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夏休みを楽しく過ごそう！／犬山市歴史的風致維持向上計画（第2期）

手づくりウインナー教室（H30. 7 月撮影）
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▲石上祭（ 8月 4日）

１ 工作教室
竹笛を作ろう
〜どんな音が出るのかな〜

日時　 7月20日㊏13：30〜15：30
場所　市立図書館 2階展示室
講師　高林徹雄氏
対象　小学生
　　　（ 1〜 3年生は保護者同伴）
定員　先着30人
費用　 1人300円
持物　筆記用具、定規（30㎝）、

小刀（持っている人）、水筒、
タオル

申込・問合　 6月19日㊌〜 7月12
日㊎に市立図書館（℡62-
6300）へ（電話申込可）

２ 木曽川の丸石に絵を描いて
石上祭に参加しよう

　石（史料館から支給）に絵を描いて、みんなで参
加します。石は山頂に納めます（全 2回）。
日時　①絵付け　
　　　　 7月21日㊐
　　　　 9：30〜12：00
　　　②石上祭
　　　　 8月 4日㊐ 9：00〜
　　　　（山頂で石を納めた後解散）
場所　①文化史料館 2階研修室
　　　②尾張冨士浅間神社前広場
対象　小学生（ 1、 2年生は保護者同伴）
定員　10人程度
費用　無料（①は保護者の入館料100円必要）
持物　筆、水入れ、筆用布巾
※絵の具は文化史料館で準備します。
申込・問合　 6月15日㊏〜30日㊐に電話、ファック

スまたは直接文化史料館（℡・Fax62-4802
　　　 9：00〜16：30）へ

３ 犬山市特産品協会体験事業
～親子でふれよう～

A.犬山焼教室
日時　① 7月24日㊌　② 8月 7日㊌
　　　各10：00〜12：00（全 2回）
場所　後藤陶逸陶苑　　定員　10人
内容　①ろくろ体験　②絵付け体験　費用　1,500円
B.和菓子＆烏

ウー

龍
ロン

茶葉づくり教室
日時　 7月31日㊌13：30〜15：30
場所　市民健康館　内容　和菓子と烏龍茶葉づくり
定員　20人　　費用　1,100円
C.手づくりウインナー教室
日時　 8月 2日㊎10：00〜12：00
場所　㈱サイトウ　　内容　無添加ウインナーづくり
定員　30人　　費用　1,100円
【共通】
対象　市内在住の小学 1〜中学 3年生と家族
　　　（小学 1〜 3年生は保護者同伴）
申込・問合　 7月 1日㊊ 8：30〜12日㊎に産業課
　　　（℡44-0340）へ

１ 親子下水道教室
〜微生物の観察、下水処理場見学な
ど、親子で楽しく学びましょう〜
直接来場してください（駐車場有）
A.左岸浄化センター
日時　 7月25日㊍
　　　①10：00〜12：00
　　　②13：30〜15：30
場所　五条川左岸浄化センター
（小牧市新小木 4丁目47番地）

対象　小学 4〜 6年生（保護者同伴）
定員　各回先着15組程度
申込　 7月 4日㊍〜19日㊎に五条

川左岸浄化センター（℡
75-2911　 9：00 〜 17：00　
㊏㊐㊗除く）へ

B.右岸浄化センター
日時　 7月26日㊎
　　　①10：00〜12：00
　　　②13：30〜15：30
場所　五条川右岸浄化センター
（岩倉市北島町権現山 7番地 1）

対象　小学生とその保護者（ 1グ
ループに保護者1人でも可）

定員　各回先着20人程度
申込　 7月 1日㊊〜19日㊎に五条

川右岸浄化センター（℡
0587-66-8651　 9：00〜17：
00　㊏㊐㊗除く）へ

【共通】
費用　無料
持物　子供用の上履き（大人用の

スリッパは用意します）

２ 水道PR事業
（家族で参加する

　バスツアー）
〜水道について関心と理解を深め
ましょう〜
日時　 7月31日㊌ 8：30〜16：30
集合　名古屋駅西口
（名古屋市中村区名駅 1 - 1 ）

内容　国営木曽三川公園自然発見
館（岐阜県各務原市）でワー

クショップとアクア・トト
ぎふ（同敷地内）の自由見学

対象　尾張水道連絡協議会に所属
する市町村（犬山市含む）
に在住の小学 4〜 6年生と
その保護者（小学 3年生以
下の兄弟の参加可）

※児童のみの参加はできません
定員　40人
　　　（応募多数の場合は抽選）
費用　無料　　持物　昼食
申込・問合　 7月11日㊍（必着）

までに参加者全員の住所、
氏名、年齢、学年、当日連
絡が取れる電話番号を明記
し、ファックス、Eメール、
郵送で尾張水道連絡協議会
事務局（小牧市上下水道部
上下水道経営課内　〒485-
0814小牧市古雅四丁目117
番地�℡79-1305　Fax79-1239

　　　suikeiei＠city.komaki.
lg.jp）へ
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４ 子ども
クッキング

みんなで作って楽しく食べよう
日時　 8月 1日㊍ 9：30〜13：30
場所　市民健康館
内容　いろいろサンドイッチ、
　　　スープ、デザート他
講師　食の改善推進員
対象　市内在住の小学生（ 3年生

以下は保護者同伴）
定員　25人　　費用　500円程度
持物　エプロン、手拭き、三角巾

やバンダナ（頭を覆うも
の）、筆記用具、上靴

申込・問合　 7月 4日㊍〜25日㊍
に田口（℡62-0652）へ

５ 青塚子ども教室
A.青塚古墳見学会
　自由研究に役立つ資料を使っ
て、学芸員が楽しく案内します。
日時　 7月31日㊌10：00〜11：30
　　　 8月24日㊏10：00〜11：30
定員　各日先着15家族
費用　 1家族500円（古墳消しゴ

ム作り 2個含む）
B.歴史ワークショップ

「小牧・長久手の合戦すごろく作り」
　すごろくを作って、地域の歴史
を楽しく学びましょう。
日時　 8月17日㊏10：00〜11：30
定員　15人　　費用　 1人500円
【共通】
場所　青塚古墳ガイダンス施設
対象　小・中学生とその家族
申込・問合　各開催日前日までに

青塚古墳ガイダンス施設
（℡68-2272　㊊休館㊗の
場合は翌平日休館）へ

※青塚古墳ガイダンス施設では、
開館日は毎日、青塚古墳や東之宮
古墳の形をした消しゴムやペー
パークラフトを作れます（予約不
要、費用　各100円、所要時間　
消しゴム作り約15分・ペーパーク
ラフト作り約 1時間）。

12 作って学ぼう
簡単！朝食づくり

日時　 8月22日㊍10：00〜12：30
場所　羽黒小学校
内容　朝食についての話、栄養ク

イズ、簡単な朝食づくりを
名古屋経済大学管理栄養学
科の学生とともに楽しく行
います。

対象　市内在住の小学 1〜 6年生
定員　先着20人
費用　 1人250円
※おつりのないようにしてください。
持物　エプロン、三角巾、手拭き、
　　　お茶
申込・問合　 7月 1日㊊〜16日㊋

にEメールで氏名（ふりが
な）、小学校名・学年、保
護者名および緊急連絡先、
アレルギーの有無（アレル
ゲン名）を名古屋経済大学
地域連携センター（℡68-
3282　chiiki-c＠nagoya-
ku.ac.jp）へ

※会場への送迎は保護者がしてく
ださい。
※調理には、小麦粉、卵、乳製品
を使用します。

６ 親子で
じゃぶじゃぶガサガサ
魚とりin五条川
日時　 8月 4日㊐10：00〜12：00
　　　（小雨決行）
集合　八曽押出駐車場
定員　先着15家族
費用　 1家族100円
持物　着替え、帽子、タオル、飲

み物、魚捕り網、靴（サン
ダルなど足が出るものは不
可）

申込・問合　 6月21日㊎ 9：00か
ら氏名、性別、年齢、住所、
電話番号を犬山里山学セン
ター（℡65-2121）へ

７ リサイクル探検隊
　普段何気なく捨てている「びん」
が、どこでどのようにリサイクル
（再生）されているか学びましょう。
日時　 8月 6日㊋ 8：50〜13：00頃
集合　犬山駅西口
内容　石塚硝子㈱岩倉工場と㈲大

原ガラスリサイクル岩倉工
場をバスで見学します。

対象　市内在住の小学生以上（小
学生は保護者同伴）

※運動靴、活動しやすい服装、小
学生は帽子を着用（ハイヒール等
かかとが高い靴、草履、サンダル、
短パン、半ズボン、スカートでの
工場見学はできません。）
定員　先着26人（定員になり次第

締め切り）
費用　無料
申込・問合　 6月24日㊊〜 7月 5

日㊎に環境課（℡44-0344）
　　　へ

８ 立山町・日南市の
小学生と夏休みの
思い出をつくろう

期間　 8月 9日㊎〜11日㊗
内容　川遊び・鮎つかみ、城下町

散策、花火大会の見学、犬
山焼陶芸体験など

対象　市内在住の小学 4〜 6年生
定員　10人程度
費用　11,000円（宿泊費込み）
説明会　 7月18日㊍19：00〜
（場所　市役所 2階205会議室）
申込・問合　 7月 3日㊌までに観

光交流課（℡44-0342）へ

９ 犬山子ども司書
養成講座（2期生）

〜広げよう！友だち読書のわ！〜
　図書館の役割や使い方、本の基
礎知識、本を友達に届ける方法な
ど、みんなで楽しく学びませんか。
　全部出席した子には、オリジナ
ル司書メモ帳と犬山子ども司書認
定証をプレゼントします。
日時　 8月10日㊏・11日㊗・12日

㊡（全 3回）
　　　各回とも13：00〜16：00
場所　市立図書館 2階展示室
内容　図書館の役割や使い方・本

の構造を学ぼう、展示コー
ナーを作って友達に紹介し
てみよう、など

対象　市内在住の小学 4〜 6年生
定員　先着20人
費用　無料
申込・問合　 6月18日㊋から市立

図書館（℡62-6300）へ（電
話申込可）

10　ICT講習会企画　子どもパソコン講座
　夏休みにパソコンを覚えて、パパとママをびっくりさせよう。
日時　 7月26日㊎、 8月 2日㊎・16日㊎・23日㊎・30日㊎（全 5回）
　　　各回10：00〜12：00
場所　勤労青少年ホーム 2階
内容　オリジナルシャープペンシル作り、タイピングをゲームで身につ

けよう、パソコンで絵日記を描こう等
講師　いぬやまe-コミュニティーネットワーク講師
対象　小学 4〜 6年生　　　定員　先着20人
費用　 1 人5,000円　　　      持物　筆記用具
申込　応募フォーム（https://www.inuyama.net/pro/
　　　natsu.html）で申し込んでください。
※右記QRコードからも応募フォームに転送されます。
※inuyama.netからのEメールが届くように設定してください。申込時に
自動応答メールが届きます。
問合　特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク
　　　（℡62-1888　 9：00〜17：00　㊏㊐除く）

11　ロボット塾（基礎講座）
　レゴブロックを組み立て、プログラミングをしてロボットを動かして
みませんか。「やった！できた！」の感動から、物づくりの喜びとチャレ
ンジすることの楽しさが体感でき、夏休みの自由研究にもぴったりです。
日程　第 1期　 7月24日㊌・25日㊍・27日㊏・31日㊌、 8月 1日㊍
　　　第 2期　 8月 3日㊏・ 7日㊌・ 8日㊍・10日㊏・21日㊌
　　　第 3期　 8月22日㊍・24日㊏・28日㊌・29日㊍・31日㊏
※第 1期、第 2期、第 3期とも同内容（全 5回）です。
時間　 9：00〜12：00
場所　犬山国際観光センターフロイデ 1階
　　　いぬやまICT工房
内容　レゴロボット製作キットを使ったオリジナル
　　　ロボット作成・プログラミング
　　　（作成したロボットは持ち帰れません）
講師　いぬやまe-コミュニティーネットワーク講師
対象　市内在住の小学 4〜 6年生
定員　各期 9人（応募者多数の場合は抽選）
※当選者には受講券を郵送し、抽選にはずれた人にはEメールで結果を伝
えます。
費用　 1人500円　　持物　筆記用具
申込　 6月30日㊐までに、応募フォーム（https://www.
　　　inuyama.net/pro/robot.html）で申し込んでください。
※右記QRコードからも応募フォームに転送されます。
※inuyama.netからのEメールが届くように設定してください。申込時に
自動応答メールが届きます。
問合　特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク
　　　（℡62-1888　 9：00〜17：00　㊏㊐除く）

　今年も夏休
み期間中、市
内在住小中学
生のコミュニ
ティバス無料
乗車を予定しています。イベン
ト参加の際、利用してみません
か。（㊊〜㊎毎日運行、㊡も運行）
問合　地域安全課（℡44-0347）

●小中学生コミュバス無料
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　国宝犬山城を中心とする城下町や名勝木曽川、石
上祭や大

おお

縣
あがた

神社の豊年祭を始めとする地域の祭礼行
事など、犬山市には数多くの歴史的資産が残されて
います。これらは地域の人々の営みと一体となって
受け継がれてきました。この歴史的風致を維持向上
させるため、平成20年度に犬山市歴史的風致維持向
上計画を策定しました。

　この計画はいったん平成30年度で計画期間が終了しましたが、引き続き歴史まちづくり事業に取り組んでいく
ため、犬山市歴史的風致維持向上計画（第 2期）を策定し、国の認定を受けました。第 2期計画では維持向上す
べき歴史的風致に新たに「古代『邇

に

波
わ

』地域の古墳群とその周辺にみる歴史的風致」を加え、またこの10年の歴
史まちづくり事業の成果と課題を踏まえ、計画内容の見直しを行いました。計画期間は平成31（2019）年度から
令和10（2028）年度です。

犬山市の維持向上すべき歴史的風致
第 2期計画では次の 6つを維持向上すべき歴史的風致としています。
①犬山祭にみる歴史的風致
　江戸時代の武士や商人たちの暮らしぶりを想像させる町家が点在する城下町で繰り広げられる犬山祭では、町
民たちの結束力によって車

や

山
ま

の曳
ひ

き廻しやからくり奉納が行われ、歴史的な町の趣を一層際立たせます。
②犬山城と町衆文化にみる歴史的風致
　現存する最古の天守様式をもつ国宝犬山城。城主と町民によって生み出された町衆文化とともに、今も人々に
愛され、その心が受け継がれています。
③木曽川周辺にみる歴史的風致
　人々は昔から木曽川の恩恵と自然が生み出す癒やしを受けながら生活してきました。それは長年続けられてき
た木曽川うかいの継承とともに、今も変わらぬ伝統の風景です。
④古代『邇波』地域の古墳群とその周辺にみる歴史的風致
　犬山はその肥

ひ

沃
よく

な土地と自然環境により古代から人々の暮らしが営まれ、
数多くの古墳が造られました。今もその多くが残されており、それを守ろう
とする人々の活動とともに犬山の歴史を伝えています。
⑤石上祭にみる歴史的風致
　尾張冨士に力自慢が結集し、山の頂上に巨石を上げる石上祭。頂上に積ま
れた数千の石や参道の献石群には、先人たちの尾張冨士に寄せた祈りが刻み
込まれた祭を継承する人々の活動とともに、自然と神社と地域とが一体と
なった歴史的風致を伝えています。
⑥地域の祭礼にみる歴史的風致
　「豊かなもりのまち」犬山には、里山や田園などの自然が豊富にあり、そ
の自然に感謝し、自然と共生していく中で始められた慣習や祭礼が今も各地
で継承されています。

第 2期計画に掲げている施策・事業概要
　歴史的風致向上計画では市内各地区の中で、特に重点的に事業を展開
する「重点区域」を定めることになっています。
　市では犬山城下町地区（約180ha）を重点区域に定め、歴史的建造物
の保存・活用や看板等のルール化による歴史的景観の再生などを実施す
るとともに、犬山の歴史を体感できる施設の整備など、歴史的風致を活
用した地域活性化を図ります。また文化財調査による歴史的価値の明確
化を図り、さらには祭礼行事等の担い手を育成する事業を推進し、歴史
的風致の維持向上を図ります。

　主な事業　
文化財保存事業費補助金事業
　歴史的建造物の保存・活用を図るため修理・修景費用に対する助成を
行い、所有者及び管理者の負担の軽減を図ります。
福祉会館解体事業
　解体予定の福祉会館は、その敷地内にかつて犬山城の大手門があった
ことから、解体後は発掘調査を行い大手門の遺構解明を進めます。
（仮称）文化史料館南館整備事業
　犬山祭で使用されるからくり人形を中心に、座敷からくりや日本のか
らくり技術を紹介する施設として整備し、からくり人形の魅力を発信し
ていきます。
犬山祭伝承保存事業
　犬山祭の車山行事を後世に継承していくため、車山本体や幕、からく
り人形等の修理や復元新調に要する費用を助成します。

歴史的風致とは
　「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）」では「地域におけるその固有の歴
史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史的価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体と
なって形成されてきた良好な市街地環境」とされており、地域にある歴史的な建物や町家などの町並みと、祭礼行
事などの歴史や伝統を反映した活動といった地域の歴史的な風情や情緒などが一体となったものをいいます。

　今後もこの計画に基づき、市内各地域に残されている歴史的資産の保存と活用を図っていきます（計画の全文
と概要版は市ホームページを見てください）。
問合　歴史まちづくり課（℡44-0354）

重点区域

重点区域全域が対象の事業
・文化財保存事業費補助金事業
・景観重要建造物助成事業
・景観形成助成事業
・犬山市歴史まちづくり賞事業
・城下町バナーワーク事業
・空き家バンク事業
・犬山祭伝承保存事業
・観光まちづくり事業
・木曽川うかい船頭育成事業
・木曽川犬山鵜飼漁法調査事業

市全域が対象の事業
・民俗文化財保存伝承事業
・石上祭調査事業
・犬山市民総合大学敬道館歴史
　文化学部講座開催事業

▲福祉会館

▲文化史料館南館イメージ

過去から現在、
そして未来の犬山へ

―犬山市歴史的風致維持向上計画（第 2期）―
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生 活議会人事
　犬山市議会は 5月13日、14日に臨時会を開き、役
員人事を決めました。
　議長に立候補した 3人の所信表明演説が行われ、
投票により中村貴文氏（犬山市民クラブ）が議長に
選出されました（任期は申し合わせにより 2年）。
　副議長には立候補した大沢秀教氏（犬山市民クラ
ブ）が選任されました（任期は申し合わせにより 1年）。
　また監査委員（任期 2年）には鈴木伸太郎議員が
選任されました。

　その他、常任委員会、議会運営委員会の委員も次
のとおり決まりました。

（◎委員長、○副委員長、敬称略）
●常任委員会
総務委員会
　◎岡村千里、○玉置幸哉、畑竜介、長谷川泰彦、
　　鈴木伸太郎、柴山一生
民生文教委員会
　◎吉田鋭夫、○山田拓司、大井雅雄、大沢秀教、
　　岡覚、三浦知里
建設経済委員会
　◎水野正光、○諏訪毅、小川清美、丸山幸治、
　　柴田浩行、久世高裕、ビアンキアンソニー
●議会運営委員会
　◎三浦知里、○大井雅雄、小川清美、鈴木伸太郎、
　　柴田浩行、岡覚、久世高裕、吉田鋭夫中村貴文議長 大沢秀教副議長

第4₀回
日本ライン夏まつり

　夜空を彩る花火の競演をお楽し
みください（雨天決行、木曽川増
水時・荒天時は中止）。
場所　木曽川河畔
　　　ツインブリッジ下流
●ロングラン花火 
日時　 8月 1日㊍〜 9日㊎
　　　19：50頃〜
※各日、約200発を打ち上げます。
●納涼花火大会
日時　 8月10日㊏19：30〜20：20
※約3,000発を打ち上げます。
※中止時は13日〜20日にロングラ
ン花火を振り替え実施します。
問合　観光交流課（℡44-0342）

フロイデ
インテリア
ワークショップ

　令和 2年度より市民交流セン
ターとしてリニューアルを予定し

ているフロイデ。市民が活躍する
ための打ち合わせ・交流・作業な
ど、自由に利用できるスペースと
して、「協働プラザ」の設置を予
定しており、その内装やインテリ
アを考えるワークショップを開催
します。
日時　 6月27日㊍19：00〜21：00
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ 1階IIAプラザ
持物　市民が交流する空間として

イメージする内装の写真や
家具のチラシなど

申込・問合　 6月25日㊋までに電
話かEメールで地域安全課
（℡44-0346　010400＠city.
inuyama.lg.jp）へ

ICT講習会
自治会・子ども会のデータ文書作
りのアドバイス
　前任者から引き継いだ書類の修
正で困っていませんか。
　文書が 1ページに収まらない、
文字がそろわないことなどを一緒
に解決しましょう。
日時　 7月 6日㊏ 9：00〜12：00
※予約制（ 1人30分まで）

場所　犬山国際観光センターフロ
イデ

講師　いぬやまe-コミュニティー
ネットワーク講師

定員　先着20人
費用　 1人1,000円
持物　USBメモリまたはパソコ

ンなどに保存された文書
申込・問合　特定非営利活動法人

いぬやまe-コミュニティー
ネットワーク（℡62-1888）
へ

東京2₀2₀
オリンピック
聖火リレー

　 6月 1日にルート概要が公表さ
れ、犬山市での実施が決定しまし
た。
日時　令和 2年 4月 6日㊊
場所　出発地　犬山城下町
　　　到着地　犬山城
　　　�（ミニセレブレーションは

犬山城前広場で実施）
※ルート概要の内容は変更の可能
性があります。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

可燃ごみ
〜可燃ごみは指定ごみ袋で〜
　市では、可燃ごみの減量、新ご
み処理施設建設費などの財源確保
を目的に可燃ごみの指定ごみ袋制
度を導入しています。しかしスー
パーのレジ袋など指定ごみ袋以外
でごみ出しがされるケースが見ら
れるので、必ず指定ごみ袋で出し
てください。
　また平成30年 9 月に導入した新
デザインの指定ごみ袋には氏名欄
が無くなっていますが、集積場へ
のごみ出しについては、氏名記載
を継続している町内会もあります。
各町内会のごみ集積場は町内会の
協力で清潔に保たれています。各
町内会のルールについてもご理解
をお願いします。
〜可燃ごみ減量のために〜
●生ごみは水切りをして出しま
しょう
　生ごみの80％程度は水分です。
生ごみの水分は、悪臭の主な原因
となるほか、水分の多いごみを焼
却するには多くの燃料が必要とな
り、処理費への負担となります。
生ごみを出す際は、水切りをしっ
かりしてから出すよう心がけま
しょう。
●生ごみの水分を減らす方法
・野菜の皮、お茶がら・ティーバッ
グなどは乾かして捨てましょう。
・スイカなどの皮は細かく切るこ
とで水分が切れやすくなります。
●家庭用生ごみ処理機購入補助金
　生ごみの減量対策の一環とし
て、家庭用生ごみ処理機の購入に
対し補助金を交付しています。詳
しくは、購入前に問い合わせてく
ださい。
対象　市内に住所を有し、かつ在

住する人で、生ごみ処理機
を購入した人

※ 1世帯 1基（ただし、買い替え

による場合は、補助金交付を受け
て設置されたものが 5年以上経過
した場合のみ補助の対象）
補助金額　購入金額の 2分の 1
　　　（100円未満切り捨て、上限

30,000円）
問合　環境課（℡44-0344）

ジャンボタニシの
駆除にご協力を

　田植え直後の柔らかい稲を食害
するジャンボタニシによる被害が
増加していますので、駆除や拡大
防止に協力してください。
●卵の場合
　用水路の壁面などに産みつけら
れた鮮やかなピンク色の卵は水の
中へかき落としてください（ジャ
ンボタニ
シの卵は
水中で孵

ふ

化
か

するこ
とができ
ません）。
●貝の場合
　有害な寄生虫がいる場合がある
ので、ゴム手袋などを着用のうえ
捕獲し、集めた貝は可燃ごみで出
すか地中深く埋めてください。
問合　産業課（℡44-0341）

犬山西
ふれあいセンター
改修に伴う休館

　犬山西ふれあいセンターの利便
性を高めるために畳のフローリン
グ化、浴室の会議室化、フリース
ペースの設置等の内装工事を行い
ます。
　それに伴い工事期間中、施設は
休館とし、 7月からの工事期間中
の利用予約受付も休止します。
休館期間　10月 1 日㊋〜令和 2年

1月31日㊎（予定）
※令和 2年 2月から 4月までの利
用予約は地域安全課で受け付けす
る予定です。
問合　地域安全課（℡44-0346）

公共施設の使用料
●見直しを進めています
　公共施設の使用料は、利用する
人がサービスの対価として公平に
負担するものです。
　しかし、これまでその使用料の
額の算定の仕方が、施設の種類や
建設時期などによりまちまちでし
た。
　そこで今回「公共施設使用料の
見直しに関する基本方針」を策定
し、すべての公共施設について使
用料の統一的な算定基準を定め、
現行の使用料の額を見直します。
●見直しの対象となる施設
　現在使用料を徴収している施設
について見直しを進めています。
※無料で利用できる施設の見直し
は行いません。
※使用料の減免の仕組みについて
も見直しは行いません。
適用　令和 2年 4月 1日以降の利

用
問合　総務課（℡44-0300）

平成3₀年度
情報公開請求
個人情報開示請求

情報公開条例運営状況
①公開請求受理件数　28件
②公開決定件数　27件
　（うち一部非公開　 4件）
③公開拒否件数　 1件
④審査請求件数　 0件
⑤審査請求処理状況　 0件
個人情報保護条例運営状況
①開示請求受理件数　12件
②開示承諾件数　11件
③開示不承諾件数　1件
④訂正・消去等・中止請求受理
　件数　0件
⑤審査請求件数　0件
⑥審査請求処理状況　0件
問合　総務課（℡44-0300）

▲ジャンボタニシの卵
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熱中症に
気をつけましょう

　梅雨頃から夏にかけて増加する
熱中症は、気温の上昇や運動等に
よって体内の水分・塩分が失わ
れ、体温調節がうまくいかなくな
ることで起こります。
　熱中症は、短い時間で進行する
場合が多く、重症化すれば最悪の
場合死に至る可能性もあり、甘く
みることができません。早めの対
策を心がけましょう。
　熱中症に関する情報は市ホーム
ページを見てください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「かみしめ」に注意！②
　日中は起きているため、かみし
めを意識することができますが、
眠っている間のかみしめは、「歯
ぎしり」という形で現れることが
あります。
　夜間の「歯ぎしり」は自分でコ
ントロールすることができないた
め「ナイトガード」というものを
使って歯を保護することができま
す。「ナイトガード」は透明のプ
ラスチック状のもので、歯科医院
で作ることができます。その人の
歯並びにあったものを作ること
で、寝ている間に必要以上の力が
加わらないように、歯やまわりの
組織をガードしてくれます。かみ
しめが強い人は、そのプラスチッ
クの表面に穴があいてしまうこと
もあります。自分で「歯ぎしり」
の自覚がなくても、前歯の先端が
ノコギリのようにギザギザになっ
ていたり、特殊なすり減り方をし
ている人は、「歯ぎしり」をして
いる可能性が高いです。
　夜のかみしめは、意識できない
ため、かかりつけの歯科医院で相
談してください。

なくそう！
望まない受動喫煙

消費者トラブルに
気をつけて

投げ込みチラシに注意
　郵便受けに「排水管の高圧洗浄
キャンペーンのお知らせ」という
チラシが入っていた。「地域一斉
工事により格安」「高圧洗浄料金
3,000円」などと書かれていた。
高齢の両親が市の委託業者と勘違
いして電話をかけてしまわないか
心配だ。� （50代男性）
アドバイス
　投げ込みチラシ等を見て依頼す
る場合、チラシに記載されている
金額で契約できるとは限りません。
注意書きなどに小さな字で「 4 m
ごとに 1箇所扱い3,000円」など
と書かれていますので、気をつけ
る必要があります。
　安易に業者を呼ぶことはさけ
て、必要な工事かどうか、家族に
相談するようにしましょう。チラ
シは地域を絞り配布されることが
多いので、近所の人と情報共有し、
困ったときは、早めに相談してく
ださい。

無料相談窓口
●犬山市消費生活センター
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受付は16：30まで）
場所　市役所 1階相談室
　　　（℡44-0398）
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊎（㊗除く）
　　　 9：00〜16：30
　　　㊏㊐　 9：00〜16：00
問合　℡052-962-0999
●犬山市消費生活法律相談
日時　第 3㊎（㊗除く）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

駐輪場の快適な利用のために
　市では、鉄道駅の周辺に自転車と原動機付自
転車専用の自転車等駐車場（駐輪場）を設け、
利用者が快適に利用できるよう自転車等の整理
整頓やごみ拾いなどの維持管理を行っています。
　駐輪場内に長期間放置された自転車等は、駐
輪スペースを狭くするばかりか盗難などの原因
となるので、放置しないようにしてください（盗難防止のため、駐輪す
る際は必ずカギをかけてください）。なお放置自転車等とみなされたもの
は、条例に基づき撤去します。撤去前に、ハンドル等に札をつけ事前の
利用状況調査を行いますので、協力をお願いします。
撤去対象　長期間放置されたとみなされた自転車等
保管期間　 6か月間（引き取りがない場合には市において処分）
返還費用　自転車1,000円、原動機付自転車2,000円
問合　地域安全課（℡44-0347）

〜喫煙者のマナーから社会のルールへ〜
　望まない受動喫煙を防止するための取り組みが開始されます。
●受動喫煙ってなに？
　タバコの煙には有害な物質が含まれており、タバコを吸っていない人
がその煙を吸い込むことです。
●目的はなんですか？
　子どもなどの20歳未満の人、高齢者、患者などは受動喫煙による健康
への影響が特に大きいため、こうした人が多く利用する施設や屋外につ
いての受動喫煙対策が一層強化されます。
●何が大きく変わるの？
・多くの施設が屋内禁煙になります。
・屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要になります。
・喫煙室には標識掲示が義務づけられます。
・20歳未満の人は喫煙エリアへの立入が禁止になります。
●どのように進められるの？
　 1月24日から喫煙者は喫煙する際に、周囲の状況への配慮が義務づけ
られました。
　 7月 1日から行政機関、学校・病院・児童福祉施設等は原則「敷地内
禁煙」になります。
　令和 2年 4月 1日からは飲食店や会社・事業所など、ほとんどの施設
が原則「屋内禁煙」になります。
●市の施設は、どうなるの？
　この取り組みを受け 7月 1日から喫煙場所が変更になるのは市役所本
庁舎です。このため建物内にある喫煙室は閉鎖します。今後は庁舎建物
外に喫煙スペースを設置する予定です。
問合　受動喫煙全般について　市民健康館（℡63-3800）
　　　市役所本庁舎について　総務課（℡44-0300）

ちょこっと歩こう犬山
　今回は、木曽川沿いを歩くコースです。
日時　 7月 2日㊋10：00〜（約 1時間）
集合場所　木曽川犬山緑地公園子供広場
場所　木曽川コース
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）

江南厚生病院　がんサロン「にじの会」
　がんとともに自分らしく生きる、明日への活力を得ることができるよ
うな場を提供しています。

日時 プチ講座テーマ 担当

7 月 2 日㊋10：00〜 がん免疫療法について 薬剤師

8月 3日㊏10：00〜
9 月 3 日㊋10：00〜

がん治療・療養中の食事と栄養
について
※両日とも同じ内容です

管理栄養士

場所　江南厚生病院　外来 2階多目的室
内容　プチ講座（30分程度）と参加者同士の交流（ 1時間程度）
対象　がんを患っている人またはその家族
費用　無料　　申込　不要
問合　江南厚生病院　患者相談支援センターがん相談（℡0587-51-3346）

7 月の各種無料健康相談ガイド

相談 日時・場所 担当

①おくすり
　なんでも相談

17日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

はぐろ薬局
薬剤師
原宏太郎氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

13日㊏
10：00〜15：00
市民健康館

NPO法人
愛知県断酒連合会
尾北断酒会

③保健師・看護師
　・管理栄養士による相談

随時　市民健康館（電話相談可）

④歯科衛生士による
　歯科相談

随時　保健センター（電話相談可）

※①②は当日直接市民健康館に来てください（相談は 1人15分程度）�。
問合　①〜③市民健康館（℡63-3800）
　　　④保健センター（℡61-1176）

▲ひばりヶ丘コースの様子
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健 康 子 育 て

高 齢 者

市 税 等
納 期 限

時間外受付

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　 6月26日㊌13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　マザークリニックハピネ

ス　大塚春雄氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

市民健康館で
骨密度チェック

　骨粗しょう症予防のため、骨密
度を測定してみませんか。
日時　 7月23日㊋ 9：30〜11：30
※時間は申し込み順で指定はでき
ません。
※広報犬山 4 月 1 日号でお知らせ
した時間帯から30分早まっていま
す。
場所　市民健康館
対象　市内在住の20歳以上（平成

30年 7 月以降に骨密度チェ
　　　ックをした人を除く）
定員　50人
費用　300円
測定方法　超音波によるかかとの

骨密度測定
持物　健康手帳
申込・問合　 6月24日㊊から市民

健康館（℡63-3800）へ

子育てハッピー
スマイル講座

〜乳幼児の救急救命法を学ぼう〜
　子どもに起こりやすい事故、予
防の仕方などを楽しく一緒に学び
ましょう。「こんなときに、どう
したら？」など質問タイムもあり
ます。
日時　 7月 7日㊐13：00〜14：30
場所　楽田ふれあいセンター和室
内容　急な発熱・誤飲などの対処

法、AEDの扱い方、心肺
蘇生法　など

講師　消防署員、女性消防団員
対象　幼児のいるパパ・ママ・祖

父母、託児活動や子育て支
援に興味・関心のある人

定員　20人
※託児あり（生後 6か月から未就
学児まで、定員 5人）
申込・問合　 6月30日㊐までに犬

山しみんていの会　託児グ
ループてんとうむし（℡
61-7710　Fax61-8108　Eメー
ル　center＠inuyama-
shimintei.com）へ

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

　薬物の乱用は、無関係の人々を
巻き込む殺人や放火などの二次犯
罪を引き起こし、社会に悪影響を
及ぼしたり、家庭の崩壊を招いた
り、その悲劇は本人のみにはとど
まりません。
●覚醒剤は強い精神的依存症を
持っており、「幸せいっぱい」「疲
れがとれる」といった錯覚の状況
が生まれます。使用するうちに量
と回数が増え、次第に自制するこ
とが極めて難しくなります。
●大麻は乱用すると、視覚・味
覚・触覚などの感覚が過敏にな
り、その影響で暴力的になったり、
妄想や幻覚に襲われて感情が不安
定になったり、何もやる気のない
状態になって調子が悪くなったり
します。
●危険ドラッグは「合法ハーブ」
「アロマ」「お香」などといって
販売されていますが、実際には覚
醒剤や大麻などの規制薬物と類似
した化学物質を混入させた植物片
や液体です。摂取した場合は妄想
や幻覚を引き起こすばかりか、使
用した人が吸引直後に意識障害と
なり交通事故を起こすなどの被害
も出ています。
●覚醒剤などの薬物追放にご協力
を
　覚醒剤などの薬物を社会から追
放するためには、あなた自身が甘
い誘いにのらないことはもちろ
ん、あなたの周りで覚醒剤などの
薬物を扱っている人を見たり聞い
たりしたときは、最寄りの警察署、
交番、駐在所まで連絡してくださ
い。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

母子健康手帳の交付と説明会
日時　毎週㊋（㊗除く）受付時間 9：00〜 9：15
　　　（説明会は約 1時間）
※参加できない人は問い合わせてください。
内容　妊娠中の生活・出産後の手続きの話、妊婦健診等の説明、
　　　個別相談
持物　妊娠届出書、筆記用具、マイナンバーカードまたは通知カード、

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

東児童センターさんにぃれ
公式フェイスブック開設

　「子育てと女性の活躍応援プロジェクト」の
イベント情報なども発信していきます。
URL　https://www.facebook.com/
　　　sanniire.inuyama/
問合　東児童センターさんにぃれ
　　　（℡67-9350）

子育てと女性の活躍を応援するプロジェクト
市民メンバー募集

　犬山での子育てや子育てをしながらチャレンジするママの応援にはど
んな情報や場所、機会があるとより良いか一緒に企画しませんか。
　今までにサークル活動、チラシ作りやSNSでの発信、イベントの開催、
託児ボランティアなどの経験や得意分野がある人、大歓迎です。
●企画運営内容の例
　 0〜18歳の子育て中の家族やママを応援する情報の収集・編集・発信、
チャレンジしたいママを応援する場や応援したい人・団体が集う交流の
場などの企画運営等
活動日　 8月上旬より月 1日程度からメンバーの都合に合わせたタイミ

ングで活動
場所　東児童センターさんにぃれ　きらっとの部屋
対象　老若男女問わず、市内在住・在学・在勤または市内で活動してい

て、子育てと女性活躍応援事業に関心のある人
定員　15人程度
申込・問合　 6月17日㊊〜 7月 5日㊎に東児童センターさんにぃれ（℡

67-9350　 9：00〜17：00　㊋、㊐午後を除く）へ

75歳のつどい
　対象となる人に 7月中旬から各
地区民生委員・児童委員が案内状
を配布するために訪問します。
日時　 9月15日㊐13：00〜15：20
場所　市民文化会館
対象　昭和19年 4 月 2 日から20年

4 月 1 日生まれの人
申込　案内状に同封されている返

信用はがきで、出欠席等を
お知らせください。

問合　社会福祉協議会
　　　（℡62-2508）

警察署だより

　納付は、市指定金融機関、コン
ビニおよび市役所・出張所でお願
いします。

納期限 7月 1日㊊
市民税・県民税 1期・全期
国民健康保険税 1期
介護保険料 3期

　口座振替の場合は納期限が振替
日となりますので、前日までに用
意してください。
問合　収納課（℡44-0316）

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
6 /18㊋、 7 / 2 ㊋19：00まで

●市民課
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届・
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付
問合　市民課（℡44-0303）
●保険年金課
　国民健康保険、後期高齢者医療
制度の各種届、福祉医療費助成に
関する各種届および支給申請、国
民年金の各種届
問合　保険年金課（℡44-0327）
●福祉課
　障害者手帳、自立支援医療、障
害者手当、障害福祉サービスの申
請
※相談はできません。
問合　福祉課（℡44-0321）
●子ども未来課
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請・各種届
問合　子ども未来課（℡44-0323）
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水道緊急時

時間外受付

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
6 /23㊐、 7 /14㊐ 9：00〜12：00
市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2 ・第 4 日曜日
6 /23㊐、 7 /14㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

第5回五人展（洋画）
　油彩、水彩等でさまざまな表現
を発表してきた 5人のFinal展で
す。それぞれの個性とテクニック
で美を創造し表現しています。
日時　 6月18日㊋〜23日㊐
　　　�10：00〜17：00（初日は13：

00から、最終日は16：00まで）
場所　市立図書館 2階展示室
問合　杉田（℡27-7127）

モデルシティづくり
犬山

　少子高齢化と家庭崩壊問題を
テーマにしたシンポジウムを開催
します。犬山の郷土愛をテーマに
したブースもあります。
日時　 6月22日㊏12：30〜
　　　（受付12：00〜）
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
費用　1,000円
申込・問合　 6月20日㊍までに　

澤木（℡080-4108-8396）へ

第26回
日本画彩榮会展

　現代日本画作品の小品から50号
サイズ約40点展示の展覧会です。
日時　 6月22日㊏〜27日㊍
　　　10：00〜17：00
　　　�（初日は12：00から、最終日

は16：00まで）
場所　清水屋犬山店 6階イベント

ホール
問合　伊藤（℡67-2482）

自分でできる
ツボ刺激体験

　ツボを使った鍼
しん

灸
きゅう

についての解
説・体験会です。
日 時　 6月23日 ㊐10：00〜11：00

（受付 9：45〜）
場所　丸山地区学習等供用施設
申込　不要
問合　犬山鍼灸マッサージ師会
　　　（℡62-6223）

彫刻村造形教室
〜木のオブジェをつくろう〜
「彫刻村in犬山2019」に参加する
彫刻家と一緒に、木から生まれた
オブジェをつくりましょう。

日時　 8月 9日㊎10：00〜12：00
　　　（受付 9：40〜）
場所　野外活動センター研修室
対象　小学生（幼児は保護者同伴

であれば可能）
定員　先着20人
費用　300円（材料費）
申込・問合　 8月 8日㊍までに電

話かショートメッセージで
彫刻村事務局　加藤（℡08

　　　0-5291-4477）へ

博物館明治村
ボランティア募集

　博物館明治村では、約80人のボ
ランティアガイドが、建物の説明、
明治の遊び体験補助等のさまざま
な活動を行っています。70歳まで
の、月 4回程度活動できる人を募
集しています（㊏㊐に活動できる
人は特に歓迎）。
問合　博物館明治村ボランティア

係（℡67-0314）

「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。 8月 1日号の締め切りは 6月
20日㊍、 8月15日号は 7月 4日㊍

第63号③

平成31年度通常総会を開催（4月25日　エナジーサポートアリーナ会議室）
「いつでも」「どこでも」「誰でも」自分に適したスポーツができる環境の実現！

　平成31年度通常総会において、
「指導者育成事業」「ジュニア世
代育成強化事業」「スポーツス
クール事業」の実施を基本とし、
競技団体の競技力向上にむけて強
化していくことが決まりました。

　竹内会長は「より多くの市民にスポーツをする機会を提供し、生活習慣病
の予防、健康寿命を伸ばすとともに、優秀な選手・指導者を育てることで、
犬山市に貢献していきたい」と抱負を語りました。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

指導者育成事業
卓球教室

日時　 8月24日㊏ 9：00〜15：00
場所　エナジーサポートアリーナ
内容　基本技能の習得
　　　練習方法および指導法
　　　実践練習
対象　�市内中学校卓球部員および指導

者。市内在住・在勤・在学の卓
球愛好者および指導者。

　　　犬山卓球協会推薦者
費用　無料
申込　�8 月 3 日㊏までに市体育協会事

務局へ
　　　�①氏名②住所（所属）③電話番

号が必要
　　　電話・ファックス可

ちびっこ水泳教室
日時　 1期 7月23日㊋〜26日㊎
　　　 2期 7月30日㊋〜 8月 2日㊎
　　　 8：20〜 9：30（ 8：15〜準備体操）
場所　フロイデ「温水プール」
対象　�市内在住・在学の幼児（年中以

上）、小学生
定員　�1 期 2 期とも小学生各50人・幼

児各10人
費用　4,000円（保険料・入場料を含む）
申込　�6 月23日㊐ 9：00より勤労青少

年ホーム軽運動場で受け付け。
必ず保護者が申し込むこと。印
鑑不要（サイン記入で可）。定
員に満たない場合は 7月 7日㊐
まで市体育協会事務局で受け付
け

募 集
市民水泳大会

日時　 8月25日㊐ 9：00〜
場所　城東中学校プール
対象　�市内在住・在勤・在学か市内ス

ポーツ団体に所属している人で
小学 4年生以上（ 3年生以下の
場合50m以上の泳力証明できる
人）

部門　�200m（個人メドレー・メドレー
リレー・フリーリレー）

　　　�50m・100m（自由形・背泳ぎ・
平泳ぎ・バタフライ）

　　　 1人 2種目以内
費用　�1 種目200円
　　　（当日集金、小・中学生無料）
申込　�7 月28日㊐15：00までに所定の

申込用紙（文化スポーツ課・勤
労青少年ホーム・フロイデプー
ルにあります）に必要事項を記
入し、市体育協会事務局へ

ジュニアゴルフ教室
日時　 8月 6日㊋〜 8日㊍
　　　 7：30〜16：30
場所　犬山カンツリー倶楽部
内容　�ラウンドレッスンをしながら、

ティーチングプロによるアドバ
イスを受ける。

対象　�市内在住・在学の小中学生でグ
ロススコアー平均95以下あるい
はゴルフ協会から推薦のあった
人

指導者　犬山ゴルフ協会会員、
　　　　PGAティーチングプロ
　　　　青地大輔
定員　12人
　　　（定員になり次第締め切り）
費用　�6,000円（食事代・スポーツ保険

料を含む）
持物　ゴルフ用具一式、飲み物

申込　�6 月30日㊐までに市体育協会事
務局へ。住所・氏名・年齢・保
護者名・電話番号・学校名が必
要。電話・ファックス・Eメー
ル可

市民ゴルフ大会
日時　 7月22日㊊
場所　犬山カンツリー倶楽部
対象　市内在住か在勤の人
部門　�男性一般の部、男性シニアの部

（満70歳以上）、レディースの
部

競技方 法　スコア方式、男性一般は白、
男性シニアはゴールド、レ
ディースは赤マーク

定員　先着100人
費用　市民大会参加料200円
　　　�プレー代（賞品代・昼食代を含

む）10,915円（メンバー6,055円）
キャディはつきません。各自精
算してください。70歳以上の人
は、ゴルフ利用税950円が免除
されるので健康保険証・運転免
許証を持参してください。

申込　�6 月16日㊐10：00から犬山カン
ツリー倶楽部 2階で受け付け。
定員になり次第終了

問合　犬山ゴルフ協会　斉藤
　　　（℡67-1586）

シニア・レディース
ゴルフ教室

日時　 9月 2日㊊〜 5日㊍
　　　13：30〜15：00
場所　犬山カンツリー倶楽部練習場
内容　�グリップの握り方からショット

の基本を指導
　　　アプローチの技術指導
対象　�市内在住の男性（60歳以上）、

女性
指導者　犬山ゴルフ協会会員、
　　　PGAティーチングプロ
　　　青地大輔
定員　10人
費用　4,000円
持物 　ゴルフクラブ、飲み物、タオル
申込　�7 月15日㊗〜 8月15日㊍に市体

育協会事務局へ。住所・氏名・
電話番号・年齢が必要。電話・
ファックス・Eメール可

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
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みどりを大切に
　緑の募金は、春と秋の年 2回行われ、毎年 4月15日か
ら 5月14日は「みどりの月間」として実施されています。
　 5月12日、犬山駅ではボーイスカウト犬山第 5団のメ
ンバーが大きな声で募金を呼びかけ、募金した人へ緑の
羽根を手渡していました。
　寄せられた募金は、森林整備や震災・豪雨被災地の支
援、森林環境教育などに活用され、市では、市内小中学
校での緑化等に役立てられています。

青塚古墳まつり
　 5月11日、たくさんの鯉のぼりが泳ぐ中、国指定史跡
青塚古墳で青塚古墳まつりが行われました。ステージで
は子どもたちのダンスの披露や高校生のマーチングバン
ド演奏などがあり、テントでは食べ物やお茶、花の苗な
どが売られ、多くの人でにぎわいました。
　古墳消しゴム作りをはじめ青塚古墳や市内白山平の東
之宮古墳にちなんだワークショップや体験コーナーもあ
り参加者たちは爽やかに晴れた空の下、思い思いに楽し
い時を過ごしていました。

祝！成人式大賞！
　市主催の成人式にかわり、平成13年から新成人の有志
による実行委員会が、「二

は

十
た

歳
ち

の集い（新成人の集い）」
を自費開催してきました。また実行委員経験者とともに、
地域での奉仕活動にも取り組んできました。その取り組
みは全国的に注目され、新成人式研究会主催「成人式大
賞」で、これまでに話題賞や準大賞などを受賞し、本年、
最高賞となる大賞の受賞となりました。
　 4月28日、歴代の実行委員が集まり、これまでの取り
組みを振りかえるとともに受賞を喜び合いました。

大きく育て、サツマイモ
　 5月15日、羽黒南子ども未来園の園児32人がサツマイ
モの苗を植えました。子ども未来園には、園内に畑があ
りますが、こちらでは地域の人の好意で、園の近くの畑
でも野菜を育てています。この日植えたのは「なると金
時」の苗100本。園児たちは手を泥だらけにしながら、「大
きくなってネ」と秋の収穫が待ちきれない様子でした。
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カティーの

独言
ひ と り ご と

10
図書館
だより

新着本の紹介（一部）

文豪お墓まいり記
山崎ナオコーラ著

終戦の前日、永井荷風と谷
崎潤一郎がすき焼きを食べ
た。互いに関わりながら生
きてきた文豪たち。現代の
作家・山崎ナオコーラが、
お墓まいりをすることで昔
の作家に会いに行く。地図
も掲載。

ペットボトルと空き容器で
作るレトロ家電とミニ雑貨
宮市稔子著

昭和の台所や居間にあった
レトロな家電や雑貨をペッ
トボトルや食品の容器で
作ってみませんか？パスタ
や塩・コショウ、小物入れ
としても使える、実物の
1/3や1/6のレトロ家電・雑
貨の作り方を紹介します。

もくもくをつかまえた
クリス・ディ・ジャコモ絵
ミカエル・エスコフィエ文

ある日、森のなかで、もく
もくした雲みたいなものを
見つけたら…。「もくもく」
は友だち？それとも恋人？
ヨシタケシンスケが初翻訳
した、いろんな読み方が楽
しめるフランス生まれの絵
本。

㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

■夏休みの開館時間について
　図書館では子どもたちの読書を応援するため、毎
年夏休み期間中、開館時間を 1時間早め 9：00から開
館しています。涼しい時間帯に利用してください。
開館時間延長期間
　　　 7月20日㊏〜 8月31日㊏
　　　㊊（㊡の場合はその翌日）休館
開館時間　 9：00〜18：00

●読書会藍の会の一冊
　「高瀬舟」　森鷗外
　明治は決して遠くない。鷗外は
「高瀬舟」の中で、①知

ち

足
そく

②安楽
死③権威の問題を提起している。
　同心の羽田庄兵衛は弟殺しの喜
助を高瀬舟に乗せて、大阪まで護
送する。しかし庄兵衛は喜助の晴
れやかな表情を不思議に思う。そこから、庄兵衛は
我が身と比べて知足について考える。さらに自殺を
図った弟を幇

ほう

助
じょ

した喜助に「これが弟殺しか」と疑
念を抱く。最後に「自分より上のものの判断に任す
外ない」という権威の問題をどうするか。

図書館まめ知識

₇ 月のイベント（場所：図書館本館）
13日㊏ 「ももたろう」おはなし会 11：00〜

20日㊏
「おはなしぼっくす」
　　　ストーリー・テリング
「夏休み工作教室」竹笛を作ろう

11：00〜
13：30〜

21日㊐ DVD上映会「蝉しぐれ」（大人向け） 14：00〜

27日㊏ 「ももたろう」おはなし会 11：00〜

一般書
『父と私の桜尾通り商店街』� 今村夏子
『ノースライト』� 横山秀夫
『くらやみガールズトーク』� 朱野帰子
『月とコーヒー』� 吉田篤弘
『発酵食の歴史』

マリー＝クレール・フレデリック
『生活者の平成30年史』

博報堂生活総合研究所
『�ケースで学ぶ自閉症スペクトラム障
害と性ガイダンス』� 田宮聡
『子連れ防災BOOK』� ママプラグ
『拓本入門』� 藪田夏秋
『ナチスから図書館を守った人たち』
� デイヴィッド・E・フィッシュマン
『トコトンやさしい養殖の本』
� 近畿大学水産研究所
『中高生からの日本語の歴史』�倉島節尚

児童書
【小学校低学年】
『サムとぶらぶら』
『コロコロロボット』
【小学校中・高学年】
『道路はどのようにつくるのか？』
『暗闇の妖怪デザイナー』

児童書（絵本）
【幼児向け】
『しゅつどう！しょうぼうたい』

問合　市立図書館（℡62-6300）

■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

　皆さんこんにちは！
　日本では、 4月から新しい学年
が始まりますが、ドイツでは学校
の年度がもうすぐ終わります。ド
イツの学校年度は日本と違って、
9月頃に始まり、 6・ 7月までで
す。学年末にドイツの小学・中
学・高校生は成績表をもらいま
す。その表にはそれぞれの科目の
成績や、生徒の学校内・授業中の
態度などが書いてあります。私の
学生時代は、その成績表がとても
重要で、次の学年へ進級できるか、
留年するかがその表で決まりまし
た。そのシステムも最近は少し変
わってきており、多数の州では留
年というのはなくなりました。し
かし、ドイツの学生の中で、まだ
まだ大きなテーマです。成績表の

評価は 1から 6までで、 1が一番
良く 6が一番悪い評価になりま
す。 1から 4は合格、 5と 6は不
合格として扱います。実はもう少
し、複雑なルールがありますが、
簡単に説明すれば、成績表に 5が
二つ以上または、 6が一つあった
ら、留年になります。しかし、い
きなり成績表だけで「あなたは留
年です。」と伝えられる訳ではな
くて、評価の判定回数が日本より
多く、留年になりそうになったら、
学校が早い時期に本人にも保護者
にも連絡し、留年をしないように
アドバイスします。
　留年の目的について、ドイツの
中でも大きな議論があります。学
校生活の中で学生が留年をしたく
ないために、頑張って勉強するよ
うになったり、もし留年した場合、
もう一度じっくり勉強ができた
り、授業内容で取りこぼしがなく
なる効果がある、という意見があ
ります。しかし、一方で普通は一
つか二つの科目だけが苦手なの
に、既に修得している科目を含め
て学年を丸ごとやり直さないとい
けないという意見もあります。さ
らに、新しいクラスに入るので、

精神的にもストレスになります。
　ここで、面白いアンケート結果
を紹介します。ある学生調査で留
年はどう思いますか、という質問
に対し、80パーセント以上の学生
がそれはチャンスだと答えたそう
です。ちなみに、自らこの学年を
もう一度やりたいという人も少し
います。留年の逆もあります。成
績がとてもよくて、授業がつまら
ないと思う学生がいれば、学年を
飛ばすことができます。それは小
学校の 2・ 3年生で一番多いで
す。例えば、普通に小学校 1年生
に入学しますが、全ての先生がこ
の子が他の生徒よりずいぶん進ん
でいると思っていたら、学年が変
わるときに 2年生ではなく、 3年
生に進級することができます（も
ちろん保護者の許可も必要）。
　留年、飛び級、それ以外の状況
により、ドイツの学校では、学年
の年齢で差があるということは普
通です。例えば、私の中学校のク
ラスでは、1992年から1994年の間
に生まれた学生がいました。 2歳
ぐらいの差があっても、皆で仲良
く勉強し、今でも同窓会で会う、
いい友達になりました。

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16日㊐ いぬやま歯科医院� （犬山） 61-7515

6 月23日㊐ しみず歯科クリニック�（城東） 63-3981

6 月30日㊐ 植月歯科クリニック�（扶桑） 0587-93-8180

■休日歯科診療

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

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

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

6 月16日㊐ 岡部医院� （犬山）
松村クリニック� （犬山）

62-7121
61-1488

6 月23日㊐ 樹クリニック� （犬山）
こばやし眼科� （犬山）

62-3101
62-7278

6 月30日㊐ 黒川すこやかクリニック�（犬山）
マザークリニックハピネス�（城東）

61-0083
63-4103

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。

ドイツの学校制度
―留年―
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1 種であるアジルテナガザルを紹
介します。
　アジルテナガザルは東南アジア
のスマトラ島やマレー半島に生息
しているテナガザルで、「アジル」
とはすばやい、身軽という意味が
あります。体重は 5〜 7㎏ほどで、
オスは眉と頰に、メスは眉に白い
毛が生えています。体色はオス・
メスともに黒色が基本となります
が、褐色がかったものや淡い黄褐
色などの毛色の個体もいます。日
本モンキーセンターではアジルと
名付けられた黒色のメスをご覧に
なれます。
　現在アジルは、異種であるシロ
テテナガザルのオスのキュータロ
ウといっしょにギボンハウスでく
らしています。本来テナガザルは、
同種のオスとメスがペアで一生を
共に過ごします。しかし多くの動
物園では、ペアとなる異性がいな
い、飼育スペースが限られるなど、
さまざまな理由でひとりぼっちに

なってしまう個体がいます。アジ
ルも同種でペアを組むことができ
るオスがいなかったため、以前は
ひとりぼっちでくらしていまし
た。そんなひとりぼっちをなくす
ために、日本モンキーセンターで
はテナガザルの異種同居を試みて
います。はじめはうまくいくか不
安でした。でも、不安をよそにア
ジルとキュータロウはすぐに仲良
くなり、今では一緒に行動し、交
互に鳴きあって歌をうたうように
なりました。
　是非みなさまもパートナーであ
るキュータロウと共に、仲良く過
ごすアジルを見にご来園ください。

　日本モンキーセンターでは 5種
のテナガザルを飼育展示してお
り、毎日さまざまな歌声を園内に
響かせています。今回はその中の

6犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

衛生調理で食中毒予防
　安心安全な給食を提供するために、給食室では厳しい衛生管理基準
に基づいた調理を行っています。
　調理員は毎日健康チェックをし、衛生的な服装に着替え、作業前に
は爪ブラシを使ってしっかり 2度の手洗いを行います。手洗い消毒は、
調理中作業ごとにも行います。

　さらに市では個別の食物アレルギー対応も行っており、アレルゲンが混入しないよう配慮しています。
　これらの衛生管理のもと、子どもたちの給食が日々作られています。

洗う・切る
よく見て洗浄

　野菜の洗浄は、虫や砂がないかを
よく見ながら 3度水洗いをします。
生で食べる果物は洗浄・消毒後充分
にすすぎ、手袋をはめて扱います。

　給食の食材は、温度や、期限表示、
品質、鮮度、異物の混入などをしっ
かりと確認してから使用します。

検収
食材の確認

調理（煮る・揚げる・焼く）
中心温度の測定

　加熱調理の際は、鉄板、釜ごとに
中心部まで十分な加熱（85℃以上）
がされたか確認し、ノロウイルス等
による食中毒を防いでいます。

アジルテナガザルと
異種同居

（公財）日本モンキーセンター
飼育技術員     山田将也


