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STOP ! 特殊詐欺

「工事の前に見学に来ました！」（ 6 月撮影）
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STOP!  特殊詐欺 ダマされないために
（対策）

あなたのダマされません度をチェック！

●特殊詐欺とは
　電話・メール・はがきなどを用いて対面することな
く、現金やキャッシュカードをダマしとる犯罪です。

●被害（認知）件数（2019年 1 〜 5 月）

特殊詐欺（件）
振り込め詐欺

類似詐欺 合計①
オレオレ

②
架空請求

③
還付金等

愛知県 62 35 70 2 169
犬山市 4 0 0 1 5 ●被害者はどんな人が多いの？

　（愛知県　2019年 1 〜 5 月）

②架空請求詐欺
　「有料サイト利用料金が未納」と
のメールを送り付けたり、「消費料
金未納最終通知」などと記載のはが
きを送り付け、コンビニで電子マ
ネーを購入させて、ID（カード番号）
を電話やメールで送らせたり、宅配
便で現金を送らせてダマしとる手口

③還付金等詐欺
　公的機関を装い「医療費の還付金がある」などと電話をした後、金
融機関を装う者が携帯電話を使ってATMの操作方法を指示し、現金
を振り込ませてダマしとる手口

　 1日目（平日の夕方）、市役所から自宅に電話がありました。内
容は還付金があるとのこと。取引金融機関を教えてほしいと尋ね
られたので、銀行名を教えました。保険年金課に高額療養費の請
求をしたことがあるので、市役所で把握しているはずなのに、変
だなと思いました。帰宅した夫に電話の内容を伝えました。
　 2日目（翌日）、午前 9時に電話が鳴ったので夫に出てもらいま
した。前日に伝えた銀行の担当者を名乗りました。夫が支店を尋
ねると相手が「本店」と答えたそうです。「本店？」と聞き返すと
電話が切れたそうです。� （市内在住　Oさん）

　 1日目に市外に住む息子（をかたる犯人）から「携帯電話が水
没してしまったからこの電話番号を登録しておいて」と自宅に電
話があったため、私の携帯電話番号も教えました。
　 2日目（翌日の午前中）、携帯電話に息子（犯人）から電話があ
り、「仕事の関係で振込先を間違えてしまった。今、銀行で返金手
続きをしているが時間がかかりそうだからお父さんに立て替えて
払ってほしい」。息子と仕事について普段から話していることと異
なることがいくつかあったので、息子ではないと思いました。「払
えない」と断ると「わかった」と電話は切れました。
� （市内在住　Ⅰさん）

●県内で多く発生する手口
①オレオレ詐欺
　息子や孫などを装い「会社の大事なお金が入ったカバ
ンをなくしてしまった」などと電話して現金を要求しダ
マしとる手口、警察や役所、百貨店、金融機関等を装い「あ
なたのカードが使われている」と電話してキャッシュ
カードをダマしとる手口

愛知県� 約 2 億3,471万円
犬山市� 1,687万円

●被害総額（2019年 1 〜 5 月）

10歳代
～50歳代
19.5%

男性
26%

女性
74%

60歳代
27.2%

70歳代
23.7%

80歳代以上
29.6%

80.5%

あやしいはがきやメールには…
訴訟のはがきは無視！
　・はがきに記載されている相手に
　　連絡しない
未納料金のメールは無視！
　・メールに記載されている番号に
　　電話しない

あやしい電話には…
知らない電話に出ない！
　・常に留守番電話設定にする
　・電話番号表示サービスを利用する
大事な話を電話でしない！
　・個人情報や暗証番号を話さない
　・お金やキャッシュカードの話が出たら、
　　話の途中でも電話を切る
慌てない！一人で判断しない！
　・一度、電話を切り、家族や警察に確認や相談をする

問合　犬山警察署生活安全課（℡61-0110）

　「はい」が多いほど、あなたの『ダマされません度』は高いと
いえます。
　「はい」が多かった人も「いいえ」が多かった人も、家族・近
所の人とのコミュニケーションの方法や電話（機）でできる対応
などを今一度見直してみましょう。

　消費者問題出前講座でも被害の未然
防止のために学ぶことができます。
対象　老人クラブ、町内会、保護者会、

などの10人以上のグループ
問合　産業課（℡44-0340）

はい いいえ

かかってきた電話にでるとき、自分から名乗らない □ □
電話機は在宅していても、留守番電話設定にしている □ □
電話番号表示サービスに加入している
（電話をかけてきた相手の電話番号が表示される） □ □
電話機を迷惑電話防止機能付き電話機にした
（電話機に迷惑電話防止機器を取り付けた） □ □
市役所から土曜日や日曜日に電話がかかってきたら、不審に思う □ □
家族や近所の人と日頃からコミュニケーションをとっている □ □
子ども（親）と週に一回以上会ったり、電話したりしている □ □
子ども（親）の仕事や勤務先名と連絡先がわかる □ □
子ども（親）の仕事の内容や交友関係をだいたい知っている □ □
近所の人や職場、自分の趣味の場所などで気軽に話せる人がいる □ □
知り合いに詐欺（と思われる）電話やはがきを受け取った人がいる
（聞いたことがある） □ □
※応用編
子どもから「携帯電話が変わった」「故障して代替機を使用している」
などと連絡があったら、前の電話番号にも電話してみる □ □
市役所や金融機関から電話があったら、「折り返します」と言って
相手の名前と電話番号を尋ねてみる □ □

▲市内在住Sさんに実際に送られてきたはがき

特定消費料金未納に関する
訴訟最終告知のお知らせ

▲年代別 ▲性別
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●優秀賞� （敬称略・各賞・種目ごと五十音順）

受賞者 種　　目 所属など 成　　　　　　績

山下大地 駅伝 皇學館大学駅伝部 秩父宮賜杯第50回全日本大学駅伝対校選手権記念大会　出場

一木咲太

空手

犬山空手道会 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 5年男子形）ベスト16

一木詞斗 犬山空手道会 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 2年男子形）出場

上村檜英 犬山空手道会 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 5年男子形）ベスト16

奥田稀羽 犬山空手道会 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 3年女子形）出場

金児直矢 実戦空手　仰拳塾 第12回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会
（ 3年男子27kg未満）　ベスト16

小島慶大 犬山空手道会 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 3年男子形）ベスト16

関彪太 犬山空手道会 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 2年男子組手）出場

野間口響 ワールドカラテア
カデミー 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 6年男子組手）出場

林花蓮 犬山空手道会 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 3年女子組手）出場

増田雄心 犬山空手道会 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 3年男子組手）出場

真子陽遥 犬山空手道会 第18回全日本少年少女空手道選手権大会（ 4年女子組手）出場

松浦健叶 硬式野球 岐阜ボーイズ 第49回日本少年野球選手権大会　出場

丹羽悠太

ゴルフ

犬山市立東部中学校 平成30年度全国中学校ゴルフ選手権春季大会　出場

藤田輝人 学校法人尾関学園
誉高等学校ゴルフ部 St�Andrews�Boys’�Open�2018　出場

藤田尚人 中部学院大学
ゴルフ部 平成30年度　全日本アマチュアゴルファーズ選手権　出場

伊神日和
新体操 チェルシー

新体操クラブ
第49回全国中学校新体操選手権大会　出場

齊藤菜友 第36回全日本ジュニア新体操選手権大会（女子個人総合）　出場

大島理紗子

水泳

桃太郎
スイミングスクール

第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
（女子50m自由形）　出場

後藤雅弥 東海学園大学
水泳部

第94回（2018年度）日本選手権水泳競技大会
（50mバタフライ）　出場

原田宗太郎 コパン可児 第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
（男子100mバタフライ・200ⅿ個人メドレー）　出場

山田創汰 Vトピア
スポーツクラブ小牧

第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
（男子50mバタフライ）　出場

小川慎太郎 スキー CLUB　Doing 第56回全日本スキー技術選手権大会　出場

入尾範之 卓球 犬山卓球協会
犬山クラブ 平成30年度全日本卓球選手権大会（マスターズの部）�　出場

名古屋経済
大学女子
バスケット
ボール部

バスケット
ボール 名古屋経済大学 第70回全日本大学バスケットボール選手権記念大会　ベスト16

城東中学校
女子バレー
ボール部

バレーボール

犬山市立
城東中学校 第72回愛知県中学校総合体育大会バレーボール女子　第 3位

杉浦聖斗 江南男子 第38回全日本バレーボール小学生大会全国大会　ベスト 8

西虹成 江南男子 第38回全日本バレーボール小学生大会全国大会　ベスト 8

梶田智也 フィギュア
スケート

名古屋大学体育会
フィギュアスケート部

第91回全日本学生氷上競技選手権大会フィギュア競技
男子 3、 4級クラス　第 6位

須藤城也
陸上

犬山市立犬山中学校
陸上競技部

第40回東海中学校総合体育大会陸上競技
（陸上競技�男子3000m）　第 6位

山下なぎさ 至学館高等学校
陸上競技部

平成30年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会秩父宮賜杯
第71回全国高等学校陸上競技対校選手権大会（女子 4×400mR）�出場

●特別賞� （敬称略・各賞・種目ごと五十音順）

受賞者 種　　目 所属など 成　　　　　　績

鳥居利成 サッカー 帝京大学可児中学校
サッカー部 第49回全国中学校サッカー大会　第 3位

稲垣龍之介
水泳

イトマン春日井 第33回全国少年少女水泳競技大会（100m平泳ぎ）　第 3位

高木愛 ウィル大口スポー
ツクラブ

クイーンズランド・チャンピオンシップ水泳大会
（女子14歳以下200ⅿメドレーリレー）　第 2位

岡本芽 バドミントン 師勝ジュニア
バドミントンクラブ

第27回全国小学生バドミントン選手権大会
（女子ダブルス 5年生以下）　第 3位

山中雛 バレーボール STINGS�Jr.�AICHI�
OCEAN�WINS 第21回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会　第 3位

市川勞 ベンチプレス フェニックスジム 2018年度世界クラシックベンチプレス選手権大会
（74㎏級　70歳以上の部）　第 3位

　平成30年度に全国大会等で優秀な成績を収めた選手
やその指導者に贈呈する市スポーツ賞の表彰式が、 6
月15日に犬山国際観光センターフロイデで行われまし
た。受賞したのは次の皆さんです。
問合　文化スポーツ課（℡44-0352）

市スポーツ 賞
受 賞 お めでとうご ざ いま す !
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催 し

募 集

第40回
日本ライン夏まつり

●ロングラン花火
日時　 8月 1日㊍〜 9日㊎19：50〜
※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
として振り替え実施します。
【共通】
場所　木曽川河畔ツインブリッジ下流
※雨天決行、木曽川増水時・荒天時は中止
●ツインブリッジから花火を見ないで！
　ツインブリッジ歩道に多くの人が立ち止まってしまうと、通行できな
くなり大変危険です。また花火に夢中になり、橋の欄干から転落するお
それもありますので、ツインブリッジからの花火見物はしないでください。
●木曽川河畔のシート貼りについて
　花火大会が近づくと、場所取りのためのシートが多数貼られ、鵜

う

飼い
を楽しむ人や地域の皆さんに迷惑をかけるばかりか、木曽川の美観も台
無しになってしまいます。
　以下の点についてご理解ご協力をお願いします。
①花火大会前日の 8月 9日㊎までに貼られたシートは撤去します。
②当日も、花火観覧者用通路部分（看板やカラーコーン等で表示）に貼
られたシートは撤去します。
〜大会翌朝の清掃ボランティア募集〜
　花火大会の翌朝、スタッフと一緒に清掃活動をしていただけるボラン
ティアを募集します。軍手、ゴミ袋などは用意します。
日時　 8月11日㊗ 6：30集合
場所　木曽川河畔　川美屋前
申込・問合　 7月26日㊎までに観光交流課（℡44-0342）へ

文化史料館夏季企画展
木曽川における犬山の歴史と文化
　かつて木曽川は筏

いかだ

で木曽材を運ぶ流通路であり、犬山はその中継場と
して、筏の樹種や数量を改める湊

みなと

が置かれ、重要な役割を果たしていま
した。
　本企画展では「木曽川川並絵図」をはじめ犬山での木材の運搬に関す
る資料を通じて人々が木曽川をどのように利用して暮らしてきたのかを
紹介します。また木曽川うかいで使われる道具や鵜飼いに関する資料な
ども展示します。
期間　 7月11日㊍〜10月14日㊗
時間　 9：00〜17：00（最終入館16：30）
料金　一般100円（中学生以下無料）本館・別館共通
問合　文化史料館（℡62-4802）

さら・さくら
夕涼み会

　夕暮れ時の里山で夏の涼を感じ
ませんか。
日時　7月27日㊏18：45〜19：30
場所　市民健康館
内容　フラダンス（ハーラウ・フ

ラ・オ・アロヒラニ）
費用　無料
問合　市民健康館（℡63-3800）

観光まちづくり会議
　市が観光地としてこれからも発
展し、「住んでよし、訪れてよし」
のまちを実現するために、住民、
事業者などが立場を超えて語り合
い、現在の課題や実施すべきこと
を共有するとともに、具体的な解
決や改善に向けて一人一人ができ
ることを考え、実践することを目
指します。
　なお、この会議は令和 2年度策
定の観光戦略策定の一環として実
施するものです。
　これからの犬山市のために今、
できることから始めていきます。
日時　 8月24日㊏19：00〜21：00
場所　市役所 2階205会議室
内容　ワークショップ等
費用　無料
申込　不要
対象　市内在住・在勤・在学の人、

市内にある事業者や各種団
体の人

問合　観光交流課（℡44-0342
　　　Eメール040500＠city.inuy
　　　ama.lg.jp）

野外民族博物館
リトルワールド

「世界の麺祭り」
期間　 9月 1日㊐まで
内容　「冷」「熱」さまざまな世界

の麺が楽しめます。幸せを
願って水をかけあうタイの
お祭り「ソンクラーン」も
開催。毎年恒例のナイター
営業も実施します。

※イベント開催日時はホームペー
ジを見てください。
料金　イベント期間中は市民優待

入館割引券が使用できます。
問合　リトルワールド（℡62-5611
　　　ホームページhttp://www.

littleworld.jp/）

日本モンキーパーク
「水の楽園　モンプル」

期間　 7月13日㊏〜15日㊗、 7月
20日㊏〜 9月 1日㊐、 9月
7日㊏・ 8日㊐

場所　日本モンキーパーク内
　　　野外レジャープール
内容　 1周190mの流れるプール

や、カラフルスライダーな
ど遊び心満載なアトラク
ションが楽しめます。

料金　800円（ 2歳以上）
※入園料は別途必要となります。
問合　日本モンキーパーク
　　　（℡61-0870　ホームページ

http://www.japan-monk
　　　eypark.jp/）

第57回京大モンキー
日曜サロン

アマゾンにフィールドミュージア
ムをつくる
日時　 7月28日㊐12：30〜13：15
場所　日本モンキーセンター
講師　京大野生動物研究センター

池田威秀氏
費用　入園料のみ（大人（高校生

以上）800円、小中学生400
円、幼児（ 3歳以上）300円）

問合　日本モンキーセンター
　　　（℡61-2327、Fax62-6823
　　　Eメール�info＠j-monkey.jp）
※詳細はホームページhttp://www.
j-monkey.jp/を見てください。

珠算競技大会
　日頃練習しているそろばんの実
力を発揮してみませんか。
日時　 9月21日㊏10：00〜
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ
対象　市内在住・在学の人
定員　先着200人
費用　無料
申込・問合　 7月16日㊋〜 8月 2

日㊎に犬山商工会議所
　　　（℡62-5233　 9：00〜17：00
　　　㊏㊐㊗除く）へ

南部公民館「夏の 1 DAY講座」

講座名・日時・場所 講師・定員・材料費など

子どもパン教室
パンとスープを作ろう！
日時　 8月 1日㊍
　　　10：00〜13：30
場所　 2階料理実習室

手こねからパン作りを学びます。スープも作っ
て会食しましょう。
講師　寺沢有規　定員　24人　材料費　1,500円
対象　中学生以下（未就学児は保護者同伴）
持物　エプロン、ふきん、手拭き、筆記用具

えびちゃんの菌活講座
甘酒と塩麹

こうじ

作り
日時　 8月24日㊏
　　　10：00〜13：00
場所　 2階料理実習室

甘酒と塩麹を作ります。塩麹で作った料理を試
食し、試食の塩麹の持ち帰りもあります。
講師　海老澤哲也　定員　20人　材料費　2,000円
持物　エプロン、ふきん、手拭き、筆記用具

秋にむけて山野草寄せ植え
日時　 8月25日㊐
　　　10：00〜12：00
場所　 2階講義室

雑木を主木として山野草と富士石をあしらい、
砂浜をイメージして作りましょう。
講師　富塚貢　定員　20人　材料費　1,200円
持物　はさみ、ビニール手袋（薄手のもの）、
　　　ビニール風呂敷

タパス風料理
（スペイン小皿料理）
日時　 8月29日㊍
　　　10：00〜13：00
場所　 2階料理実習室

お酒に合う簡単おつまみ料理を作ります。
ノンアルコール飲み物で楽しく会食します。
講師　田中貴久枝　定員　16人　材料費　800円
持物　エプロン、ふきん、持ち帰り容器、
　　　筆記用具

受講料　500円（当日集金、材料費別）
※申し込み後のキャンセルの場合、材料費を負担していただくことが
あります。
申込・問合　7月17日㊌〜23日㊋に直接または電話で南部公民館
　　　（℡68-0834　㊊休館　 9：00〜17：00　23日は16：00まで）へ
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リトルワールド　犬山市民優待入館割引券
■入館料／大人1,000円（通常1,800円）□人　シルバー（65歳以上）1,000円（通常1,400円）□人
　中高校生900円（通常1,100円）□人　小学生350円（通常700円）□人　幼児（3歳以上）150円（通常300円）□人

▲自動撮影カメラで撮影された
　アカテタマリン
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※犬山市民に限りご利用いただけます。　※本券 1枚につき、5人まで使用可
※シルバー、高校生は証明が必要　※他の割引券との併用、団体利用、コピー、転売は不可
※本券をきりとり、入館窓口にてご提出ください。
� 有効期間：₇月₁₃日㊏～ ₉月 ₁日㊐
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広報犬山に掲載する広告と
市ホームページのバナー広告

●広報犬山に掲載する広告
掲載場所　広報犬山の紙面（市が指定した位置）　印刷部数　27,600部
募集枠数　掲載号による
規格（広告の大きさ）
　　　 1枠　縦45mm×横85mm、 2枠合併枠　縦45mm×横173mm
掲載料　 1号 1枠：15,000円、 1号 2枠合併枠：30,000円（消費税および地方消費税含む）
掲載できない広告　政治活動・宗教活動・社会問題についての主義主張・公序良俗に反
　　　するものなど
※募集枠の優先順位としては、一括申し込み、 2枠合併申し込み、 1枠申し込みの順位で決定し、掲載します。
ただし、申込書を提出し、犬山市広告掲載審査委員会において広告掲載について決定されたものから順に掲載し
ます。広告掲載が適当と認められる者が募集数を上回ったときは、抽選により決定します。
募集日程等

広告掲載号 号数 広告掲載申込書・
広告案提出期限

広告データ
提出期限

広告掲載料
納入期限

募集
枠数

一括申込
10月15日号〜令和 2年 1月 1日号

6号
7月25日㊍ 9月 2日㊊ 9月 9日㊊ 1

令和 2年 1月15日号〜 4月 1日号 10月31日㊍ 11月27日㊌ 12月 4 日㊌ 3

随時申込

10月15日号

1号

7月25日㊍ 9月 2日㊊ 9月 9日㊊ 1

11月 1 日号 7月25日㊍ 9月19日㊍ 9月26日㊍ 3

11月15日号 8月28日㊌ 10月 3 日㊍ 10月10日㊍ 3

12月 1 日号 8月28日㊌ 10月21日㊊ 10月28日㊊ 3

12月15日号 9月26日㊍ 11月 6 日㊌ 11月13日㊌ 3

令和 2年 1月 1日号 9月26日㊍ 11月19日㊋ 11月26日㊋ 3

●市ホームページのバナー広告
掲載場所　トップページ（市が指定した位置）　募集枠数　 6枠
バナー規格　縦50ピクセル×横150ピクセル以内　JPEGまたはGIF形式（アニメーション不可）4キロバイト以内
掲載料　 1枠10,000円/月（消費税および地方消費税含む）　バナー作成費用　広告主負担
募集日程等

掲載期間 広告掲載申込書・
広告案提出期限

広告データ
提出期限

広告掲載料
納入期限

一括申込
10月 1 日〜12月31日

3 か月
8月30日㊎ 9月24日㊋ 9月30日㊊

令和 2年 1月 1日〜 3月31日 11月29日㊎ 12月24日㊋ 12月27日㊎

随時申込

9月 1日〜30日

1 か月

7月26日㊎ 8月20日㊋ 8月30日㊎

10月 1 日〜31日 8 月30日㊎ 9月24日㊋ 9月30日㊊

11月 1 日〜30日 9 月27日㊎ 10月23日㊌ 10月31日㊍

12月 1 日〜31日 11月 1 日㊎ 11月26日㊋ 11月29日㊎

令和 2年 1月 1日〜 3月31日 11月29日㊎ 12月24日㊋ 12月27日㊎

【共通】
申込・問合　広告掲載申込書に必要事項を記入のうえ、広告案などを添えて、企画広報課（℡44-0311）へ
※詳細は、市ホームページ「広告募集」を見てください。

市民展（文芸の部）
応募作品

募集部門　詩・短歌・俳句・川柳
応募資格
　一般の部
　　　�市内在住・在勤・在学の高

校生以上の人か市内文芸団
体会員

　小中学生の部
　　　市内在住の小中学生
※各学校を通じて募集します。
※市立小中学校以外に通学してい
る人は応募作品を直接提出してく
ださい。
出品点数
　　　 1人 1部門につき 2点まで
　　　（各部門とも未発表作品）
出品料　無料
応募方 法　規定の用紙（南部公民

館、文化スポーツ課、各出
張所、福祉会館、各地区公
民館で配布）または市販の
400字詰め原稿用紙右側に
部門名・郵便番号・住所・
氏名・所属団体名・電話番
号を、左側に作品を 2点ま
で楷書で記入（氏名・筆名
（雅号）にはふりがな必要）

申込　 8月28日㊌〜 9月 8日㊐に
文化スポーツ課（℡44-
0353� ㊏㊐除く）か南部公
民館へ

※郵送の場合は 9月 7日㊏（消印
有効）まで
問合　南部公民館（〒484-0895
　　　羽黒摺墨11　℡68-0834
　　　㊊休館）

●第65回犬山市民展
期間　10月29日㊋〜11月 4 日㊡
場所　南部公民館

●表彰式
日時　11月 3 日㊗10：00
場所　南部公民館講堂

男女共同参画　一緒に活動しませんか
　犬山男女共同参画市民会議「きらきら」では本年度、共同で事業を開
催する団体を募集します。お互いに楽しみながら参加者とつながり、活
動を広げていきませんか。講師や託児、会場手配などを協力します。
対象　市民グループ、PTA、町内会、企業、商店などの事業を企画実施

する団体
※応募多数の場合は、男女共同参画啓発の観点から選定
●男女共同参画とは
　私たちが持っている「男らしさ」「女らしさ」についてのイメージ・意
識・考え方というものにとらわれずに、次の視点で私たち一人一人の思
いが尊重される社会を目指していく考え方です。
・個性を生かす社会づくり
・公平に責任を持つ機会づくり
・能力を発揮する基盤づくり
・地域における男女共同参画
申込・問合　 8月30日㊎までに地域安全課（℡44-0346）へ

第5回「男女共同参画」川柳
〜男女共同　願いをこめよう　川柳に〜
　男女共同参画に対する思いや意見などを
五・七・五にこめて応募してみませんか。
　応募作品は10月に開催される産業振興祭
の会場で展示・投票審査をし、受賞作品を
決定する予定です（入賞者に賞品を贈呈します）。クリアファイルなどに
作品を印刷し、男女共同参画啓発グッズとして使用させていただきます。
募集期間　 7月16日㊋〜 9月 6日㊎
対象　市内在住・在勤・在学の人
※小学生の部、中高生の部、大人の部があります。
応募点数　 1人 1作品まで
応募方法　応募用紙に氏名・住所・連絡先・年齢・所属（学校・会社な

ど）・氏名公表の可否を記入の上、次のいずれかから応募してくだ
さい。

　　　・市役所、市立図書館ほか公共施設等に設置した応募箱へ
　　　・�ファックスまたはEメールで地域安全課（Fax44-0367�Eメール

010400@city.inuyama.lg.jp）へ
問合　地域安全課（℡44-0346）

【前回受賞作品】

市長賞 認め合い　支え合うほど　可能性

最優秀賞

小学生の部 みんなでね　ゆずりあうのも　いいことだ

中高生の部 生かそうよ　自分にしかない　すてきな個性

大人の部 助け合う　その手になんの　差別なし
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※参考（イメージ図）

23広報犬山　R1.6.1号

広告 ※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。

市公式LINE始めました！

　市の市政情報をお届けする市公式LINEを開設しまし
た。「友だち追加」から右のQRコードを読み
込むか、ID検索で「@inuyama」で検索して
ぜひ友だち登録してください ！

問合　企画広報課（℡44-0311）

令和元年 5月 1日令和元年 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）

桃太郎まつり桃太郎まつり
　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。

白黒（1枠）
15,000円

白黒（2枠合併枠）
30,000円
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臨時的任用職員
職種　栄養士
勤務場所　東部中学校
業務内容　給食管理・児童への食育
応募資格　栄養教諭または管理栄

養士の免許取得者、普通運
転免許取得者、パソコン操
作経験者

勤務日数　月21日勤務
勤務時間　 8：15〜17：00
　　　（うち休憩60分）
賃金日給　8,280円（通勤距離 2 ㎞

以上は距離に応じて通勤手
当支給）

雇用期間　10月 1 日〜
　　　令和 2年 3月31日
募集人数　 1人
社会保険　加入　雇用保険　加入
選考方法　書類選考の上面接
　　　（ 8月 9日㊎予定）
申込・問合　 7月16日㊋〜31日㊌

に市所定の履歴書（市ホー
ムページよりダウンロード
または総務課で配布） 1通
（写真貼付）を総務課（℡
44-0302）へ

※郵送の場合は 7月30日㊋の消印
有効とし、返信先住所・氏名を記
入した返信用封筒（82円切手貼付）
を必ず同封してください。
※口利きなどの紹介行為があった
場合は、即不採用となります。

7 月は河川愛護月間
〜川は私たちの憩いの場〜
　川にはたくさんの自然がありま
す。堤防は私たちの生命や財産を
守っています。ルールを守って、
川に親しみましょう。
国土交通省木曽川上流河川事務所
ホームページ（http：//www.cbr.
mlit.go.jp/kisojyo/index.html）

犬の優良飼養者を表彰
　次の要件すべてに該当し、表彰を希望する人は応募してください（電
話での申し込みはできません）。
応募要件
①�登録を受けた同一犬を、平成31年 3 月31日時点で12年以上継続して飼
養している人
②狂犬病予防注射を毎年実施している人
③平成31年 3 月31日時点で当該犬が生存していたこと
④飼養期間中、こう傷事故がなく、適正飼養をしている人
⑤過去に優良飼養者の表彰を受けていない人
定員　10人（応募者多数の場合は飼養年数などで選出）
※動物愛護週間（ 9月20日㊎〜26日㊍）の行事として、 9月20日㊎14：00
から江南市の曼陀羅寺において県獣医師会より表彰されます。
申込・問合　 8月 2日㊎までに申込用紙（保健センターにあります）に

必要事項を記入し保健センター（℡61-1176）へ

国民年金保険料を納めることが困難なとき
　20歳から60歳までの間で、国民年金の保険料を納めることが困難なと
きは、申請により保険料が免除・納付猶予されることがあります。

問合　保険年金課（℡44-0328）

●全額免除制度
対象
①�被保険者、その配偶者、世帯主
の前年の所得がそれぞれ基準額
以下のとき
②�地方税法で定める障害者か寡婦
で、前年の所得が125万円以下
のとき
③�失業により保険料を納めること
が困難なとき
※「雇用保険受給資格者証」、「離
職票」、「雇用保険資格喪失確認通
知書」いずれかの写しが必要です。
④�災害により財産のおおむね1/2
以上が損害を受けたとき

●一部免除制度（ 3 / 4 免除・半
額免除・ 1 / 4 免除）
対象　被保険者、その配偶者、世

帯主の前年の所得がそれぞ
れ基準額以下のとき

●納付猶予制度
対象　20歳から50歳未満の人で、

本人・配偶者の前年所得が
基準額以下のとき

【共通】
持物　年金手帳、印鑑（本人が署

名する場合は不要）、身分
確認証

※申請は保険年金課年金担当か各出張所で受け付けています。
※前年の所得を確認する必要がありますので、毎年申請してください
（承認期間は 7月から翌年 6月まで）。
※申請できる期間は 2年 1か月までさかのぼることが可能ですが、年
度ごとに申請が必要です。
※免除・納付猶予の基準額の詳細は問い合わせてください。
※免除を受けると、老齢基礎年金が減額されます。
※一部免除は、免除後の保険料が未納の時は無効になります。

屋台を出店される
皆さんへ

　祭りやイベントなど不特定多数
の人が集まる催しで、対象火気器
具等（※ 1）を使用する屋台など
の露店を開設する場合は、
①露店等開設の届出（※ 2）
②消火器の準備
が必要です。
　近親者によるバーベキュー、幼
稚園等で保護者等が主催する餅つ
き大会のように相互に面識がある
者が集まる催しなどは対象外です。
※�1� 対象火気器具等とは、火を
使用する器具や液体燃料（ガソ
リンや灯油など）、固体燃料（炭、
薪
まき

など）、気体燃料（プロパン
ガスなど）、電気を熱源とする
器具などで、使用に際して火災
発生のおそれのある器具のこと
です。
※�2� 露店等開設の届出方法につ
いては、下記に問い合わせるか、
市ホームページの「キーワード
か ら 探 す 」 に ペ ー ジ 番 号
1001018を入力し、検索後に表
示されたページで確認してくだ
さい。

問合　消防本部予防課　
　　　（℡65-3123）

公平委員会委員選任
　 7月 5日付けで犬山市公平委員
会委員に眞野健二氏が再任されま
した。任期は 4年間です。
　公平委員会は、 3人の委員で構
成され、市職員の給与、勤務時間
その他の勤務条件に関する措置の
要求や職員に対する不利益処分に
ついての不服申し立てなどを審査
する機関です。
　なお、そのほかの委員は次の皆
さんです。
　髙橋美博氏、齊木昭子氏
問合　総務課（℡44-0300）

一人でも多くの命を救うために
●救急現場に消防車も出動しています

　119番通報時、重篤な患者の発
生や救急隊だけでは搬送が難しい
と予想される場合など、AED等
応急処置用の資機材を積載した消
防車が救急車とともに出動し、迅
速な救急処置および患者搬送の支
援を行っています。

●あなたの勇気ある一歩で！
　次の公共施設のAEDを屋外に設置し、24時間
いつでも誰でも利用することが可能となりました。
場所　市役所本庁舎、楽田ふれあいセンター、
　　　南老人福祉センター、野外活動センター、
　　　丸山・上野・羽黒地区学習等供用施設、
　　　体育センター、羽黒・楽田児童センター、
　　　上木・城東第2・楽田子ども未来園、
　　　こすもす園、塔野地公民館
※市内小中学校、犬山幼稚園、善師野公民館、入
鹿地区センターでは昨年度からAEDを屋外に設
置しています。
問合　消防署企画調整担当（℡65-0119）

街頭消火器設置補助事業
初期消火器具整備費補助事業

　住んでいる地域で発生した火災に対して初期消火を行うための街頭消
火器・格納箱の設置・取り換え、スタンドパイプ式初期消火器具一式を
設置した団体に、設置に要した経費の一部を補助する制度です。交付を
受けるためには、設置前の申請が必要です。また設置後、完了報告書の
提出が必要です。
補助の対象となる団体
　町内会および町内会の連合会（個人では申請できません）
補助の内容

種別 限度額 備考

街頭消火器
設置補助事業

設置経費の 1 / 3
（10円未満の端数は切り捨て）
・消火器 1基当たり3,000円
・収納箱 1箱当たり2,000円

消火器の設計標準使用期
限（おおむね10年）を経
過したものは早急に取り
替えてください

初期消火器具
整備費補助事業

設置経費の 1 / 2
（1,000円未満の端数は切り捨て）
で上限150,000円

要綱の仕様にあった器具
であっても単体器具に対
しては補助対象外

補助の対象とならないもの
　消火器の薬剤詰め替え、初期消火器具のうち交付要綱の仕様にない器具
申請期限　 9月30日㊊まで
問合　消防署企画調整担当（℡65-0119）
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生 活 健 康令和元年度　市民活動助成金交付事業

　地域を元気に、まちを快適で魅力あるものにしていく企画提案事業を募集し、必要な経費の一部を助成してい
ます。
　本年度は13の提案事業に対し、助成金交付が決定しました。
問合　地域安全課（℡44-0346）

●はじめの一歩部門

団体名 事業名 事業内容

糸でおえかき 親子で楽しむクロスステッチ
刺しゅう体験

想像力と創造力を育み、親子のふれあいの時間を増やすことを
目的として、クロスステッチ刺しゅうが体験できる場を提供する。

犬山川祭保存会 川祭を支える川町文化の研究
および再興

木曽川河畔に興った「川祭」が文化財として完全復活すること
を目指し、「巻わら」部材の蔵出しや取材などの調査研究を行う。

おもちゃの図書館
「まごころ」

おもちゃの図書館
「まごころ」

障がいを持った子どもたちにおもちゃのすばらしさと遊びの楽
しさを知ってもらうために、施設に出向きおもちゃを通しての
遊びの機会と友達作りを援助する場を提供する。

シニアのための
スマホ・サロン会

シニアのための
スマホ・サロン会

シニア世代がスマートフォンの学びを通じて、生きがいのある
暮らしが創造できることを目的として、学び、交流するサロン
を開催する。

●市民活動助成部門

団体名 事業名 事業内容

寂光院観月実行委員会 寂光院観月会
観月会の実施にふさわしい古典音楽と一般曲、
演武などを提供し、その課程の中で雅楽で地域
に貢献できる人材を育成する。

みんなのお家
うち

「ひなたぼっこ」
みんなのお家
「ひなたぼっこ」

住宅を改装し、子育ての相談、趣味の集まり、
高齢者が食事をともにする場など、地域住民が
運営できる身近なお家を整備する。

犬てつ 犬山×こども×大人
×てつがく×対話

対話を通じた個の成長と、互いを尊重する共生
社会の実現を目指し、てつがく対話の開催、進
行役の養成、レポート集の作成などを行う。

犬南おやじの会 犬山南小学校区
地域活性化プロジェクト

防災キャンプ、夏祭り、餅つき大会、清掃活動
を学校・校区内の事業所や農家の協力を得て実
施し、保護者・地域・学校の交流・連携を図る。

まちかどボランティア
センター犬山 キッズ愛ランド

地域の活性化やにぎわいづくりに向けて、世代
を超えたお楽しみ広場「キッズ愛ランド」を各
地域で開催するとともに、農業従事者との協働
事業を展開する。

特定非営利活動法人
こどもサポートクラブ東海

発達凸凹の子どもと子育て中のママ
に寄り添い、地域で守り育てよう

小学校において発達障がいを持つ子どもたちの
学習支援を実施するとともに、その親に寄り添
えるような活動として「発達凸凹こんぺいとう
の会」で勉強会を開催する。

ミラマチ栗栖
多世代交流多機能型「小さな拠点（ミ
ラマチ栗栖）」〜栗栖地域ブランディ
ングによる移住・定住促進に向けて

栗栖地区の山、川を生かし、多世代多目的交流
を軸にした自然体験プログラムを実施し、移住
定住促進を目指す。

犬山再生可能エネルギー
勉強会

市内の再生可能エネルギーに対する
市民意識の向上と実現可能調査

再生可能エネルギーに関する講演会の開催や教
育機関への働きかけなどを行い、市民の意識向
上を図るとともに、間伐材の活用など具体的な
取り組みを模索する。

犬山北のまちづくり
推進協議会 犬山城下町活性化事業

犬山城下町おひなさまめぐり、端午の節句まつ
り、和洋楽器リベルタコンサートなどを実施し、
城下町の活性化を図る。

消費者トラブルに
気をつけて

　点検のはずが・・・強引なシロ
アリ駆除サービスの勧誘
　「お宅から羽アリが飛んできて
いるとクレームが出ているので点
検に来た」と業者が来訪してきた。
しつこく何度もシロアリ駆除を勧
められ、一人住まいで怖いので
帰ってもらうために契約した。作
業前に代金を支払うよう言われて
現金で約50万円支払った。

（70代女性）
アドバイス
　シロアリの点検と言って来訪し
た事業者に、高額な駆除契約をさ
せられたという相談が寄せられて
います。無料で点検させてほしい
と訪問してくる事業者には対応し
ないようにしましょう。家族や周
囲の人も、高齢者の家に不審な訪
問者が来ていないか、家の中に見
慣れない封筒や契約書がないかな
ど、日頃から気を配りましょう。
クーリング・オフができる場合も
ありますので、少しでも不安を感
じたら、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）

歯科なんでも相談
　無料、予約不要で歯や口に関す
る相談が気軽にできます。
日時　 8月 8日㊍13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　河田歯科医院　歯科医師
定員　なし（当日先着順）
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

「口腔がんの早期発見について」
　舌や口の中の粘膜、歯ぐきなど
にできる「がん」をまとめて「口
腔がん」と呼びます。早期に発見
することができれば、他のがんと
同じように適切な治療で完全に治
すことができる場合が非常に多く、
ほとんど支障も残りません。よっ
て早期発見が重要になってきます。
　歯科医院での定期健診で見つか
る場合も多いですが、患者さん自
身が気づくこともあります。
・�口の中の粘膜が赤くなっている、
または白くなっている部分があ
る
・口の中にしこりや腫れがある
・�口内炎が 2週間以上も治らず同
じ場所にある
・�歯ぐきの腫れなどで入れ歯が合
わなくなってきている
など、歯周病や通常の口内炎、入
れ歯の不適合などと思っていても、
専門家が見ると違う場合がありま
す。
　不快な症状がない場合でも、気
になる部分があれば、かかりつけ
の歯科医院に相談してください。

がんサポート
ほっとライン

　県ではがん治療経験者による、

がん患者とその家族を対象とした
電話相談を行っています。
●ほっとライン� ℡052-684-8686
開催日　毎週㊋・㊍
　　　　（㊗、 8月13日㊋除く）、
　　　　㊏（不定期開催）
時間　10：00〜12：00（受付は11：

30まで）、13：00〜16：00（受
付は15：30まで）

※開催日の確認、予約は下記まで
費用　無料
申込・問合　NPO法人ミーネット

事務局（℡052-252-7277　
㊋〜㊏　 9：30〜17：00）へ

ウォーキング
アプリ「てくてく」

　ウォーキングは身近にできる健
康づくりの一つです。健康づくり
に活用してください。

➡

GoogleFit

【iOS】

てくてく

※アプリは無料で利用できます
が、通信にかかる費用は利用者の
負担となります。

問合　市民健康館（℡63-3800）

【Android】
※てくてくの利用には、まずGoogle
Fitの設定が必要となります。
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〜介護保険料のしくみ〜
　介護保険は65歳以上の人（第 1号被保険者）の保険料、40歳から64歳
までの人（第 2号被保険者）の保険料、公費（国・県・市の税金）によ
り運営しています。
　65歳以上の人の保険料は、世帯や個人の所得状況に応じて、下の表の
とおり決定しています。

〜一定の額より所得の低い人への保険料の軽減について〜
　10月の消費税率10％への引き上げに伴い、所得段階第 1段階から第 3
段階の保険料負担の軽減を行います。

〜後期高齢者医療の保険料〜
　後期高齢者医療制度では、 2年ごとに保険料率（所得割率、被保険者均等割額）を改定しています。
　本年度の保険料は、平成30・31年度（令和元年度）の保険料率をもとに決定しました。
　 8月中旬に決定通知を郵送しますので、その通知により本年度の金額が確認できます。なお一定の所得より低
い人には、均等割額の軽減や被用者保険の被扶養者だった人に対する軽減の制度があります。
　保険料率は平成30年度と変わりませんが、均等割額の見直し（下段参照）のため、昨年度の保険料額から変更
になる場合があります。

保険料の計算方法

〜保険料軽減制度の見直し〜
●どうして見直されるの？
　後期高齢者医療制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求
める観点から見直されます。

●どう変わるの？
①均等割額の軽減措置
　これまで軽減割合が8.5割、 9割だった人は、法令の特例により本来の軽減割合（ 7割）から上乗せして軽減
されていましたが、本年度から段階的に見直されます。

対象者の所得要件
（世帯主と世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計）

均等割の軽減割合

本来 平成30年度 平成₃₁年度
（令和元） 令和 2年度 令和 3年度

㋐33万円以下　（※ 1）

7割

8.5割 ₈.₅割 7.75割 7 割

㋑�㋐のうち、世帯の被保険者全員の年金収入
が80万円以下（その他の所得がない）　（※ 2） 9割 ₈ 割 7 割

㋒〔33万円＋₂₈万円×世帯の被保険者数〕以下 5割 ₅ 割

㋓〔33万円＋₅₁万円×世帯の被保険者数〕以下 2割 ₂ 割

※ 1　年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、 1年間に限り8.5割軽減に据え置き。
※ 2 �　年金生活者支援給付金の支援や介護保険料の軽減強化（詳細は14ページ）といった支援の対象となります。

ただし課税者が同居している場合は対象となりません。また年金生活者支援給付金の支給額は納付実績に応
じて異なります。

②職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減
　これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった人も、後期高齢者医療制度では被
保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入
から 2年を経過する月まで被保険者均等割額を 5割軽減します。

第1号
被保険者

（65歳以上）の
保険料
23.0%

第2号
被保険者

（40～64歳）の
保険料
27.0%

市の
負担金
12.5%

県の
負担金
12.5%

国の
負担金
25.0%

※同一世帯であるか否かは、4月 1日時点の住民登録（年度途中で資格取得したときは資格取得日）で判定します。
※年度途中に第 1号被保険者の資格を取得または喪失した場合は、上記年額から月割計算します。

〜40歳から64歳までの人の保険料〜
　加入する医療保険の算定方法により、医療保険料（国民健康保険税等）の一部として納めます。
問合　長寿社会課介護保険担当（℡44-0326）

所得段階 対　象　者 保険料率 保険料年額

第 1段階

・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・�世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と
　前年の合計所得金額の合計が80万円以下の人

軽減後₀.₃₇₅
（軽減前0.45）

軽減後₂₁,₅₀₀円
（軽減前25,800円）

第 2段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と
前年の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人

軽減後₀.₅₂₅
（軽減前0.65）

軽減後₃₀,₁₀₀円
（軽減前37,300円）

第 3段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入と
前年の合計所得金額の合計が120万円を超える人

軽減後₀.₇₂₅
（軽減前0.75）

軽減後₄₁,6₀₀円
（軽減前43,000円）

第 4段階
世帯の中に住民税課税の人がいるが、
本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入と
前年の合計所得金額の合計が80万円以下の人

0.85 48,700円

第 5段階
世帯の中に住民税課税の人がいるが、
本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入と
前年の合計所得金額の合計が80万円を超える人

1.00
（基準額）

57,300円

第 6段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円未満の人

1.15 66,000円

第 7段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円以上200万円未満の人

1.25 71,700円

第 8段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
200万円以上300万円未満の人

1.40 80,300円

第 9段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
300万円以上400万円未満の人

1.55 88,900円

第10段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
400万円以上600万円未満の人

1.70 97,500円

第11段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
600万円以上800万円未満の人

1.80 103,300円

第12段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
800万円以上1,000万円未満の人

1.90 109,000円

第13段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
1,000万円以上の人

2.00 114,700円

所得割額
（被保険者本人の収入に応じて負担）

（平成30年中の所得金額－33万円）
×所得割率8.76％

被保険者均等割額
（被保険者の皆さんが等しく負担）

被保険者1人当たり45,379円

年間保険料額
※100円未満切捨て

限度額62万円
＋ ＝

介護保険制度のお知らせ 後期高齢者医療制度のお知らせ

問合　保険年金課医療担当（℡44-0328）



16 17広報犬山　R1.7.15号 広報犬山　R1.7.15号

健 康

高 齢 者

子 育 て

　カンピロバクター食中毒は、日
本で一番多く発生している細菌性
食中毒のひとつです。原因の多く
は『鶏肉』で、国の調査によると
市販鶏肉の約 7割は、この細菌で
汚染されているそうです。
　症状としては、腹痛、下痢、発
熱で、ときには感染してから数週
間後に「ギラン・バレー症候群」
という手足の麻痺や呼吸困難など
を起こすこともあります。

●この食中毒から身を守るには
　しっかりとした加熱調理を心が
けてください。
　鶏肉は「新鮮でも汚染されてい
る」と思って注意してください。
・�肉の中心部が白くなるまでしっ
かり加熱しましょう（中心部を
75℃で 1分間以上加熱すること
で、この細菌は死滅します）。
・�外食時は選ぶメニューに気をつ
けましょう（鶏肉の『刺身』、さっ
と湯通しした『霜降り』などは、
カンピロバクター食中毒の危険
性が非常に高いです）。

問合　江南保健所
　　　（℡0587-56-2157）

カンピロバクター
食中毒

1 μmは、 1㎝の 1万分の 1
▲「愛知県衛生研究所」HPより

胸部レントゲン検診（無料）
〜結核の早期発見〜
　「結核は過去の病気」と思われがちですが、現代でも全国で約17,000人
の新しい結核患者が発生し、約2,300人が命を落としている危険な感染症
です。年に 1回は検診を受けましょう。
日時・場所
　　　 8月 5日㊊　10：00〜11：30　楽田ふれあいセンター
　　　　　　　　　13：30〜15：00　保健センター
　　　 8月 6日㊋　10：00〜11：30　南部公民館
　　　　　　　　　13：30〜15：00　市民健康館
対象　本年度中に40歳以上の市民で次の要件に該当しない人
　　　①妊娠中の人
　　　②結核・肺がん、呼吸器系疾患で治療中の人
　　　③�結核検診・肺がん検診で精密検査を受けたことのある人
　　　④ 4か月以内に胸部レントゲン撮影を受けた人
　　　⑤職場などで検診を受ける機会のある人
　　　⑥本年度肺がん検診を受診した人・受診予定の人
持物　健康手帳
申込　不要（直接来場してください）
問合　市民健康館（℡63-3800）

健康なんでも相談
　無料、予約不要で、健康のこと、からだの気になることなど気軽に相
談できます。
日時　① 7月26日㊎　② 8月 6日㊋　各13：30〜15：00
相談員　①吉田内科クリニック　医師　吉田洋氏
　　　　②いたつ内科クリニック　医師　板津孝明氏
定員　なし（当日先着順）
場所・問合　市民健康館（℡63-3800）

8 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

21日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

水野薬局
薬剤師
水野恵史氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

10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）

こころの悩み相談
　「子どもの落ち着きがない」「ひ
ととのかかわりが難しい」「気分
が落ち込む」等、本人または家族
が無料で相談できます。
日時　 8月20日㊋13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　市民健康館
相談員　犬山病院　精神科医師
　　　　多羅尾陽子氏
定員　先着 4人
　　　（要予約、初回優先）
申込・問合　 8月15日㊍までに　

市民健康館（℡63-3800）へ

国民健康保険の
高齢受給者証が
新しくなります

　70歳から74歳までの国民健康保
険（国保）加入者に交付している
高齢受給者証が、 8月 1日から新
しくなります。
　新しい受給者証は、これまでの
白色から薄だいだい色になりま
す。 7月下旬に発送しますが届く
までに 1週間ほどかかる場合もあ
ります。
　 8月以降に医療機関を受診する
ときは新しい高齢受給者証と国保
の被保険者証（保険証）の 2枚を
窓口へ提示してください。
　また保険証については、 1か月
遅れの 8月末日で有効期間が満了
となります。新しい保険証は、 8
月下旬に郵送でお届けします。
問合　保険年金課（℡44-0327）

夏休み
親子議場見学会

　普段入ることのできない議場内
を見学したり、議員へ質問したり
できます。写真撮影もできます。
日時　 8月17日㊏10：00〜
　　　（ 1時間程度）
場所　市役所 6階議場
対象　市内在住の小学生と保護者
定員　10組程度
申込・問合　 7月31日㊌までに申

込用紙に必要事項を記入の
上、郵送、持参、ファック
ス、Eメールで議事課（℡
44-0307　Fax44-0368　Eメー

　　　ル300100@city.inuyama.
　　　lg.jp）へ　　
※申込用紙は学校から配布、市
ホームページからもダウンロード
できます。

母子健康手帳の
交付と説明会

日時　毎週㊋（㊗除く）
　　　受付時間 9：00〜 9：15
　　　（説明会は約 1時間）
※参加できない人は問い合わせて
ください。
場所　保健センター
内容　妊娠中の生活・出産後の手

続きの話、妊婦健診等の説
明、個別相談

持物　妊娠届出書、筆記用具、マ
イナンバーカードまたは通
知カード、本人確認書類

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

中学生子育て体験
赤ちゃんとお母さん募集

　次世代の親となる中学生と赤ちゃんがふれあう機会として毎年「中学
生子育て体験事業」を実施しています。ご協力いただける赤ちゃんとそ
のお母さんを募集します。赤ちゃんを授かった時の感動やわが子への深
い愛情、子育てエピソードなど中学生の皆さんに伝えてください。
日時　 8月 1日㊍・ 2日㊎・21日㊌・28日㊌のうちいずれか 1日
　　　10：30〜11：45（受付10：15〜）
場所　市民健康館 2階204会議室
内容　赤ちゃんと中学生のふれあ

い体験、お母さんだけのミ
ニ懇談会

対象　生後 6か月から 1歳 3か月
くらいの赤ちゃんとそのお
母さん

定員　各日、母子10組
申込・問合　 7月22日㊊〜26日㊎

に子ども未来センター（℡
61-1295）へ

参加者の声
乃斗ちゃんと
ママ直子さん

　昨年、子どもが生後 7か月のとき
に参加しました。
　中学生に抱っこされる我が子を見
て、十数年後には抱っこする側（中
学生）なんだなぁと思うと不思議な
感じがしました。

スポーツボイス教室 申し込み期限
　広報犬山 7月 1日号18ページの
スポーツボイス教室は 7月17日㊌
までに申し込んでください。
申込・問合　長寿社会課
　　　（℡44-0325）へ
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夏休み期間中
自習室として
開放します

期間　 7月20日㊏〜 9月 1日㊐
　　　 9：00〜17：00（㊊除く）
場所　各地区学習等供用施設の一

室（犬山南・上野・丸山・
城東・羽黒・楽田）

対象　市内在住の小学生〜大学生
定員　18〜48人程度
※施設により異なります
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

第 3回・第 4回　きっかけ交流カフェ
　市内で子育てをしながら独立・起業をして、おうち教室や店舗を運営
しているママなどをゲストスピーカーに迎えて、市の施設やおしゃれな
カフェなどで開催しています。
　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したりすることができます（託児あり・子どもの同
伴可）。
●第 3回
日時　 8月 7日㊌10：00〜11：30　場所　東児童センターさんにぃれ
講師　種田好美氏（助産師、マタニティ整体犬山店〜Himari〜主宰など）
●第 4回
日時　 9月26日㊍10：30〜12：00　場所　ハチカフェ（犬山字富士見町14）
講師　松田悠子氏（英語教室主宰など）
【共通】
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　 7月18日㊍〜26日㊎に企画広報課（℡44-0312）へ

10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします
　 3〜 5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもの利用料が無償となります。
　 0〜 2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもも対象になります。

対象サービス 無償化の内容
幼稚園 月額2.57万円まで無償
保育所、認定こども園、就学前障害児の発達支援 無償
幼稚園の預かり保育（※） 月額1.13万円まで無償
企業主導型保育事業 標準的な利用料
幼稚園、保育所、認定こども園
＋就学前障害児の発達支援

ともに無償
（幼稚園は月額2.57万円）

認可外保育施設、一時保育など（※） 月額3.7万円まで無償

※幼稚園の預かり保育、一時保育、認可外保育施設等を利用する場合で、無償
化の対象となるためには、市から保育の必要性の認定（下記参照）を受ける必
要があります。利用している幼稚園等を経由して、市へ申請してください。
●無償化の期間は、満 3歳になった後の 4月 1日から小学校入学前までの 3年間です。
　幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満 3歳から無償化の対象とします。
●就学前の障害児の発達支援を利用する子どもについても、3歳児から 5歳児までの利用料が無償化されます。
●通園送迎費、給食費、延長保育利用料、行事費等（各施設によって金額は異なります）は、これまでどおり保
護者の負担となります。

問合　子ども未来課（℡44-0324）

保育の必要性とは
1 .保護者それぞれの就労時間が月60時間以上
2 .母親の出産前後
3 .保護者が病気・負傷・心身の障害
4 .同居の親族や長期入院などをしている親族の介護や看護
※詳細は市ホームページを見るか子ども未来課に問い合わせてください。

5 .震災や風水害、火災などの災害復旧
6 .求職活動中
7 .就学や技能習得などのため
8 .DVや虐待の恐れがある
9 .育児休業取得時（ 3歳以上児のみ）

就学時健康診断を
10月に実施します

　対象となる児童の保護者に、詳
しい日程等を記載した通知書を 9
月頃に送ります。通知書に記載さ
れた小学校へ児童と一緒に出かけ
てください。
対象　令和 2年 4月に小学校へ入

学する児童
問合　学校教育課　（℡44-0350）

図書館工作教室
作って遊ぼう紙工作（マジック）

日時　 8月25日㊐
　　　①10：30〜11：45
　　　　（小学 1〜 3年生向け）
　　　②13：30〜14：45
　　　　（小学 4年生以上向け）
場所　市立図書館 2階視聴覚室
内容　①びっくり変身カード、の

びるバナナなど
　　　②マジックウインドウなど
講師　大谷孝雄氏
対象　小学生と保護者
定員　各先着20組
費用　子ども 1人につき
　　　①300円　②400円
持物　のり（スティックタイプ）、

はさみ、筆記用具に加え
　　　�①色鉛筆
　　　②油性の色マジック
申込・問合　 7月23日㊋から市立

図書館（℡62-6300）へ（電
話可）

夏休みは児童館・児童センターで遊ぼう！
　誰でも参加できます。〈　〉内は参加材料費です。
　すべての行事に予約が必要です。詳細は各児童館・児童センターに問
い合わせてください（日程は変更する場合があります）。中学・高校・大
学生、地域の皆さんのボランティアも大歓迎。お手伝いできる人はお知
らせください。

申込・問合　各児童館・児童センター（ 9：00〜18：00� ㊐㊗除く）へ
　　　（東児童センターは㊋㊗と㊐午後休館）

●中央児童館（℡62-8583）

日程 行事名

7 月30日㊋ さくらお話の会

8月 1日㊍ みんなで遊ぼう！

8月 5日㊊ モザイクタイル工作

8月 6日㊋ 戦争のお話をきく会

8月 7日㊌
　　 8日㊍ 絵を描こう！

8月14日㊌ すいか割り〈50円〉

8月20日㊋ チャレンジ！
面白エコ工作

8月21日㊌ 編み物

8月27日㊋ 妖怪を描こう！

8月30日㊎ お化け屋敷

●楽田児童センター（℡68-0519）

日程 行事名

7 月23日㊋ 絵手紙

7月25日㊍ 青塚古墳を知ろう！

7月29日㊊ オセロ大会

7月31日㊌ 動くレゴブロック体験

8月 2日㊎ チャレンジマート

8月 6日㊋ カードゲーム大会

8月 9日㊎ サイエンス

8月19日㊊ 卓球大会

8月21日㊌ 将棋大会

8月31日㊏ 移動児童館（楽田コミュ
ニティ夏祭り会場）

●城東児童センター（℡62-3554）

日程 行事名

7 月24日㊌ バケツリレーPART 1

7 月25日㊍ 絵手紙

7月31日㊌ ザ・キャッチ

8月 1日㊍ すいか割りと種飛ばし
〈50円〉

8月 7日㊌ バケツリレーPART 2

8 月13日㊋
　〜17日㊏ ミニミニ盆栽制作

8月14日㊌ ゲーム 1

8 月21日㊌ ゲーム 2

8 月28日㊌ ゲーム 3

●羽黒児童センター（℡67-7169）

日程 行事名

7 月23日㊋ チャレンジ広場〈50円〉

8月 3日㊏
　　 4日㊐

移動児童館（羽黒コミュ
ニティ夏祭り会場）

8月 7日㊌ カーリング広場

8月21日㊌ 絵手紙

8月26日㊊� 卓球大会

8月29日㊍ オセロ大会

8月31日㊏ 児童センター夏祭り

●犬山西児童センター（℡62-3041）

日程 行事名

7 月24日㊌ サイエンス①

7月27日㊏ 水鉄砲大会

7月29日㊊ さくらお話の会

7月30日㊋ お化け屋敷

8月 5日㊊ サイエンス②

8月 7日㊌ ひんやり茶会〈50円〉

8月 8日㊍ 戦争のお話をきく会

8月22日㊍ 絵手紙

8月26日㊊ 卓球大会

8月27日㊋ 環境教育講座

●東児童センター（℡67-9350）

日程 行事名

7 月20日㊏ オリジナルうちわ

7月27日㊏ しゃぼん玉遊び

8月 3日㊏ お〜っきな塗り絵を
ぬろう

8月17日㊏ 水鉄砲アート

8月24日㊏ 俳句の会

●犬山南児童センター（℡62-4477）

日程 行事名

7 月31日㊌ スライムをつくろう！

8月 5日㊊ アナログゲームで
遊ぼう！

8月 8日㊍ 集団ゲームの会①

8月15日㊍ 戦争のお話をきく会

8月27日㊋ 集団ゲームの会②

●市立図書館は夏休み期間中、
1時間早めに開館します

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
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市 税 等
納 期 限

時間外受付

ひとり親家庭対象社会見学会
　ひとり親家庭の親子（父母のいない児童の家庭も含む）対象の情報交
換を目的とした市母子寡婦福祉会による一日バス旅行です。
日時　 8月18日㊐ 7：00〜19：00頃
場所　海遊館（水族館・大阪市）
内容　ジンベエザメが泳ぐ巨大水槽や可愛い海の生き物を観察できます。
定員　先着120人
費用　大人　2,500円（会員本人2,000円）、高校生〜20歳　2,000円、
　　　小中学生　1,500円、 4歳〜未就学児　1,000円
※バス代・入館料・昼食・保険料含む（飲み物は各自持参してください）
申込・問合　 7月16日㊋〜 8月 5日㊊に所定の申込書（子ども未来課に

あります）に記入し、費用を添えて子ども未来課（℡44-0323）へ
※市母子寡婦福祉会では白ゆり育英事業として、入進学激励会、中学卒
業祝、社会見学と教養講座などを行っています。会員の募集も同時に行っ
ていますので、年会費500円を添えて申し込んでください。

犬山里山学センター
夏休み宿題お助けコーナー

　ボランティアスタッフが自由研究や作文、作品作りの
お手伝いをします。自由研究相談では犬山の自然、環境、
里山、外来種、昔と今、植物、生きものなどの相談にの
ります（調べたい内容やテーマを前もって決めてきてく
ださい）。 8月 8日㊍は昆虫に詳しいスタッフがいます。
詳細は問い合わせてください。
時間　 9：30〜16：00（15：30受付終了）
対象　小中学生（保護者同伴）

日程 工作・イベント
（ 1人100円、要申し込み）

読書感想文・
作文相談（無料）

自由研究相談
（無料）

7 月28日㊐ 樹木の教室 ― ○

8月 6日㊋ ストローモビール＆木工 ― ○

8月 7日㊌ ストローモビール＆木工 ― ○

8月 8日㊍ チョウのりんぷん転写 ― ○

8月 9日㊎ ― ○ ―

8月10日㊏
竹箸＆箸置き、
淡水魚・カメ・カエル・
ヘビの教室

○
淡水魚・
両生類の
相談のみ

8月11日㊗ 呼子笛、ストラップ他 ○ ―

8月23日㊎ ストローモビール ○ ○

8月24日㊏ ― ○ ○

8月25日㊐ ― ○ ○

申込・問合　犬山里山学センター（℡65-2121　 9：00〜17：00　㊊休館
　　　㊊が㊗の場合は翌平日休館　Eメールsatoyama-gaku@etude.ocn.

ne.jp）へ

青少年交流育成事業
中止について

　本年度のドイツ派遣は事業開始
から11年を振り返り、事業内容・
安全対策・事業実施方法も含め事
業の総点検（調査・検証）をしま
す。
　そのため本年度の青少年交流育
成事業の派遣生徒募集は行いませ
ん。ご理解、ご了承をお願いしま
す。
問合　観光交流課（℡44-0343）

　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31日㊌
固定資産税・
都市計画税 2期

国民健康保険税 2期
介護保険料 4期

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

下水道事業
受益者負担金納期限

納期限 7月31日㊌
下水道事業
受益者負担金 1期・全期

　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。
　 1期の納期限までに残り分全額
または 1年分をまとめて納付する
と、納めた割合に応じて前納報奨
金が交付されます。
問合　下水道課（℡44-0337）

水道緊急時

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
7 /16㊋、 8 / 6 ㊋19：00まで
●市民課
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届・
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付
問合　市民課（℡44-0303）

●保険年金課
　国民健康保険、後期高齢者医療
制度の各種届、福祉医療費助成に
関する各種届および支給申請、国
民年金の各種届
問合　保険年金課（℡44-0327）

●福祉課
　障害者手帳、自立支援医療、障
害者手当、障害福祉サービスの申
請
※相談はできません。
問合　福祉課（℡44-0321）

●子ども未来課
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請・各種届
問合　子ども未来課（℡44-0323）

日曜市役所
毎月第 2・第 4日曜日
7 /28㊐、 8 /11㊗ 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）

警察官・警察職員
募集

　警察官や警察職員は「県民の安
全と安心を守る」ために仕事をし
ています。業務は非常に幅広く役
割は異なりますが全ての業務が県
民を守ることにつながります。あ
なたも「守る人」になりませんか。
●第 2回警察官（A）［大卒程度］、
　（B）［高卒程度］採用
受付期間　 8月19日㊊
　　　　　〜 9月 6日㊎
試験日　 9月22日㊐
●第 2回警察職員採用［高卒程度］
受付期間　 8月19日㊊
　　　　　〜 9月 4日㊌
試験日　 9月29日㊐
※受験申込書は犬山警察署、交番、
駐在所で配布しています。

●体験型採用説明会
　業務説明のほか現場警察官との
フリートーキングや鑑識・逮捕術
体験などもできます。
場所　犬山警察署
日時　 7月19日㊎13：30〜16：30
　　　（受付13：00〜）
対象　警察官の仕事に興味がある

日本国籍を有する人
　　　（大卒・高卒）

問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日
7 /28㊐、 8 /11㊗ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

警察署だより
はじめての
プログラミング

日時　 7月21日㊐ 9：30〜11：30
場所　犬山南地区学習等供用施設
内容　Scratch入門
　　　ゲームを作ろう
対象　小中学生（保護者同伴）
定員　先着 8人
費用　無料
持物　ノートパソコン
※貸し出し用もあります
申込・問合　CoderDojo犬山
　　　（Eメール　coderdojo.inu
　　　yama＠gmail.com
　　　ホームページ　https://

coderdojo-inuyama.
　　　doorkeeper.jp/）へ
※子どもたちの技術的な面倒をみ
る「メンター」や運営のサポート
をするボランティアを同時募集し
ています。

きれいな川で
生きものを探そう

日時　 8月 1日㊍10：00〜12：00
　　　（雨天中止）
場所　木曽川支流（桃太郎公園の

河川敷駐車場集合）
対象　親子
定員　20人
費用　100円（保険代等含む）
持物　たも網、バケツ、着替え、

運動靴
申込・問合　県自然観察指導員連

絡協議会尾張支部　松尾
　　　（℡・Fax32-5069　Eメール

natuyagi＠live.jp）へ



22 23広報犬山　R1.7.15号 広報犬山　R1.7.15号

犬山踊
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芸
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祭
さい

意見交換会
日時　 7月27日㊏19：30〜21：00
場所　犬山国際観光センターフロ

デ 2階研修室 1
申込　不要
問合　犬山踊芸祭実行委員会
　　　田中（℡090-8070-5143）

第48回彫刻村
in犬山2019

〜木の思いを形に〜
　彫刻家や彫刻を志す学生による
木彫作品の公開制作をし（体験も
できます）、会期末（ 8月24日㊏・
25日㊐）には制作した作品の野外
展示をします。
日時　 8月 2日㊎〜25日㊐
　　　10：00〜17：00
　　　（最終日14：00まで）
場所　犬山国際交流村
　　　（継鹿尾字氷室）
問合　彫刻村村長　石川
　　　（℡090-3457-1095）
※ 8月 6日〜18日は市役所 1階市
民プラザで「彫刻村セレクション
展」を開催します。

ゴルフ場で
ペットボトル
ロケット

日時　 8月21日㊌15：00〜17：45
　　　（受付14：30〜雨天中止）
場所　犬山カンツリー倶楽部
対象　市内の小学校に通っている

子どもまたは犬山に興味の
ある子ども（保護者同伴）

定員　先着40組80人
費用　 1人500円（保険料含む）
※別途ペットボトル作成キット費
用（ 1キット1,000円）が必要
持物　タオル、飲み物
申込・問合　犬山有志の会代表�

小島（Eメールinfo@inuya
　　　ma-yushikai.com）へ

親子で木曽川
ラフティング体験

日時　 8月25日㊐10：00〜16：00
※天候等により中止の場合あり
場所　YHA木曽川ベースキャンプ
　　　（桃太郎公園内）
定員　20人程度
※大人 1人につき子ども（年中〜
高校生） 3人まで
費用　大人　　4,500円
　　　小学生　3,500円
※用具一式、昼食代を含みます。
持物　水着、タオル等
申込　参加者全員の人数、氏名（ふ

りがな）、年齢、身長、靴
のサイズと代表者の電話番
号をEメールでkurisu@chi

　　　ld-village.jpへ
問合　ミラマチ栗栖　松浦
　　　（℡41-1520）

犬山グループ
カウンセリングの会

　心の中を見つめ、言葉にしてい
くと少しずつわかってくること、
変わってくることを体験します。
日時　第 2・ 4㊏13：00〜16：00
　　　（その後ティータイム）
※曜日が変更することがあります。
場所　余遊亭 2階
費用　 1回1,000円
申込・問合　小森（℡090-9926-5
　　　829）へ

居合道教室無料体験
　居合道は女性や高齢者に最適な

武道です。見学や無料体験を開催
しています。
日時　毎週㊐ 9：00〜11：00
場所　市武道館
問合　渡邉（℡61-4261　Eメール
　　　sakio@mvg.biglobe.ne.jp）

卓球（木曜会）
会員募集

　男女・年齢問いません。興味の
ある人は、直接来てください。
日時　毎週㊍ 9：00〜12：00
場所　勤労青少年ホーム
費用　月額500円　申込　不要
問合　大杉（℡62-2721）

堀部邸書道サロン
体験

　静かで美しい和の環境で筆を持
つ時間を持ってみませんか。
日時　第 1・ 3㊍14：00〜15：30
場所　堀部邸　　対象　大人
定員　 5人　　費用　 1回500円
申込・問合　桑原（℡090-6336-

6700　ホームページhttps:
　　　//spak9 ey9.wixsite.com/
　　　mysite）へ

音訳って知ってる？
〜CD利用者、音訳ボランティア
を募集〜
　広報などの活字を音声に変え、
CDに録音して無料で届けていま
す。視覚障がいのある人や小さな活
字が見えづらくなった人は利用し
てください。朗読、録音をする音訳
ボランティアも募集しています。
日時　月 2回広報発行日の2、3日

前（活動日は問い合わせて
ください）9：00〜15：00

場所　福祉会館3階録音室、
　　　ボランティアロビー
申込・問合　声の広報�伊藤
　　　（℡67-2443）へ

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課広報・広聴担当へ。9月1日号の締め切りは7月18日㊍、9月15日号は8月6日㊋ ※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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犬山風鈴が夏の音色
　今年も犬山駅東西連絡橋に犬山焼の風鈴「犬山風鈴」
が飾り付けられ、涼やかな音色を奏でています。風鈴は
ひとつひとつ形や音色が異なります。
　西側の風鈴には昨年の「子ども俳句教室」で学んだ子
どもたちの俳句が短冊に結ばれ、音色とともに見上げる
人を楽しませています。
　犬山風鈴は 9月30日まで飾り付けられています。

優勝めざして
　 7月20日㊏に蒲郡市の竹島ふ頭で行われる県消防操法大
会ポンプ車の部に出場する市消防団第 1分団は、連日訓練
を重ねています。時には、自分たちの動作の様子をビデオ
で撮影し、研究のために深夜までおよぶこともあります。
　大会では 6人が一組になり指揮者の号令で20メートルの
ホースを 3本つなぎ、火点と呼ばれる標的に向かって放水
するまでの時間と規律ある動作により、順位を争います。
指揮者　森藤昇彦、1番員　櫻井雄大、2番員　前原大志、
3番員　大栗岳、 4番員　後藤寛明、補助員　山本和伸

「できたておいしいね」小学校給食試食会
　新 1年生の保護者を対象に毎年 4月から 6月までの間
に全小学校で給食試食会が行われています。
　犬山南小学校では 6月 6日、親子給食会として開かれ
ました。保護者は、栄養教諭から犬山の給食の特徴など
の講話を聞いた後、 1年生の教室へ。この日の副食は、
さわらの竜田揚げ・じゃがいもの磯煮・ゆかり和

あ

え。色
彩も豊かで栄養たっぷりな給食を、親子そろっておいし
そうに食べていました。子どもたちは、保護者と一緒に
給食が食べられてとてもうれしそうでした。

楽しく詠もう「五・七・五」
　 6月16日、市立図書館で「子ども俳句教室」が開かれ
小学 1〜 6年生が参加しました。講師の宮地さんから松
尾芭蕉など有名な俳人と俳句の説明や夏の季語であるも
のの紹介を受けた後は、いよいよ子どもたちが詠む番。
自らが選んだ題材（季語）を発表し、頭をひねっていま
した。全 4回のこの教室は、 9月以降も秋・冬・春の季
語を題材に行われる予定です。
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カティーの

独言
ひ と り ご と

11
図書館
だより

新着本の紹介（一部）

マジカルグランマ
柚木麻子著

75歳を目前に再デビューし
た元女優の正子。しかし、
夫の死により仮面夫婦であ
ることがバレてしまい、さ
らに夫には多額の借金が
…。正子の姿を痛快に描く
老境エンターテインメン
ト。『週刊朝日』連載を加
筆し単行本化。

おにぎりの文化史
横浜市歴史博物館監修

「おにぎり」はいつから握
られたの？　具入りおにぎ
りは中世に出現？　文献や
絵図、考古資料などさまざ
まなアプローチによって、
古代から現代にいたる日本
人とコメの密接な歴史に迫
る。

あそびうたするもの
このゆびとまれ
ひろせべに絵

あそびうたがはじまるよ！
さそいうた、えらびうた、
おまじないうた…。子ども
たちによってうたい継がれ
てきたあそびうたの中か
ら、とっておきのうたを、
楽しい絵とともに紹介しま
す。あそび方の説明も掲載。

㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

●読書会藍の会の一冊
　「砂の女」　安部公房
　勤務先に三日間の休暇を取り、
砂丘に昆虫探しに出かけた男が、
女が一人で住む砂の穴のような住
居に閉じ込められる。住居には砂
が入り込み、砂掻

か

きが日課という。
脱出を試みる男と、引き留めたい
女、二人を穴の上から眺める集落の人たち。
　作品は20か国以上の言語に翻訳され、作者を世界
の文学者の仲間入りにした。
　また、岡田英次、岸田今日子の出演で映画化された。
そのビデオが図書館でも観

み

ることができる。

一般書
『世界の図書館から』� U-PARL編集

『カクタスハンドブック』� 山本規詔

『クリムトとシーレ』� 平凡社

『シーソーモンスター』� 伊坂幸太郎

『帰還』� 堂場瞬一

『サバティカル』� 中村航

『ディオゲネス変奏曲』� 陳浩基

『忘れてしまった高校の数学を復習する本』

柳谷晃

『カイコの実験単』� 日本蚕糸学会監修

『図解巣箱のつくり方かけ方』�飯田知彦

『風魔と早雲』� 東郷隆

『おやつが好き』� 坂木司

児童書
【小学校低学年】

『こわいオオカミのはなしをしよう』

【小学校中・高学年】

『ノウサギのムトゥラ』

児童書（絵本）
【幼児向け】

『きょうなにしてた？』

『ひみつのビクビク』

『げんこつやまのたぬきさん』

『あそびうたするものよっといで』

問合　市立図書館（℡62-6300）

●平成30年度　〈最多貸出図書〉（一般書）ランキング

順位 資料名 著者名 出版社 貸出
回数

1 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 120

2 羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 89

3 コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 84

4 蜜蜂と遠雷 恩田陸 幻冬舎 82

5 ラプラスの魔女 東野圭吾 KADOKAWA 72

6 マスカレード・ナイト 東野圭吾 集英社 68

7 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社 64

8 魔力の胎動 東野圭吾 KADOKAWA 60

9 人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵 サンマーク出版 58

9 マスカレード・イブ 東野圭吾 集英社 58

図書館まめ知識

8 月のイベント（場所：図書館本館）
3 日㊏　「おはなしぼっくす」ストーリー・テリング　11：00〜

10日㊏〜12日㊡　「犬山子ども司書養成講座」　各日13：00〜

10日㊏・24日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜

18日㊐　DVD上映会「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」　11：00〜、14：00〜

31日㊏　絵本の世界にご招待「おひざでえほん講座」　10：30〜

　私が犬山市の国際交流員として
働きはじめてから一年になりま
す。時間が経

た

つのは早いですね。
この一年間でたくさん面白い経験
ができ、仕事もさまざまで、チャ
レンジもありました。子ども未来
園や小・中学校への訪問、料理講
座、ドイツ語講座、広報記事の作
成、イベントへの参加、交流事業、
翻訳、通訳等々たくさんの仕事が
あります。国際交流員の仕事を通
じて、今まで知らなかった日本を
経験でき、イベントや祭り、料理
講座のためにどれぐらいの準備が
必要かが初めて分かりました。し
かし不思議だと思うこともありま
した。多くのことには慣れてきま
したが、まだまだ不思議だと思う
こともたくさんあります。今回は
その中の4つを紹介します。

　一つ目は、市役所内で印鑑の出
番が多いことです。企画案の決裁、
書類や確認、宴会の出欠など何で
も印鑑が必要です。ドイツでは印
鑑文化がなく、決めたいことがあ
れば、会議で決めるか関係者と直
接打ち合わせをして、決めること
が多い気がします。でも印鑑のい
いところは関係者だけでなく多く
の人たちが同じように情報をもら
えることだと思います。
　二つ目は、会議や打ち合わせで
す。流れは日本でもドイツでもほ
ぼ同じですが、一つ気がついたこ
とがあります。日本の会議で沈黙
する時間がドイツより多いことで
す。それは皆が言われていること
について考えている時間でしょう
か？ドイツにももちろん打ち合わ
せや会議中に考える時があります
が、日本のように皆が静かになる
ことはないので、個人的に仕事中
で最も困っていることの一つで
す。考えるときに表情も音も何も
出さないので、いつまで説明を続
ければいいかが分かりません。ド
イツでは表情や音で「今考え中で
す」と相手に伝え、話を続けてい
い時にも表情やあいづちが変わり

ます。
　三つ目は、観光案内や桜の咲き
具合を知りたい人から電話がか
かってくることです。とても不思
議だと思います。ドイツでは、観
光情報を得たい時は、市役所でな
く観光案内所に連絡します。観光
案内に対応する市役所があります
が、珍しいことだと思います。
　でも、ここでは普通なことらし
いです。私はそれにまだ慣れなく、
これからも旅行をする時に、観光
案内所に聞くと思います。
　最後は、警察をあまり呼ばない
と感じます。ベルリンでは、お店
や役所などで喧

けん

嘩
か

があったり、怒
声が聞こえたりすると、警察を呼
ぶことはよくありますが、犬山で
はそれをまだ見たことがありませ
ん。日本でもドイツでも交通事故
や泥棒が家に入ってきたら、警察
を呼ぶと思いますが、それ以外皆
さんはどういう時に警察を呼びま
すか？個人的にはそこが興味深い
です。
　次の一年間はどのような経験や
思い出ができるのか本当に楽しみ
にしています。次の一年間もよろ
しくお願いします。

■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

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

7 月15日㊗ 大藪歯科医院� （扶桑） 0587-93-8118

7 月21日㊐ たきざわ歯科医院� （城東） 61-5250

7 月28日㊐ かみの歯科� （犬山） 65-4860

■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

7 月15日㊗ ハートクリニックさわだ�（犬山）
くわばらクリニック� （城東）

62-5556
61-1118

7 月21日㊐ すみれ内科クリニック� （楽田）
カワムラ整形外科� （楽田）

68-0025
67-1134

7 月28日㊐ 犬山駅西病院� （犬山）
山本皮フ科クリニック� （犬山）

61-2017
62-6855

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表
　市HP https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1000647.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

一年間の振り返り
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7犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

幼稚園と
子ども未来園の給食
　犬山市には、乳幼児期の子ど
もたちが通う公立の施設とし
て、犬山幼稚園と保育所である
子ども未来園（13園）がありま
す。どちらの施設にも小中学校
と同じく、各園に給食室があり、
毎日給食を作っています。
　学校教育課と子ども未来課の
管理栄養士が栄養面だけでな
く、食べる楽しみや食育にも考
慮した献立を作成しています。

離乳食も作ります

子どもたちの笑顔のために

　 0歳児が通う子ども未来園で
は、離乳食も作っています。子ど
もの成長には個人差があるため、
一人一人に合った対応をしていま
す。保育士、保護者、調理員が連
携をとって実施しています。

　子ども未来園の給食では、子どもたちが育てた野菜を使用する日や、
子どもたちが野菜の皮むきなど調理のお手伝いをする日があります。
そんな小さな活動から、食育を学ぶことも大切にしています。
　昼下がり「ごちそうさま！」の笑顔が今日も広がります。

ますが、クモザルのように尾でぶ
ら下がることはできず、木の上で
体を安定させるために尾を使いま
す。オマキザルはとても賢く、“南
米のチンパンジー”とも呼ばれま
す。野生では石などの上に硬い
ナッツを置き、別の石をたたきつ
けて割る『ナッツ割り』ができる
群れも知られています。簡単そう
にみえますが割るための石、ナッ
ツ、台座となる石の三つを組み合
わせて使用する必要があるため、
道具使用行動の中でも複雑な行動
です。日本モンキーセンターでは
ご寄附で殻付きのクルミをいただ
くと、そのまま与えています。す
ると彼らは木やコンクリートなど
さまざまな場所でクルミをたたい
たり、こすりつけたりしながら
割って中身を食べます。
　もともと暖かい地域に生息して
いるフサオマキザルですが、最近
の日本の異常なほど暑い夏はこた
えるようです。そこでこの夏もフ

サオマキザルたちが涼しく過ごせ
るように、凍らせたフルーツや氷
などをプレゼントする『カチコチ
フルーツ』を開催します。凍った
フルーツにそのままかじりつく個
体もいれば、床にこすりつけて遊
ぶ個体もいます。長い時間をかけ
て楽しみながら食べることは、森
の中で食物を探しながら食べる野
生のくらしにも近づけることがで
きます。部屋の前にはミストも設
置されて、比較的涼しく過ごすこ
とができますので、ぜひこの夏カ
チコチフルーツで涼んでいる彼ら
に会いに来てください。

　フサオマキザルは、南米のアマ
ゾン川流域に広く分布しているオ
マキザルの仲間です。名前のとお
り尾をいろいろなものに巻きつけ ▲ボリビアリスザルと筆者

フサオマキザルへ
涼しいプレゼント
（公財）日本モンキーセンター

飼育員�����土性亮賀


