが

玉
たま

などを見学し、銅鏡を復元したレプ
リカを手に取って、裏面の模様の精緻さを観察しました。

さんにぃれ　おはなしのじかん
　 1月19日に「さんにぃれ」としてリニューアルオープ
ンした東児童センターでは、連日赤ちゃんや小さな子ど
も連れのママたちで、にぎわっています。「おはなしの
じかん」では 0歳児親子向けに絵本の読み聞かせをして
います。大型絵本を親子で楽しんだりいつも子育てをが
んばっているママ向けに詩や本を紹介したりしていま
す。音楽にあわせた体操や手遊びを親子で楽しむ「おは
ようタイム」も行っています。（毎週㊊・㊌〜㊎）
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■各種相談コーナー（無料）
内　容 日　時 場　所

市 民 毎日（㊏㊐㊗㊡除く）
8：30〜17：00

市役所 1階　市民相談室
下記時間帯は手話通訳が利用できます
㊌㊎ 8：30〜16：00

行 政 5月24日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階　市民相談室

登 記 5月 8日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階　相談室②

不 動 産 取 引 5月21日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②

行 政 書 士 5月22日㊌　13：30〜15：30 市役所 2階　相談室②

弁 護 士 に よ る 法 律
（要予約）

6月 6日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 5月 9日㊍13：00から社会福祉協議会で
　予約受付先着 9人（電話受付のみ）

福祉会館相談室（℡62-2508）
　　　　　　　（℡61-2563）

心 配 ご と 5月 9日㊍　13：00〜15：00
5 月16日㊍　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

結 婚 毎週土曜日　毎月第 2水曜日
9：00〜12：00（受付11：30まで） 福祉会館相談室（℡62-6299）

ボ ラ ン テ ィ ア 毎週月曜日（㊡㊗除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡62-6299）

身 体 障 害 者 5月 8日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 5月13日㊊　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

くらし自立サポートセンター
（生活困窮者相談）

毎週月〜金曜日（㊗㊡年末年始は除く）
8：30〜17：15 福祉課相談室（℡44-0320）

発 達 支 援
（要予約）

5月10日㊎・21日㊋　※ 3歳児〜中学生
① 9：15〜 ②10：45〜 ③13：00〜 ④14：30〜 子ども未来センター（℡61-1295）

ポ ル ト ガ ル 語
ス ペ イ ン 語
外 国 人

毎週金曜日（㊗除く）　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

英語・中国語・タガログ語
外 国 人 5月10日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階　相談室

人 権 5月15日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

青 少 年 の 悩 み 毎日（㊏㊐㊗㊡除く）9：00〜17：00 市役所 3階　文化スポーツ課　
青少年センター（℡44-0353）

児 童 生 徒 の
不 登 校 相 談 室 毎日（㊏㊐㊗㊡除く）9：00〜17：00 福祉会館内適応指導教室「ゆう・ゆう」

（℡63-0502）

家 庭 児 童 毎日（㊐㊗㊡除く）9：00〜16：00 福祉会館内家庭児童相談室（℡62-4300）

児 童 虐 待 に 関 す る
情 報 提 供

毎日（㊏㊐㊗㊡除く）
8：30〜17：15

子ども未来課（℡44-0322）
※電話（℡61-6288）は24時間対応です

ひ と り 親 自 立 毎日（㊏㊐㊗㊡除く）9：00〜16：00 子ども未来課（℡44-0323）

住 宅 相 談（要予約） 予約により決定
（㊏㊐㊗㊡・年末年始は除く）

相談者宅など（予約により決定）
予約先：都市計画課（電話可℡44-0331）

弁 護 士 に よ る
消 費 生 活 法 律 相 談 5月17日㊎　13：00〜16：00 市役所 2階　204会議室

※予約は産業課（℡44-0340）

消 費 生 活 毎週月〜木曜日（㊗㊡除く）
13：00〜17：00（受付16：30まで） 市役所 1階　相談室（℡44-0398）

労 働 5月15日㊌　13：00〜16：00 市役所 2階　相談室②
※予約は産業課（℡44-0340）

内 職 毎週火曜日（㊗㊡除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

年 金
毎週火・金曜日（㊗㊡除く）
9：30〜16：30

（12：00〜13：00休憩、受付16：00まで）

市役所 2階　相談室①
保険年金課年金担当で受付　※当日先着12人
年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年 金 出 張 相 談

5月23日㊍　10：00〜15：00（ 1 人30分間）
（12：00〜13：00休憩）
※ 5月13日㊊〜17日㊎（㊗除く）8：30〜17：15に
保険年金課で予約受付先着16人（電話受付のみ）

市役所　会議室
※予約は保険年金課年金担当（℡44-0328）

■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

■犬山市の人口と世帯（ 4月 1日現在）
人口 74,007人 （− 319人）
男 36,806人 （− 188人）�
女 37,201人 （− 131人）
世帯 31,128世帯 （＋ 235世帯）

（　 ）は前年同月との比較

■休日（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00

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。

と��き 病・医院名 電　話

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

5 月 4 日㊗ 岡部医院� （犬山）
ふなびきクリニック� （城東）

62-7121
62-8811

5 月 5 日㊗ 樹クリニック� （犬山）
さとし眼科クリニック� （羽黒）

62-3101
68-3104

5 月 6 日㊡ 黒川すこやかクリニック�（犬山）
竹内整形外科クリニック�（犬山）

61-0083
61-7311

5 月12日㊐ 宮崎整形外科・外科・内科�（羽黒）
にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

68-0461
67-6868

長年にわたり遊休地化
　と畜場跡地は、面積が約4,219
㎡ですが、市街化調整区域である
ことから、建設の用途や規模が制
限されていたため、閉鎖後の有効
な活用が図れず、長年にわたり遊
休地化していました。

課題への対応と売却
　土地を遊ばせておくことは市の
損失であり、まちづくりの可能性
を拓

ひら

くとの立ち位置で、活用に向
けた努力が必要と考えました。そ
こで活用への支障となっていた市
の都市計画を、平成29年 3 月に見
直し、産業用地として活用できる
よう、規制緩和を行いました。こ
れを踏まえ、民間活用を図るため、
と畜場跡地を売却することとしま
した。

なぜ民間活用か？
　と畜場跡地の売却による民間活
用の利点として、売却による財源
確保、土地の民有化に伴う固定資
産税増、工業利用による産業活性
化などが考えられます。こうした
利点を踏まえると市が直接何らか
の事業を展開するよりも、売却し
て民間活用を図った方が、まちづ
くりとして効果が大きいと判断し
ました。また、と畜場跡地の売却
は、私の選挙公約でもありました。

売却の結果と売却益の活用
　本年 2月、入札により売却を行
いました。市内企業 2者が参加し、
1億3,748万 7 千円の鑑定評価額
（予定価格）に対し、落札額 2億
50万円で売却できました。このお
金は、公共施設等管理基金に積み
立て、今後の公共施設の改修や再
配置等に係る財源としていきます。

と畜場とは？
　と畜場とは、食用に供する目的
で、牛や豚などを屠

と

殺・解体し、
加工するための施設です。犬山市
では、旧屠場法に基づき、昭和 9
年に犬山東庵ノ尻で民営のと畜場
が開設され、翌年犬山町営となり
ました。その後、昭和40年に現在
の江南丹羽環境美化センターの東
側（羽黒字下堂前）に移転し、平
成12年に運営難を理由に閉鎖され
ました。

と畜場跡地の売却
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■休日歯科診療

※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

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

5 月 4 日㊗ 四季の丘デンタルクリニック�（城東） 65-1118

5 月 5 日㊗ はまじま歯科医院� （扶桑） 0587-93-8448

5 月 6 日㊡ 小島歯科医院� （犬山） 62-7288

5 月12日㊐ ごとう歯科� （犬山） 65-0503

診療時間� 9：30〜11：30 　 5 / 3 〜 5 は12：00まで



和花《わ/か》

広報犬山　令和元年 5月 1日号

編集発行  |  犬山市経営部企画広報課　〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36　　電話  |  0568-61-1800（代）
ホームページ  |  https://www.city.inuyama.aichi.jp/Eメール  |  010201@city.inuyama.lg.jpFAX  |  0568-44-0360

　犬山祭で新町の車
や

山
ま

が通りを進
むと「あっ！！船の形をした車山
が来た、ニワトリのついた船だよ」
と。そしていつも見た人に聞かれ
るのが「なぜニワトリがついてい
るの？」と。そこで答えるのは「違
うよ、これはニワトリではなく鷁

げ き

という中国の伝説上の鳥で、鳥の
中で一番強い鳥だよ」と説明しま
す。

　これは中国の皇帝の乗る船の舳
へ

先
さ き

につけられていた威厳のある鳥
なのです。
　この船の形をした車山の上で行
われるからくりは、浦島太郎伝説
のお話で、人形の下に人がいなく
てあやつる遠隔からくりの乙姫様
と、一瞬でお爺

じ い

さんに変わる面被
か ぶ

り人形とで構成されています。皆
さんが喜ばれる玉手箱の煙は本物
を使用していますが、からくりが
できた初期には玉手箱の中に丸い
形の筒があり、バネ式で筒の中よ
りうどん粉が飛び出す噴出装置が
つけてあり、紐

ひ も

を引くとうどん粉
が飛び散るものでした。またから
くり方が飛び散ったうどん粉を被
り、本当のお爺さんのようだった
と聞いています。今ではいろいろ
な方法を試してきて煙幕弾にて本
当の煙を使用しています。
　そしてもう一つ新町の車山はな
ぜ一輌

り ょ う

だけ船の形をしているのか
と聞かれます。それはわが町内が、

祀
ま つ

る神社が金毘羅社だということ
に所

ゆ

以
え ん

し、新町の車山の後方には
鳥居がついていて、鳩の彫物があ
ります。これらをヒントに調べて
みてはいかがでしょう。犬山祭の
各町内はいろいろな逸話をもって
いるので、聞いたり調べたりして
みてください。犬山祭がもっと楽
しくなると思いますよ。

吟
ぎん

治
じ

朗
ろう

ちゃん
平成30年 3 月生まれ

「あったー！」と
おしゃべりできるように

なったよ。

結
ゆい

菜
な

ちゃん
平成30年 3 月生まれ

元気いっぱい
明るく元気に
育ってね！

一
いっ

生
せい

ちゃん
平成30年 3 月生まれ

我が家のアイドル
一生くん。

杏
あ み

実ちゃん
平成30年 3 月生まれ

おねえちゃんと
あそぶの大好き！
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LOOK

犬山祭
（一社）犬山祭保存会

浦島　新町組

犬山祭保存会
理事

市原　順樹


