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「言論の府」新たなる顔ぶれ　犬山市議会議員

5月1日に改元記念フォトパネルで最初に記念撮影したカップル
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「言論の府」  新たなる顔ぶれ
       犬山市議会議員

　22人が立候補した犬山市議会議員選挙は 4月21日に投開票が行われ、
接戦を制した20人の新議員が決まりました。
　当選した20人の新議員は今後 4年間、市議会議員としての使命を果
たすことになります。

選挙に関する問い合わせは選挙管理委員会（℡44-0300）へ
議員に関する問い合わせは議会事務局（℡44-0307）へ

有権者数� 59,733
（ 4 月21日現在）

投 票 率� 50.17%
投票総数� 29,969
有効投票� 29,647
無　　効� 322

大沢　秀教（51）
無所属　 4期目

岡　　　覚（70）
日本共産党　10期目

長谷川　泰彦（65）
無所属　 1期目

畑　　竜介（38）
無所属　 1期目

玉置　幸哉（51）
無所属　 2期目

中村　貴文（53）
無所属　 4期目

山田　拓司（76）
無所属　 2期目

吉田　鋭夫（67）
国民民主党　 4期目

原　欣伸（50）

県議会議員に
原氏が無投票 ₄選

柴山　一生（60）
無所属　 5期目

鈴木　伸太郎（54）
無所属　 3期目

三浦　知里（61）
公明党　 5期目

水野　正光（72）
日本共産党　 5期目

小川　清美（61）
無所属　 1期目

久世　高裕（37）
無所属　 4期目

ビアンキ　アンソニー（60）
無所属　 5期目

丸山　幸治（41）
無所属　 1期目

諏訪　　毅（52）
公明党　 1期目

柴田　浩行（52）
無所属　 3期目

岡村　千里（54）
日本共産党　 3期目

大井　雅雄（66）
無所属　 1期目

開　票　結　果
氏　 名 得票数

中　村　貴　文　2,344
鈴　木　伸太郎　2,237
ビアンキアンソニー　2,210
柴　田　浩　行　2,210
三　浦　知　里　1,780
大　沢　秀　教　1,652
諏　訪　　　毅　1,611
小　川　清　美　1,428
長谷川　泰　彦　1,315
大　井　雅　雄　1,237
玉　置　幸　哉　1,220
岡　　　　　覚　1,219
丸　山　幸　治　1,183
畑　　　竜　介　1,152
岡　村　千　里　1,151
水　野　正　光　1,075
久　世　高　裕　1,061
山　田　拓　司　　955
柴　山　一　生　　821
吉　田　鋭　夫　　789
小河原　佳　澄　　635
内　門　　　燎　　362

○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当
○当

議席順
氏名・年齢・所属・期数
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べんとうグランプリで金賞受賞
炭焼き弁当たまご家

『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』

問合　総務課職員担当（℡44-0302）
　令和 2年 4月 1日採用予定の職種や人員などは次のとおりです。

【大学卒・短大卒】
募 集 職 種 募 集 人 数 学　　歴 年　　齢

行政職（一般事務） 12人程度
�大学卒

平成 4年 4月 2日以降の出生者
行政職（建築） 3人程度 昭和60年 4 月 2 日以降の出生者
行政職（土木） 3人程度 昭和60年 4 月 2 日以降の出生者

保育職 15人程度
大学卒

昭和59年 4 月 2 日以降の出生者
短大卒

消防職 4人程度
大学卒 平成 4年 4月 2日以降の出生者
短大卒 平成 6年 4月 2日以降の出生者

【専門資格枠】
募 集 職 種 募 集 人 数 年　　齢

消防職（救急救命士） 3人程度 平成 4年 4月 2日以降の出生者

第 1次試験日・会場
集団面接　 7月23日㊋〜25日㊍　会場　犬山市役所
筆記試験　 7月28日㊐　会場　福祉会館（消防職は消防署）
※保育職は集団面接に代えて、別日程で子ども未来園において実技試験を30分程度実施（課題なし）
※消防職は筆記試験と併せて、体力測定を実施
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）を持参または郵

送で総務課職員担当へ（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）
申込期間　 6月 3日㊊〜17日㊊ 8：30〜17：00（郵送の場合は申込期間最終日の前日の消印まで有効）
その他　・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。
　　　　・消防職（高卒）、行政職（障害者枠）は、 8月に募集します（広報犬山 8月 1日号に掲載予定）。

令和２年度採用　市職員募集

　令和 2年度職員採用に関する内容、各職種の受験資格等の詳細については、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）。

　「犬山を代表するご当地弁当を
作りたい」そう話すのは、市内で
手作り弁当を製造・販売する「炭
焼き弁当たまご家」の髙橋由樹さ
んと水野雅和さん。そんな想

おも

いを
持つ 2人が作るお弁当が、日本食
糧新聞社が主催する「ファベック
ス惣菜・べんとうグランプリ2019」
の「わが社自慢の惣菜部門」で、見
事金賞を受賞しました。
　髙橋さんらが出品したのは、オ
リジナルの黒酢ソースを使用した
「黒酢ソースかつ重弁当」。同部
門には日本全国から356点の出品
があり、業界大手といわれるよう
なライバルたちを退け、最高賞で
ある金賞をつかみ取りました。
　今回のグランプリに出品した理
由は、犬山のご当地弁当として名
乗りを上げるため。そのための創

意工夫として、豚カツのソースに
黒酢を使用したことが、マンネリ
感を打破しつつヘルシー感にも訴
求したとして、金賞への評価点と
なっています。さらに弁当箱には
高級感がでるように木目調のもの
を採用し、お土産にも選ばれるよ
う仕上げました。名古屋圏といえ
ば味噌カツが有名ですが、同店の
メニューではそれを凌

しの

ぐ人気があ
るそうです。
　また市の健康推進事業である
「健康いぬやま応援メニュー〜め
ざせ 5つ星☆〜」の健康メニュー
として同じ黒酢ソースを使った

「白身魚の黒酢あんかけ弁当」を
提供しています。
　店舗では注文を受けてからオー
プンキッチンで調理を行い、熱々
のお弁当を販売しているたまご家
さん。その「ライブ感」から、調
理する様子は子どもにも人気があ
るとのこと。
　「犬山城と犬山の景色を見ると
元気になる」と話してくれた髙橋
さん。「犬山のご当地弁当へ」と
いう熱い想いを熱々弁当に乗せ、
今日もお客さんの舌とおなかを満
たしています。

　職員交換派遣事業として、姉妹都市の富山県立山町か
ら中柴航さんが派遣されています。
　任期は令和 2年 3月31日までの 1年間の予定です。
　中柴さんは企画広報課で「協働によるまちづくり」や
「河川空間活性化」に関する業務を担当しています。
　 4月26日には愛知北エフエム放送（84.2MHz）の番組
に出演し、立山町の魅力を紹介しました。

　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。

◀
髙
橋
さ
ん（
左
）と
水
野
さ
ん（
右
）

姉妹都市　立山町の職員が活躍中です
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催 し

募 集

犬山市の環境について考えよう
　環境基本計画の見直しに伴い、先に開催したタウンミーティングでア
イデアをいただきました。今回は、いただいたアイデアや意見をもとに
犬山市の環境について自分たちでできることを話し合います。
日時　 6月16日㊐　10：00〜12：00
場所　市役所 2階205会議室
定員　50人程度
対象　市内在住・在勤・在学、市内で活動等を行っている人
申込・問合　環境課エコアップ担当（℡44-0345　Eメール020300＠city.

inuyama.lg.jp）へ

コミュニティ政策学会犬山大会
　コミュニティなどを通して地域社会の活力を取り戻すことをテーマに
協働型社会の在り方を考えるシンポジウムと分科会を犬山国際観光セン
ターフロイデで開催します。
　祭りや防災、小水力発電を通して、地域の活力を取り戻した事例等を
紹介します。

日　　時 場　　所 内　　容

7 月 6 日㊏
13：30〜16：30 フロイデホール

シンポジウム「住民と行政の協働のた
めの地域自治活動支援のしくみづくり」

17：00〜 地下 1階食堂 懇親会

7月 7日㊐

9：30〜12：00 フロイデホール 分科会「祭りとコミュニティ」

9：30〜11：30 多目的研修室 1 分科会「参加と協働の地域自治区制度」

12：30〜14：30

多目的研修室 1
分科会「高蔵寺ニュータウンの
リ・ニュータウンは可能か」

多目的研修室 2 分科会「災害とコミュニティ政策」

研修室 1
分科会「小水力発電の導入による地域
再生と活性化」

※分科会のタイトルは変更する場合があります。
対象　市内在住・在勤・在学でコミュニティ活動に関心がある人
費用　無料（懇親会は有料）
申込　 6月 1日㊏〜25日㊋にコミュニティ政策学会ホームページ（http:
　　　//www.jacp-ac.org/）から参加申込票をダウンロードし、必要

事項を記入してファックスまたはEメールで犬山しみんていの会
（℡61-7710　Fax61-8108　Eメールcenter＠inuyamashimintei.com）へ

問合　地域安全課地域担当（℡44-0346）

さら・さくら
紫
あ じ さ い

陽花コンサート
　市民健康館でオカリナとマンド
リンの演奏会を開催します。懐か
しい調べで楽しいひとときを過ご
しませんか。
日時　 6月15日㊏13：30〜14：30
場所　市民健康館
内容　オカリナ演奏（ザ・グース）
　　　�マンドリン演奏（アンサン

ブル四季）
費用　無料
問合　市民健康館（℡63-3800）

京都大学霊長類
研究所公開講座
〜サルに学ぶ〜

日時　 7月27日㊏・28日㊐
　　　10：00〜15：20
場所　京都大学霊長類研究所
内容　霊長類のこころ・からだ・

くらし・ゲノムについて理
解を深めるための講義と実
習

講師　京都大学霊長類研究所教員
対象　中学生以上
定員　60人（応募多数は抽選）
費用　6,200円
申込　 6月21日㊎までに申し込み

専用URL（https://bit.ly/
　　　 2Ⅰyjw 4 w）より申し込ん

でください。

問合　京都大学霊長類研究所
　　　総務掛（℡63-0512）
※詳細は、ホームページ（http://
www.pri.kyoto-u.ac.jp/index-j.
html）を見てください。

申込専用URL
QRコード

木曽川うかい　市民親子鵜
う

飼
かい

・郷土文化体験鵜飼
　市民を対象に郷土の歴史や伝統に「触れる・見る」機会として、夜鵜飼を体験しませんか。本年度は、 9月以
降に「夫婦うかい」も実施予定です（ 8月の広報犬山でお知らせします）。
●市民親子鵜飼
日時　 7月 4日㊍・ 5日㊎・ 8日㊊・10日㊌・12日㊎
　　　17：45集合　20：15下船
費用　 1組4,000円
※わん丸君御膳（お茶付、大人2,500円�小人1,500円）
が含まれます。
※親子とも大人用弁当の場合は5,000円
対象　市内在住の親子（原則 2人 1組）
※親については祖父母も可、子については高校生以下
※兄弟が 3歳以下で、 1席がいらない（膝の上）場合
につき、 3人 1組でも可
※ 1世帯につき 1組
定員　各回 8組16人

●郷土文化体験鵜飼
日時　 7月 2日㊋19：00集合　20：15下船
食事　なし　　費用　無料
対象　市内在住、在勤の外国人
　　　（通訳者の国籍は問いません）
※ 1組 1人以上 4人以下
※日本語通訳者 1人を含むこと
（当日の案内や中止時の連絡ができる程度）
定員　18人

【共通】
場所　木曽川うかい乗船場（木曽川観光株式会社）
持物　タオル、防寒着
申込　 6月12日㊌までに観光交流課、各出張所にある指定の申込書を提出。または、あいち電子申請・届出シ

ステム（https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-inuyama-aichi-u/）に入力。
※悪天候または木曽川の増水により中止する場合は、当日連絡（順延なし）
※応募多数の場合、抽選（結果通知予定日 6月19日㊌）
問合　観光交流課（℡44-0342）

児童クラブ
夏のアルバイト募集

期間　 7月20日㊏〜 8月31日㊏の
うち15日以上勤務できる人

勤務場所・勤務時間
①東児童クラブ、池野児童クラブ
　 8：00〜13：00、13：00〜19：00
②上記クラブ以外
　 8：30〜17：15
内容　児童クラブ（学童保育）の

遊び補助
採用人数　30人程度
応募資格　学生または児童クラブ

に関心がある人

賃金（日額）
　　　① 8：00〜13：00　4,800円
　　　　13：00〜19：00　5,760円
　　　②7,440円
申込　 6月21日㊎までに市所定の

履歴書（市ホームページ、各
受付場所にあり）を勤務を
希望する児童館・児童セン
ターか子ども未来課へ

※面接は 6月28日㊎17：00から市
役所 2階204会議室で行います。

問合
※受付は各児童館・児童センター、
子ども未来課で行っています。

場所 電話番号

中央児童館 62-8583

楽田児童センター 68-0519

城東児童センター 62-3554

羽黒児童センター 67-7169

犬山西児童センター 62-3041

東児童センター 67-9350

犬山南児童センター 62-4477

子ども未来課 44-0377

昼鵜飼の様子▶

場所　木曽川うかい乗船場（木曽川観光株式会社）
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募 集

生 活

フロイデまつり
出展者・出演者募集

　フロイデまつりは国際交流の総
合的な祭典です。今年は、犬山国
際観光センターフロイデが10月か
ら改修工事に入るため、 8月に開
催します。
　また今年は 1階と 4階のみの開
催になります。限られたスペース
となりますが、新たな元号ととも
に、夏のフロイデまつりをともに
作っていきましょう。
日時　 8月25日㊐ 9：30〜16：00
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ 1階、 4階
テーマ　フロイデまつり
　　　　-Summer�Festival-
　　　　「ともに、新しい時代へ」
●募集
出展者　国際協力、国際交流、国

際理解、多文化共生に関す
る活動の紹介や展示ができ
る人（体験スタイルが望ま
しい）

※基本スペースは 1区画、1.8m
（横）×2.3m（奥行）程となり
ます（使用机は 3本準備します）。
※ 1階か 4階になります。
出演者　世界の民族舞踊や音楽を

披露できる人（出演回数に
限りがあり13団体程度の募
集、1団体�約15分の披露）

※例年と異なり、 4階フロイデ
ホールは出展スペースと客席ス
ペースになります。

就職フェアIN江南
「合同企業説明会」
参加企業募集

　企業と地元就職を望む求職者
（大学生などを含む）のマッチン
グの場を提供し、求職者の就職機
会の拡大と区域内の企業の人材確
保を支援することを目的として、
犬山市、江南市、岩倉市、大口町、
扶桑町が合同で開催する企業説明
会の出展企業を募集します。
日時　 9月10日㊋13：00〜16：00
場所　すいとぴあ江南 1階多目的

ホール（江南市草井町西
200）

内容　各企業ブースにて事業内
容、求人内容について説明

募集数　30社程度（犬山市、江南
市、岩倉市、大口町、扶桑
町内に営業拠点がある事業
所）

※来場者は令和 2年春卒業予定の
大学・短大等の学生含む求職者を
予定しています。　
費用　犬山・江南・岩倉・大口・

扶桑の商工会議所と商工会
の会員は無料、非会員は
3,000円

申込・問合　 6月10日㊊〜28日㊎
に、犬山商工会議所（℡
62-5233　 9：00〜17：00）へ

にぎわい、集客アップ
Google活用セミナー

　インターネット上に犬山の企
業、店舗、文化財、観光施設など
の情報を充実させることで、犬山
に対する興味関心度を高め、来訪
者を増やそうという社会実験の一
環として、市・商工会議所・観光
協会・名古屋経済大学によるセミ
ナーを開催します。
　「来店者を増やしたいけど広告
費はない」「施設の利用者を増や
すにはどうしたらよいか」「新商
品をPRしたいけど方法がわから

費用　無料（飲食・物販などの販
売を行う場合 1区画500円、
館内備品を使用する場合は
実費）

申込・問合　 6月12日㊌17：00まで
　　　に参加企画書に必要事項を

記入し、犬山国際交流協会
事務局（℡61-1000　Fax63-
0156　Eメールiia＠gra

　　　ce.ocn.ne.jp� 9：00〜17：00
　　　㊏㊐㊗　第 2・4㊊除く）へ
※参加企画書は観光交流課と犬山
国際観光センターフロイデで配
布、または犬山国際交流協会ホー
ムページ（http://iiea.info）か
らダウンロードできます。
【共通】
・希望者が多い場合はお断りする
ことがあります。
・出展・出演の可否は 6月14日㊎
までに代表者に、Eメール、ファッ
クスもしくは郵送で連絡します。
・出展者・出演者は、 7月17日㊌
19：00から犬山国際観光センター
フロイデで実施する説明会に必ず
参加してください。

ない」と悩んでいる人は参加して
ください。
　使い方はレクチャーしますの
で、スマートフォンやタブレット
端末を持っている人は持ってきて
ください。
※持っていない人も参加できます。

日時　 6月13日㊍
　　　第一部15：00〜16：30
　　　第二部18：00〜19：30
※第一部、第二部は同じ内容です。
場所　市役所 2階205会議室
講師　デジタルコンサルタント
　　　坂田誠氏
対象　市内事業者（企業、店舗、

文化財・観光施設管理者等）
定員　各回先着30人
費用　無料
申込　不要
問合　企画広報課（℡44-0312）

地域の課題解決に
取り組むモデル地区
を募集

　地域の課題解決に取り組む地域
自治活動の支援施策を検討するた
め、モデル地区を募集します。
　本年度のモデル地区として希望
する地域の団体は問い合わせてく
ださい。
対象　市内における下記のいずれ

かに該当する地縁団体
　　　①コミュニティ推進協議会
　　　�② 3 つ以上の町内会で構成

される自治会、区など
　　　③200世帯以上の町内会組織
採択　 1件
内容　対象団体が主体となり地域

課題の解決に向け取り組む
事業に対し、コーディネー

納税通知書の発送
　本年度の市民税・県民税納税通
知書を 6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。
問合　税務課市民税担当
　　　（℡44-0314）

感震ブレーカー
取り付け補助

　地震による停電から復旧したと
きに、電気製品などからの発火に
よって発生するのが「通電火災」
です。
　これを防ぐのが、地震の揺れに
よって自動で電気を遮断する「感
震ブレーカー」です。
　市では延焼を防ぎ、地域全体の
防災力を向上させるため、感震ブ
レーカーの設置費用を補助します。
　詳しくは事前に問い合わせてく
ださい。
補助額　上限5,000円
※補助対象経費の半額・100円未
満切り捨て
補助件数　30件
補助対象　市内の自ら居住する木

造住宅に感震ブレーカーを
設置する個人

※詳細は市ホームページを見てく
ださい。
問合　地域安全課防災担当
　　　（℡44-0346）

ターの派遣および事業経費
の支援を行う。

※事業後にヒアリングや報告など
の協力をお願いします。
申込・問合　 7月 1日㊊までに地

域安全課（℡44-0346）へ

国際交流員による
ドイツ語講座

初級コース
　ドイツ語を勉強したことがあ
り、自己紹介や簡単な会話ができ
る人のための初級ドイツ語講座で
す。日常会話に使う表現や、文法
の基礎を楽しく勉強しましょう。
テキスト「Menschen�A1.1」の
第 5課から始めます。
日時　 6月21日・28日、 7月 5日
　　　12日・19日・26日、 8月 2

日・30日、 9月 6日・13日

（ 8月23日、 9月20日は予
備日）の㊎（全10回）

　　　18：45〜20：10
※天候等により休講になる場合が
あります。
※講座開始90分前に犬山市に暴風
警報、特別警報が発令されている
場合は、休講とします。
※休講の場合、予備日の中から講
師が指定する日に補講を行います
（休講とともに補講日をお知らせ
します）。
※本コースの続きを10月〜12月の
間で予定しています（詳細は広報
犬山 9月 1日号に掲載予定です）。
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ 2階研修室 1
講師　市国際交流員
　　　カタリナ・カウフマン氏
対象　15歳以上
定員　先着20人
費用　8,000円（教科書代除く）
※ 6月21日㊎に受講料を集金しま
すので、30分前に犬山国際交流協
会事務局（犬山国際観光センター
フロイデ 1階事務所内）に来てく
ださい（お釣りのないようにお願
いします）。
教科書　「MenschenA1.1」
　　　Kursbuch（定価1,900円）
　　　（各自購入）
申込　 6月 7日㊎〜13日㊍に、件

名「ドイツ語講座」、郵便
番号、住所、氏名（ふりが
な）、携帯電話番号または
昼間連絡のつく連絡先を直
接来館またはファックス、
Eメールで犬山国際交流協
会事務局（Fax63-0156　Eメ

　　　ールiia＠grace.ocn.ne.jp）
へ

問合　犬山国際交流協会事務局
　　　（℡61-1000　 9：00〜17：00

㊏㊐㊗第 2・ 4㊊除く）

▲昨年のフロイデまつりの様子
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国民健康保険税が確定
　令和元年度分の、国民健康保険税（国保税）について一部改正が行われました。改正された内容は、①軽減対
象世帯の対象範囲を拡大、②国民健康保険税限度額の引き上げになります。なお本年度については、税率は据え
置きとなりました。

①軽減対象世帯の対象範囲を拡大
　世帯の前年中の所得が一定の基準を下回る場合、保険税（均等割、平等割）が軽減されます。
　本年度より、軽減の対象となる所得の基準が次のとおり変更されました。

軽減割合 軽減の対象となる所得の基準（平成30年度） 軽減の対象となる所得の基準（令和元年度）
7 割 前年中の所得が33万円以下 前年中の所得が33万円以下
5割 前年中の所得が33万円＋27.5万円×被保険者数 前年中の所得が33万円＋₂₈万円×被保険者数
2割 前年中の所得が33万円＋50万円×被保険者数 前年中の所得が33万円＋51万円×被保険者数

注 1 �　前年中の所得とは、世帯主と被保険者全員の所得の合計額（65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した
額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額）です。

注 2　被保険者数とは、国保加入者、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。

②国民健康保険税限度額の引き上げ
　本年度より、国民健康保険税の限度額が引き上げとなります。
　年税額の上限は医療保険分の限度額58万円、後期高齢者支援分の限度額19万円、介護保険分の限度額16万円の
合計で93万円になります。
令和元年度国民健康保険税率

区分 課税の対象
税率等

医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分
（40〜64歳のみ）

①所得割額 前年中のすべての所得金額−33万円 5.3％ 2.18％ 1.5％
②均等割額 加入者 1人について 18,960円 9,360円 8,160円
③平等割額 1世帯について 18,240円 8,640円 6,240円
年税額 ①＋②＋③ ①＋②＋③ ①＋②＋③

※擬制世帯主（国保の加入者ではない世帯主）の所得は所得割額に含まれません。

●非自発的失業者にかかる国保税の軽減措置
　非自発的失業者とは、倒産・解雇などによる離職や雇い止めによる離職等、会社都合により離職した人です。
該当する人（次の①〜③の条件をすべて満たす人）は、国保税を計算する際に、対象者の前年中給与所得を30％
として計算しています。
①離職日時点で65歳未満である。
②「雇用保険受給資格者証」を持っている（受給期間満了している人も含む）。
③�「雇用保険受給資格者証」に記載されている「離職理由」が「離職理由コード」の「11、1₂、₂1、₂₂、₂₃、
₃1、₃₂、₃₃、₃₄」のいずれかに該当する。

●納税で困ったときは相談を
　上記の他に失業や廃業で大幅に所得が減った場合や、災害などの事情で国保税の納付が困難な場合は、減免を
受けられる場合がありますので相談してください。いずれの場合も、納期限前に申請をしないと適用が受けられ
ません。ただし前年中の世帯の所得（国保未加入者も含む）が400万円以下であるなどの条件もあります。

問合　保険年金課国民健康保険担当（℡44-0327）

ごみ・リサイクル　 6月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時
6 月 9 日㊐
9：00〜16：00

6 月16日㊐
9：00〜12：00

6 月23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 6 月 9 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（ 4 月分）　12,870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］
8日㊏　犬山西小学校PTA
　　　　（℡62-8280）
　　　　東小学校PTA
　　　　（℡67-5400）
15日㊏　犬山北小学校PTA
　　　　（℡61-2234）
　　　　城東小学校PTA
　　　　（℡61-2501）
　　　　今井小学校PTA
　　　　（℡61-2191）
22日㊏　栗栖小学校PTA
　　　　（℡61-0580）
［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）
1 日㊏　上野東子供会
　　　　(木内� ℡62-5436)
3 日㊊　大本町町内会
　　　　(林� ℡61-0144)
16日㊐　地産団地子供会
　　　　(今井� ℡62-4685）
25日㊋　�市身体障害者福祉協会
　　　　（ふれんど� ℡61-8008）
※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）
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下水道に接続して
快適な生活環境を

　公共下水道の利用ができる区域
内全ての家が下水道へ接続される
と、排水による悪臭や害虫の発生
が抑えられ、快適な生活環境とな
るほか、側溝や河川がきれいにな
り、自然環境を守ることにもつな
がります。
　また「公共下水道が供用開始さ
れた場合は、下水道に遅滞なく接
続しなければならない」と、下水
道法第10条に接続義務が明記され
ています。接続が済んでいない人
は、一日も早く接続工事をしてく
ださい。
　現在、市の公共下水道供用開始
区域内の接続率は約86％です。
　接続していない人には、早期に
接続していただくためのPR訪問
を実施します。
　接続工事の申し込みは市排水設
備指定工事店に依頼してください。
　また現在接続済みで増改築や建
替え等をする場合も申請書の提出
が必要ですので、指定工事店へ依
頼してください。
　指定工事店については、市ホー
ムページを見てください。
問合　下水道課（℡44-0337）

ふるさと納税制度
見直し

　令和元年 6月 1日から、ふるさ
と納税（都道府県または市区町村
に対する寄附金に係る税額の特例
控除）は総務大臣が定める一定の
基準に適合した自治体のみが控除
の対象になります。
　そのため 6月 1日以降に対象外
となった市区町村等への寄附金
は、控除の対象とならないため注
意してください。
問合　税務課市民税担当
　　　（℡44-0314）

「いつものむ　いつもの水に　日々感謝」
6月 1日㊏〜 7日㊎　全国一斉水道週間

　水道は、飲料水や調理を始め、洗顔、掃除、入浴などの日常の生活に
欠かすことのできない大切な施設です。
　期間中、市役所や出張所で水道水に関するポスターの掲示や、指定水
道工事店協同組合の協力を得て無人公共施設の水道設備の点検などを行
います。
問合　水道課（℡62-9300）

無事故への構え一分の隙も無く！
6月 2日㊐〜 8日㊏  危険物安全週間

　これからの季節は気温が高くなり危険物の発火による火災危険度が高
くなります。冬は灯油の使用が増えますが、夏でもみなさんの身の回り
には数多くの危険物があります。
　例えば、自動車の燃料であるガソリンや軽油が危険物に当たります。
近年、セルフスタンドでの給油が主流になっています。操作を間違える
と大事故につながるおそれがありますので、次のことを守ってください。
・給油時は必ずエンジンを停止する
・静電気除去シートに触れてから給油する
・給油の自動停止後の継ぎ足し給油はしない
・給油後はキャップをしっかり閉める
・灯油の容器をぶつけるなど乱暴に取扱わない
・喫煙などの火気使用はしない
　またセルフスタンドでは、ガソリンや軽油を容器に入れる行為はでき
ません。
　危険物事故を防ぐため、この危険物安全週間を機会に、どんな危険物
が身の回りにあるか関心を持ち、日頃から安全管理に心がけていきましょ
う。
※ここでいう「危険物」とは、消防法で定められたものを指します。
問合　消防本部予防課危険物担当（℡65-3123）

犬山市土砂災害応急復旧対策費補助金制度
　近年、全国各地で局地的な大雨による土砂災害が頻発し大きな被害が
発生しています。市では、土砂災害により居住家屋等について被害を受け、
自力で応急措置をとることが難しい人へ住宅敷地に流入した土砂の撤去
費用の一部を補助しています。
対象　土砂災害により居住家屋等に土砂などが流入した場合
　　　①土砂災害が発生した土地の所有者
　　　②居住家屋等の居住者または所有者
※同じ土砂崩れで①②双方から申請することはできません。
補助額　応急復旧対策（土砂などの撤去、運搬、処分）に係る費用の額

の 2分の 1（上限20万円）
申請期限　災害発生日から 3か月以内（原則土砂撤去工事前に申請して

ください）
※詳細は市ホームページを見てください。
問合　整備課　（℡44-0333）

「あいち森と緑づくり税」の延長
　県では「山から街まで緑豊かな愛知」を目指し、「あいち森と緑づくり
事業」を平成21年度から平成30年度までの10年計画で行っており、この
事業の財源として、県民・企業の人たちにあいち森と緑づくり税を平成
30年度までの課税期間で負担していただいていました。
　県内の森と緑の状況や、これまでの事業に対する意見、要望などを踏
まえ、この事業を令和元年度以降も継続することとし、あいち森と緑づ
くり税についても令和 5年度まで 5年間延長します。
●あいち森と緑づくり事業
　あいち森と緑づくり税を活用し、環境保全や防災性の向上などさまざ
まな働きで私たちの快適な暮らしを支えている森と緑を、健全な状態で
将来に引き継いでいくために、①森林の整備　②里山林の保全　③都市
緑化の推進　④環境活動・学習の支援などの事業を進めています。
問合　森林・里山林に関すること
　　　　県農林水産部森林保全課森と緑づくり推進室（℡052-954-6455）
　　　都市の緑に関すること
　　　　県建設部公園緑地課（℡052-954-6526）
　　　環境活動・学習に関すること
　　　　県環境部環境活動推進課（℡052-954-6241）
●あいち森と緑づくり税
　個人県民税（住民税）の納税義務者には、平成21年度分から均等割に
年額500円を、法人県民税の納税義務者には、平成21年 4 月 1 日以降開始
する事業年度分から均等割の 5 ％（年額1,000円〜40,000円）を、あいち
森と緑づくり税として、それぞれ加算して負担いただいています。
問合　県東尾張県税事務所（℡81-3197）

尾張北部環境組合「情報公開制度」
平成30年度実施状況

　尾張北部環境組合では、「情報公開制度」を実施しています。この制度
は、組合情報を広く公開することで、より公正で開かれた組合行政を進
めるためのものです。
　平成30年度の情報公開制度の実施状況については、次の表のとおりです。

実施機関 全部開示 部分開示 不開示 合計
管理者 0 1 0 1
議会 0 0 0 0

監査委員 0 0 0 0
合計 0 1 0 1

※開示等についての審査請求は 1件ありました。
※表中の数値については、開示請求に係る数値ではなく、決定通知に係
る数値を表記してあります。
問合　尾張北部環境組合　総務課（℡0587-54-1188）

善意ありがとう
ございます

●市へ（池野小学校）
防犯ブザー
池野商工発展会（会長　中竹宏）

剪
せん

定
てい

樹木粉砕機を
利用してみませんか

　庭の手入れで出た木の枝を、剪
定樹木粉砕機を使ってチップにし
てみませんか。できあがったチッ
プは堆肥や土壌改良材に利用で
き、燃えるごみの減量にもつなが
ります。
　個人貸出用の小型機と、町内貸
出用の中型機があります。貸出方
法や粉砕機の詳細については、問
い合わせてください。
貸出期間　 7日間
対象　市内在住者か町内会
持物　運転免許証等
申込・問合　環境課（℡44-0344）

へ
※事前に予約状況を問い合わせて
ください。

市民芸能祭出演団体
　昨年の芸能祭は台風接近により
中止としたので、昨年の出演予定
団体が本年度出演します。そのた
め、本年度の出演団体の募集は行
いません。
市民芸能祭
日時　 9月29日㊐10：00〜
場所　市民文化会館
出演　25団体
問合　市民文化会館（℡67-2411
　　　㊊休館　㊊が㊗の場合は翌

平日休館）
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国宝犬山城
天守保存修理事業

　犬山城は、昨年度から安全のた
めの耐震補強と部分修理を実施し
ています。
　本年度は 3階、 4階の壁の耐震
補強工事と 3階唐

から

破
は

風
ふ

周辺の瓦の
葺
ふ

き替えや内外壁の塗り替え等を
行います。工事期間中でも、天守
内に登ることはできますが、工事
の進

しん

捗
ちょく

によっては、一部で入場制
限をする可能性があります。また
7月中旬から12月末まで図のよう
に天守外部に足場を設置する予定
のため、シートで覆われ天守のほ
とんどが見えなくなります。文化
財保護のためご理解とご協力をお
願いします。
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

第22回
介護支援専門員
実務研修受講試験

　介護支援専門員は、介護サービ
ス利用者からの相談に応じて、適
切にサービス利用ができるよう
サービス事業者と調整を図り、介
護（介護予防）サービス計画作成
を行う資格者です。
試験日　10月13日㊐
受験資格　県内在住で保健・医療・
　　　福祉の法定資格を保有し、

各分野で通算 5年以上の実
務経験がある人など

願書受付期間　 7月 3日㊌まで
※試験案内・願書は、長寿社会課、
県高齢福祉課、県社会福祉協議会
などで配布しています。
問合　県社会福祉協議会福祉人材

センター
　　　（℡052-212-5530）

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を実施しま
す。
日時　 7月10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　 7月 9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

6 月に満85歳
になる人へ

　高齢者の外出支援として、タク
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　 6月申請は24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

スポーツボイス教室
無料体験会

　本年度から音楽と運動を融合さ
せた新しい健康づくり教室「ス
ポーツボイス教室」を市内 4か所
の高齢者福祉施設で実施します。
教室の開催に先駆け、スポーツボ
イスの体験会を行います。体験会
は高齢者に限らず誰でも参加でき
ます。
　体験会終了後に教室の申し込み
も併せて行います。
●スポーツボイスとは
　歌手や俳優など声を職業とする
人のためのトレーニングを、より
多くの人々が継続して楽しめる全
身運動・口腔機能訓練で、発声に
必要な筋肉の柔軟性や筋力をあげ
るボディ＆ボイストレーニングで
す。高齢者でも簡単に行うことが
でき、楽しく取り組める内容です。
日時　 6月29日㊏13：30〜15：00
　　　（開場12：30）
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ 4階　フロイデホール
内容　音楽に合わせて声を出し、

全身を動かしながら声帯ス
トレッチや腹式呼吸を行う

講師　スポーツボイスマスターイ
ンストラクター

　　　東哲一郎氏
対象　体験会は誰でも参加可、ス

ポーツボイス教室は市内在
住の65歳以上の人

定員　150人
費用　無料
持物　体を動かすことのできる服

装、運動靴、水分補給用の
飲み物、タオル

申込・問合　長寿社会課（℡44-
0325）へ

大人の風しんワクチン
予防接種の助成

対象　接種日に犬山市の住民で、
下記の両方に該当する人

　　　�① 4 月 1日から令和 2年 3
月31日までに風しん抗体検
査を受けて免疫が不十分と
判断された人

※県では令和 2年 3月13日㊎まで
無料で風しん抗体検査を実施して
います。詳しくは、江南保健所（℡
0587-56-2157）へ。
　　　�②妊娠を予定または希望し

ている女性
※ただし、経産婦、妊婦、過去に
風しんワクチン（麻しん風しん混
合ワクチン含む）の接種歴、風し
んの既往歴がある人を除く
接種期間　〜令和 2年 3月31日㊋
手続期間　〜令和 2年 4月 6日㊊
対象ワクチン　風しん単独ワクチ

ン、MR（麻しん風しん混
合）ワクチン

助成回数　 1回
助成額　接種費用の半額
　　　　（上限5,000円）
※生活保護世帯・非課税世帯は全
額助成。
手続　医療機関にて接種後、保健

センターで手続きしてくだ
さい

持物　領収証の原本（風しんワク
チンの接種がわかるもの）、
風しんの抗体が陰性である
ことがわかる書類、印鑑、
預金通帳、保険証等本人確
認のできるもの

※生活保護世帯・非課税世帯の人
は、接種前に保健センターで助成
券発行の手続きをすると窓口での
支払いが必要ありません。その際
は、風しんの抗体が陰性であるこ
とがわかる書類、印鑑、保険証等
本人確認のできるものを持ってき
てください。
問合　保健センター（℡61-1176）

がん患者・家族の集い
日時　 6月13日㊍10：00〜11：30
場所　市役所 2階203会議室
内容　がん患者や家族同士の交流
定員　20人　費用　無料
申込・問合　 6月 5日㊌から市民

健康館（℡63-3800）へ

健康なんでも相談
　毎月、無料かつ予約不要で、市
内の医師に気軽に相談できる健康
相談を実施しています。
日時　 6月13日㊍13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　宮田眼科　宮田昭男氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

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　 7月 2日㊋10：00〜11：30
場所　市役所 2階205会議室
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　 6月10日㊊から市民

健康館（℡63-3800）へ

後期高齢者医療制度加入者の
協定保養所利用料を助成

保養所でのんびり過ごしてみませんか
　愛知県後期高齢者医療制度に加入している人は、下記の宿泊施設（協
定保養所）に宿泊すると、 1泊の宿泊料金が加入者 1人につき1,000円安
くなります（ 4月 1日から令和 2年 3月31日までの宿泊分で最大 4泊ま
で）。
　健康の保持増進を目的としており、お得に宿泊できます。
　宿泊料金等は保養所により異なりますので、詳細は各保養所へ問い合
わせてください。

場所 協定保養所名 電話番号
江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555（予約専用）
豊田市 豊田市　百年草 0565-62-0100
桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 0594-42-3330
東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211
田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151
蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

利用方法　①�協定保養所へ電話で申し込む（申込時に「愛知県後期高齢
者医療制度の被保険者」であることを伝えてください）。

　　　　　②�宿泊当日に協定保養所の窓口で「後期高齢者医療被保険者
証」と「利用カード（初回利用時に協定保養所で交付）」を
提示し、「利用カード」に押印を受けてください。

　　　　　③精算時に利用料金から1,000円が差し引かれます。
問合　愛知県後期高齢者医療広域連合　給付課（℡052-955-1205）
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健康プラン21
6 月 4 日㊋〜10日㊊は

『歯と口の健康週間』
　歯を失う原因となるむし歯や歯
周病は、一度かかってしまうと自
然には治らない病気で、症状が現
れた時にはかなり進行している場
合が多く、特に歯周病は糖尿病や
動脈硬化など、全身の健康に影響
を及ぼすことが分かっています。
　歯の健康のためには、「悪く
なってから」ではなく、「悪くな
らないため」にかかりつけ歯科医
院で定期的に健診を受けること、
自分の歯並びに合った歯みがきを
すること（身につけること）が大
切です。

　 6月 2日㊐には、犬山扶桑歯科
医師会が、無料の歯科健診「歯と
口の健康センター」を市民健康館
で行います。家庭でのケアと、専
門家の健診を上手に組み合わせ
て、いつまでも健康な歯を守りま
しょう。
問合　保健センター（℡61-1176）

神経系難病患者・
家族の集い
「ゆめの会」

　保健所では神経系難病患者とそ
の家族の集いを開催します。今回
は音楽療法を行います。リズムに
合わせて歌ったり、体を動かした
り、楽しい内容となっています。

日時　 7月 4日㊍13：30〜15：30
内容　音楽療法「音楽でこころも

からだも元気に」、患者家
族交流会

講師　本町クリニック音楽療法士
小川尚子氏、加藤千尋氏

場所　江南市布袋ふれあい会館
　　　（江南市布袋町東359）
対象　パーキンソン病や脊髄小脳

変性症、多系統萎縮症、多
発性硬化症、筋萎縮性側索
硬化症（ALS）などの神
経系難病患者とその家族

申込・問合　 7月 3日㊌までに江
南保健所健康支援課地域保
健グループ難病担当（℡
0587-56-2157）へ

食の改善推進員養成講座〜あなたの食生活、大丈夫ですか〜
　毎日の食事の摂

と

り方で生涯の健康が大きく左右されます。日々の活動に見合った食事量を摂取し、バランスや
カロリーなどを意識した食生活習慣を身につけ「健康づくり」に努めましょう。
　食生活に関心があり、ボランティア活動に参加したいと思っている人を待っています。
日時・内容

回 日　時 内　容 講師・担当

1 7 月12日㊎ 9：45〜11：45 開講式、オリエンテーション
食の改善推進員とは

食の改善推進員
江南保健所健康支援課管理栄養士

2 7 月19日㊎ 9：45〜10：45
10：45〜11：45

健康づくりとは
暮らしの中の食品衛生

市保健師
江南保健所環境・食品安全課職員

3 9 月 3 日㊋ 9：45〜11：45 献立作成の実際 市管理栄養士

4 9 月10日㊋ 9：45〜13：45
13：45〜14：45

乳幼児・妊婦の食事と食生活
歯科保健について

市管理栄養士
市歯科衛生士

5 10月11日㊎ 9：45〜11：45 健康づくりと運動 健康運動指導士�土屋真人氏
6 11月 8 日㊎ 9：45〜14：45 生活習慣病予防の食事と食生活 鈴鹿医療科学大学准教授　中東真紀氏

7 11月19日㊋ 9：45〜14：45
献立作成したメニューの実践
食育SATシステム体験
閉講式（修了証書授与）、交流会

市管理栄養士
食の改善推進員

※上記の講座に加え高齢者サロン（ 9月19日・10月17日・11月14日の㊍開催のいずれか）への体験参加が
1回必要です。
場所　市民健康館（第 4回は保健センター）
対象　市内在住で講座終了後にボランティアとして活動ができる人　定員　20人
費用　テキスト代1,188円（初回に集めます）、調理実習（第 4、 6、 7回）で各回600円程度（材料代）
持物　健康手帳、筆記用具、調理実習時はエプロン、手拭きタオル、三角巾やバンダナ（頭を覆うもの）
申込　 6月 6日㊍〜 7月 4日㊍に直接または電話で市民健康館（℡63-3800　㊏㊐㊗を除く 8：30〜17：00）へ

お父さんお母さん
交流会

　療育が必要な子どもを育ててい
る親の交流会を開催します。
日時　 6月22日㊏ 9：30〜11：30
場所　市民健康館201研修室
申込　不要
問合　心身障害児（者）父母の会
　　　加藤（℡67-1103）

地域の人とワイワイ
してみませんか
〜世代間交流〜

　保健センターの一室を開放しま
す。ママ友とのおしゃべりの場、
小さい子どもと交流したい中高年
の人の癒やしの場として、気軽に
来てください。
　絵本の読み聞かせや、木製のや
さしいおもちゃと触れ合う時間が
あります。
日時　 6月28日㊎ 9：45〜11：30
場所　保健センター
※食べ物の持ち込みは禁止です。
販売行為や宗教・政治・営利活動
を目的とした利用はできません。
対象　子育て世代から孫育て世代

までの市民
費用　無料　　　申込　不要
問合　保健センター（℡61-1176）

「児童手当・特例給付　現況届」の提出と
手当支払いについて

　児童手当を受けている人は、毎年 6月に支給要件を確認するため、現
況届の提出が必要です（ 5月に転入等で認定請求書を出した人を除く）。
　対象者には 5月下旬に現況届を送付しましたので、必ず期限までに提
出してください。期限までに提出がない場合は、児童手当を受けられな
いことがあります。なお 6月の第一週目が過ぎても現況届が届かない場
合は、子ども未来課まで問い合わせてください。
添付書類　健康保険被保険者証の写しなど
　　　　　（受給者がサラリーマンなどの場合）
※その他必要に応じて提出する書類があります。
提出方法　 6月28日㊎（必着）までの市役所開庁時間（㊊〜㊎ 8：30〜

17：15　毎月第 1・ 3㊋は19：00まで延長）に子ども未来課窓口へ
提出または郵送

※㊏㊐は閉庁日のため、宿直室へ提出になります。郵送や閉庁時間に提
出され、不備があった場合は連絡することがあります。
6 月定期支払い　児童手当（ 2 〜 5月分）を 6月10日㊊に振り込み予定

です。該当の人は通帳で確認をお願いします。なお次回の定期支
払いは10月を予定しています。

※児童手当の全部か一部の支給を受けずに、子育て支援に生かしてほし
いという人は、簡単な手続きで市に寄附することができます。
問合　子ども未来課育成担当（℡44-0323）

市役所本庁舎内は
7月から全面禁煙

　受動喫煙を防止するため、市役
所本庁舎内は、 7月 1日㊊から全
面禁煙となります。そのため、庁
舎内にある喫煙室はすべて閉鎖し
ます。
　 7月以降については、庁舎建物
外に喫煙専用スペースを設置する
予定です。
問合　総務課（℡44-0300）

絵本の世界にご招待
「おひざでえほん講座」

　市立図書館では子どもの読書活動を推進するため、乳幼児の保護者に、
絵本の素晴らしさや読み聞かせの大切さを理解し、子どもと一緒に絵本
を読む喜びを経験してもらうための講座として、本年度から新たに「お
ひざでえほん講座」を開催します。
日時　第 1回　 6月30日㊐
　　　第 2回　 8月31日㊏
　　　各日10：30〜　90分程度
※各回別々の内容です。
場所　市立図書館 2階展示室
講師　どんぐり文庫主宰
　　　古川よし子氏
対象　市内在住の乳幼児の親子
定員　先着20人
費用　無料
申込・問合　 6月 4日㊋から市立図書館（℡62-6300）へ（電話申し込み可）
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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㊊〜㊎
（㊗除く）
10：00〜15：00

市内児童館・
児童センター

体操・手遊び・感
触遊び・七夕飾り
作り等

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）

6月15日㊏
10：30〜11：30

犬山西児童
センター 新聞遊び 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

6月12日㊌
10：30〜11：30

市民健康館

情報交換・あやし遊び・
絵本・ミニ講座

さくらっこ
　ひよこ

6か月〜 1歳未満の
子どもと保護者

6月14日㊎
10：30〜11：30

親子ふれあい遊び・
季節の歌・お話

さくらっこ
　あひる

1歳〜 1歳 6か月の
子どもと保護者

6月28日㊎
10：30〜11：30

親子ふれあい遊び・
季節の歌・お話

にこにこタイム 0歳〜 3歳の多胎児と保護者
多胎児妊婦

6月 5日㊌
14：00〜15：00

東児童センター
さんにぃれ

親子遊び・情報交換

わくわくっこ 2歳〜就園前の子どもと保
護者

6月20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歳から）
と保護者

毎週㊊㊌〜㊎
10：00〜10：15 歌・体操・絵本など

★ファミリー・サポート・センター　　問合　東児童センターさんにぃれ内（℡48-1521）
　 6月 6日㊍・13日㊍・21日㊎に開催の第 1回ファミリー・サポート・センター講習会は参加者募集中です。

★相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日 9：00〜16：00（㊐㊊㊗・健康館休館日除く）
（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 9：00〜16：00（㊋㊗除く）
（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 9：00〜16：00（㊏㊐㊗除く）
（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 9：00〜16：00（㊐㊗除く） 家庭児童相談室　（℡62-4300）

利用者支援 毎日 8：30〜17：00（㊏㊐㊗除く）
※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）

6月14日㊎　25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 8：30〜17：00（㊏㊐㊗㊡除く）　※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）

6 月の子育て支援事業

亥
い

年
どし

講演会
「イノシシとブタ：
愛憎の文化史」

　亥年にちなみ、国立民族学博物
館から野林厚志氏を招いて講演会
を開催します。

日時　 6月16日㊐12：30〜
場所　日本モンキーセンター
費用　入園料のみ
申込　不要
問合　公益財団法人日本モンキー

センター（℡61-2327）
※詳細はホームページ（http://
www.j-monkey.jp/）を見てくだ
さい。

可能性を広げよう
子育てママの
はじまるしぇ

　自分の趣味を小さな仕事にして
みませんか。
　この講座では、まずは自分を知
り、市内で活動しているママの話
を聞き、実際にマルシェ出店を体
験します。託児付きなので、子ど
もの同伴も可能です。
日時　第 1回　 6月26日㊌
　　　第 2回　 7月 9日㊋
　　　第 3回　 8月21日㊌
　　　第 4回　 9月17日㊋
　　　第 5回　12月 8 日㊐
　　　　　　　（マルシェ体験）
　　　第 6回
　　　　　　令和 2年 1月28日㊋
第 1〜 4、 6回　10：00〜11：30
　　　　第 5回　10：00〜15：00
場所　市役所など市内施設
対象　市内在住の子育て中や子育

てに関心のある女性
※原則第 1回〜 6回すべてに参加
してください。
定員　先着 8人（子どもを除く）
費用　無料
申込・問合　 6月 6日㊍〜14日㊎

に企画広報課（℡44-0312）
へ（電話可）

父と子の料理教室
参加者募集

　毎日が忙しいお父さん、親子で
楽しい一日を過ごしてください。
献立は生地から作る具がいっぱい
ピザ、スープ、デザートなどです。

きっかけ交流カフェ
参加者募集

　市内で子育てをしながら独立・
起業をして、おうち教室や店舗・
イベント・ワークショップを運営
しているママ、ボランティアなど
で活躍しているママなどをゲスト
スピーカーに迎えて、「きっかけ
交流カフェ」を開催します。
　市内の施設やおしゃれなカフェ
などで、普段聞くことのできない
話を聞いたり、普段出会うことの
できないママたちと楽しく交流す
ることができます。託児付きなの
で、子どもの同伴も可能です。

日時　第 1回　 6月28日㊎
　　　第 2回　 7月17日㊌
　　　各日10：00〜11：30
　　　※第3回以降も計画中です。
場所　東児童センターさんにぃれ
講師　第 1 回　佐曽利吏佐氏
　　　�（犬山市子育てと女性の活

躍応援事業ネットワーク
コーディネーターなど）

　　　第 2 回　片山由美氏
　　　�（料理研究家、StillKitchen

主宰など）
対象　市内在住の子育て中や子育

てに関心のある女性
定員　各回先着 8人
　　　（子どもを除く）
費用　無料
申込・問合　 6月 6日㊍〜14日㊎

に企画広報課（℡44-0312）
へ（電話可）

日時　 6月30日㊐ 9：45〜13：30
　　　（受付 9：30〜）
場所　市民健康館
講師　食の改善推進員
対象　市内在住の小学生とその父
定員　先着10組
費用　 1人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
巾またはバンダナ（頭を覆
うもの）

申込・問合　 6月 4日㊋〜21日㊎
に食の改善協議会　田口
（℡62-0652）へ
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初夏の山野草展示会
　初夏に咲く山野草の盆景、石付
け、寄せ植え等約250点を展示し
ます。入場は無料です。山野草の
栽培や管理の相談にも応じます。
※チャリティとして山野草会員に
よる余剰苗の廉価分譲を行います。
日時　 6月 8日㊏ 9：30〜17：00
　　　　　 9日㊐ 9：30〜16：00
場所　南部公民館 1階展示室
問合　北原（℡090-1563-0601）

201₉あいち平和行進
犬山コース

　平和行進は今年で61回目を迎え
ます。2019あいち平和行進に参加
して、「核兵器の廃絶と平和で戦
争のない社会の実現」の声を大き
く広げましょう。
日時　 6月11日㊋10：30〜
場所　石作公園
内容　出発式10：30〜11：00
　　　行進　11：05〜12：10
　　　�石作公園→犬山駅→駅前通

り→犬山城前→各務原市民
プール横広場

　　　（引継集会後解散12：30頃）
問合　あいち平和行進共同連絡

会・原水爆禁止犬山市協議
会（℡61-2928）

元気に食べてますか
　東海地域の医療者が、高齢者に
低栄養の知識と栄養ケアの大切さ
を伝える交流イベントです。参加
者には、各種栄養剤を無料で配布
します（先着100人）。

「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。 7月15日号の締め切りは 6月
5日㊌、8月 1日号は 6月20日㊍。

日時　 6月16日㊐13：00〜15：00
場所　しみんてい
費用　無料　申込　不要
問合　中村（℡090-6461-1441）

シニアのための
スマホ・サロン会

　会の前半は講座、後半はサロン
形式で進めます。スマホはお貸し
します。
日時　 6月17日㊊13：00〜16：00
　　　 7月15日㊗13：00〜16：00
※毎月第 3㊊に継続開催
場所　福祉会館 5階502会議室
対象　シニア限定（年齢不問、前

向きに生きようとする人）
定員　先着12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

地質と自然について
考える講演会

古代につながる犬山の地質と植物
　犬山が自然に恵まれているのは
なぜ？当日は身近で拾った石を
持ってきてください。先生と一緒
に楽しく学習します。
日時　 6月29日㊏13：30〜16：00
　　　（開場は13：00〜）
場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ 2階研修室
講師　岩石研究家　足立守氏
費用　無料　申込　不要
問合　ふるさとの自然を愛するス

ズサイコの会　松本
　　　（℡61-2452）

7ヵ国語で話そう
講演会

日時　 6月29日㊏19：00〜20：30
　　　 7月 3日㊌10：00〜11：30

場所　犬山国際観光センター
　　　フロイデ 3階会議室 1
費用　無料
申込・問合　ヒッポファミリーク

ラブ（℡0120-557-761　 9：
00〜17：30㊏㊐㊗除く）へ

※託児あり（事前申込要）

グラウンド・ゴルフ
一緒にやりませんか

　グラウンド・ゴルフはボールを
少ない打数でホールポストに入れ
ることを競うゲームです。年齢や
経験問わず誰でも簡単にプレーで
きます。
日時　毎週㊊㊌13：30〜15：30
場所　木曽川犬山緑地�多目的グ

ラウンド
費用　年500円（大会等は別途）
問合　犬山キャッスルクラブ
　　　赤木（℡090-1827-8161）

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・時間・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・ 2㊋、毎週㊍㊏
　　　　　　　　13：00〜16：30
　　　（楽田老人福祉センター）
問合　伊藤（℡080-6921-9477）

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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令和元年 5 月 1 日
　元号が改まり「令和」元年となった 5月 1日。城前観
光案内所で犬山城の「御城印」の販売が開始され「令和
元年五月一日」の日付入りの御城印を手に入れようと市
民や観光客が殺到し、限定500枚の御城印はすぐに完売
となりました。
　また市役所の婚姻届臨時受付窓口には22組のカップル
が婚姻届を提出し、改元記念のフォトパネルで多くの
カップルが笑顔で記念撮影をしていました。（表紙写真）

全国一斉あそびの日ウォーキング大会
　4月28日に、全国一斉あそびの日として犬山市レクリ
エーション指導者クラブがウォーキング大会を開催し、
親子連れなど約180人が参加しました。
　名鉄犬山遊園駅を出発した参加者は、ゆっくりと新緑
のまぶしい山道をウォーキング。ゴールのひばりヶ丘公
園でお弁当を食べた後、しゃぼん玉やボールの的当てな
どのレクリエーションの他、鳴子踊りチーム笑 の゙メン
バーの演舞を楽しみました。最後は全員で手をつないで
一斉にジャンプし、みんなの笑顔がはじけました。

職犬ココの子ども未来園訪問
　市の職員ならぬ「職犬」として任命されているラブラ
ドールレトリバーのココちゃん。夏の暑い時期を除き、
週に一回程度、市内子ども未来園や高齢者施設を訪問し
ています。 4月22日、職犬見習いのおとひめちゃんと訪
れたのは、丸山子ども未来園。それぞれの犬が得意技を
披露したり、犬山動物総合医療センターの職員が出す犬
クイズに園児たちが答えたりしました。犬とのふれあい
タイムでは、犬に触るときの約束を教えてもらった年長
児32人が、笑顔で犬たちをなでていました。

桃太郎まつり
　毎年 5月 5日のこどもの日に桃太郎神社で行われてい
る桃太郎まつり。今年も約30人の子どもたちが桃太郎の
装束や陣羽織に身を包み無病息災を願いました。巫

み

女
こ

舞
やかわいらしい桃太郎たちによる踊りの後は、物語のよ
うにみんなで桃みこしや宝車を引っ張り、公園内を練り
歩きました。
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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 6月28日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階市民相談室

登 記 6月12日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階相談室②

不 動 産 取 引 6月18日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階相談室②

行 政 書 士 6月26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）

7月 4日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 6月 6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 6月 6日㊍　13：00〜15：00
6 月20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 6月 5日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 6月10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）

6月14日㊎・25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　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 6月 7日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階相談室

人 権 6月 5日㊌　10：00〜16：00 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 6月21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 6月19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

7月25日㊍　10：00〜15：00（ 1 人30分間）
（12：00〜13：00休憩）※ 6月はありません
※ 7月16日㊋〜19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（ 5月 1日現在）
人口 74,032人 （− 396人）
男 36,824人 （− 203人）�
女 37,208人 （− 193人）
世帯 31,220世帯 （＋ 193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

6 月 2 日㊐ 木村内科� （羽黒）
たくや整形外科� （楽田）

67-0008
69-1800

6 月 9 日㊐ 結ファミリークリニック�（楽田）
あいちせぼね病院� （犬山）

68-3311
20-9100

6 月16日㊐ 岡部医院� （犬山）
松村クリニック� （犬山）

62-7121
61-1488■休日歯科診療 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

6 月 2 日㊐ かみの歯科� （犬山） 65-4860

6 月 9 日㊐ あまの歯科クリニック�（扶桑） 0587-92-1678

6 月16日㊐ いぬやま歯科医院� （犬山） 61-7515

べての教科と生活に通じる基本で
す。
　特に犬山というまちは、歴史文
化資源、自然資源、人的資源に恵
まれ、感性を育むという点で最高
の舞台です。こうした地の利を活

い

かす意味でも、日本一の国語教育
を目指すことは、犬山だからでき
るオンリーワンの展開であり、子
育てする場所として、有力な選択
肢ともなります。
　そして、これは単に国語教育の
あり方を考えるという次元ではな
く、人づくりを通じた、未来への
挑戦です。この犬山の挑戦が、必
ず未来を拓くと信じて、とことん
取り組む覚悟です。

具体的にどう展開するのか？
　子どもが生まれてから、義務教
育を終えるまでの過程において、
幼保小中の系統性を強化し、「読
む・書く・話す・聞く」という国
語力の各観点について、年齢ごと
の到達目標を作成します。
　保育や授業づくりにおいて、そ
の目標の達成に向けた効果的な指

導法を確立し、国語と他教科の連
携も強化します。
　また達成状況の検証を踏まえ、
個々のフォローアップやさらなる
授業改善につなげる仕組みを構築
します。
　今年度中にこれらを確立し、
2020年度から幼保小中で実践に入
る予定です。

特に読解力向上
　読むことを徹底すれば、書く・
話す・聞くチカラは自

おの

ずと身につ
き、考える知性（IQ）と感じる
知性（EQ）の両面を伸ばすこと
につながります。文章を正しく読
み取り、理解するチカラは、すべ
ての学びや生活の基本であり、そ
のスキルアップは極めて重要です。
　この読解力向上を、全ての教科
の核として戦略的に進めるため、
読む力を測るための調査（リー
ディングスキルテスト）を、まず
中学1年生に導入して検証し、全
体の授業づくりに反映します。ま
た学校図書館の活用も積極的に進
めます。

時代背景
　AI（人工知能）など日進月歩で
情報化が進む中、人間が果たす役
割は大きく変化していきます。ま
た人間関係は、ますます複雑化・
多様化していきます。そうした時
代に求められるチカラとして、新
しい価値を創造するチカラと、人
とうまくコミュニケーションを図
るチカラが重要であり、その基盤
となる人間の感性を豊かにする人
づくりが不可欠です。

国語教育から未来を拓
ひら

く！
　時代背景を踏まえ、感性豊かな
人づくりを進めるためには、国語
教育を通じた子どもたちの情緒育
成が最も重要です。また国語はす

国語教育
日本一の犬山へ！
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　「ピィーーードンドン」空気を
切り裂き笛、太鼓が鳴り響く。静
から動へ。神事（祭礼）から聴衆
のお祭りに切り替わる。羽織を
纏
まと

った後
こう

見
けん

・綱
つな

割
わり

を頭とする手
て

曳
こ

連に緊張が走り、鼓動が大きくな
る。お囃

はや

子
し

のテンポは上がる。小

太鼓連は声を振り絞り手曳の背中
を押す。綱割の声と共に車

や

山
ま

は大
きく傾

かし

ぐ。街辻を一気に廻る「車
切り」とは違い、気合一

いっ

閃
せん

、前輪
を持ち上げ神社を向いていた車山
は一気に反転し頭を傾げ針綱様を
後に「どんでん」を終える。祭り
の花形は「手曳」と言わせる。
　動のお祭りについてお話しした
が、静の神事（祭礼）について話
を移す。
　「宝

ほう

袋
てい

車
しゃ

」は中
なかやま

山にちょっぴり
怖い「べろ出し人形」が特徴で塗
りの無いシンプルな白

しら

木
き

車
や

山
ま

は、
立派な彫り物を引き立てる。から
くりは「恵比寿・大黒　二神の舞」
大黒天が宝の袋を求め旅をする様
を若衆のお囃子に合わせ中山連の
巧みな糸さばきで操り表現する。
笛は能管で近年は町内のおやじ達

たち

が数か月掛
が

かりで作った笛も使い
「宝

たから

尽
づく

し」のおめでたい演目を奉
納している。

　最後に、宝袋車の生い立ちだが、
文化年間創造の車山は天保13
（1842）年の余坂の大火で焼失し、
明治 3（1870）年に再建したとい
われる車山は、昨年の改修の際に
は 3分割の車輪内部から『元

げん

治
じ

元
年甲

きの

子
えね

吉月』（1864年）の墨書が
見つかった。155歳の車山には技
が詰まり、守り伝えられ、今、我々
の心意気とともに魅せるのだ。
　奉納は16町内中15番目と遅い
が、夕暮れせまる神前で全てを一
度に見ればまさしく「宝尽し　二
福神」、きっと幸せになれるだろう。

颯
そう

汰
た

ちゃん
平成30年 4 月生まれ

笑顔いっぱい、
元気で優しい子に
なってね！

みな実
み

ちゃん
平成30年 4 月生まれ

パパが大好き!!
土日のお休みが楽しみだね。

おしゃべりも
たくさんします。

颯
そう

一
いち

ちゃん
平成30年 4 月生まれ

元気にすくすく育ってね。
大好きだよ！

莉
り

世
よ

ちゃん
平成30年 4 月生まれ

お姉ちゃんと
仲良く遊んでね。
我が家の

いやし系アイドルです。
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犬山祭
（一社）犬山祭保存会

宝袋　余坂町

犬山祭保存会
てこ副委員長

吉田成伸


