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「平和」を伝える

社会を明るくする運動（ 7 月 1 日撮影） 



「平和都市宣言」のまち犬山
平和都市宣言
　戦争のない世界、原水爆のない世界は全人類の悲願である。
　しかし現実は、世界の各地で武力紛争がたえまなく続き、また、多くの
核兵器が蓄えられるなど依然として人類の生存は脅かされている。
　ここに、平和を希求する犬山市は、核被爆国としての認識のもとに、世
界の人びとと手を携え、人類の平和を願い、非戦・核兵器廃絶のため全力
を尽くすことを誓い「平和都市」を宣言する。

昭和60年 9 月11日　犬山市　

図書の寄贈について
　戦争に関する資料や図書が自宅に
ある場合は、ぜひ市立図書館へ寄贈
してください。また発刊に関する情
報がある場合も連絡してください。
※寄贈された資料の取り扱いについ
ては、市立図書館に一任していただ
きます。
問合　市立図書館（℡62-6300）
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「平和」を伝える  軌跡をたどる  

　一瞬で物や人をとかしてしまう原爆がとても怖
いと思いました。助けを待っている時の不安さも
話を聞いているだけでよく伝わってきました。

小学生の感想

羽黒小学校　6年生
牛丸未夕さん

　原爆は非常に危険なもので、人をたくさん殺し
てしまうから、二度とこういったことがないよう、
後世に語り継いでいきたいと思いました。

小学生の感想

羽黒小学校　6年生
小室穂高さん

●戦争と平和パネル展
　平和推進事業の一環として「戦争と平和」パネル展を開催します。
「核兵器廃絶国際署名」も同時に行いますので皆さんの協力をお願いします。
場所・期間　名古屋経済大学図書館・〜 8月 2日㊎
　　　　　　キャスタ▷ヨシヅヤ犬山店 2階催事場・〜 8月16日㊎
　　　　　　市立図書館・ 8月 3日㊏〜30日㊎
　　　　　　市役所 1階市民プラザ・ 9月 9日㊊〜27日㊎
問合　企画広報課（℡44-0312）

●平和祈念黙とう
戦没者の冥福を祈り 1分間の黙とうを捧げましょう。

広島への原爆投下時刻 8月 6日㊋　 8：15

長崎への原爆投下時刻 8月 9日㊎　11：02

終戦記念日 8月15日㊍　12：00

問合　企画広報課（℡44-0312）▲昨年のパネル展の様子

平和関連行事の案内

平和講話会を開催
　市では、昭和60年に「平和都市宣言」を行い、平和の尊さに
ついての啓発と教育に努めています。
　平成24年度から、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に伝え
るため、毎年市内小学校 2校で平和講話会を行い、実際に戦時
を生きた方が子どもたちに対して直接、戦争のおそろしさや平
和の大切さを伝えています。
　本年度の講話会実施校は羽黒小学校と城東小学校です。ここ
では 7月 8日に羽黒小学校で 6年生を対象に行った講話会の様
子や子どもたちの感想を紹介します。

　1954年 5 月 5 日、対馬丸事件の犠牲者を慰霊し、平和を願う場所として沖縄県に「小
こ

桜
ざくら

の塔」が建立されました。
建立にあたっては、愛知県下の子どもたちの一円募金により、県全体の協力のもと資金が集められました。
　ここでは、「小桜の塔」建立に尽力した犬山市出身の松浦浅

あさ

吉
きち

さんについて紹介します。
対馬丸事件とは
　1944年 8 月21日、疎開児童や一般疎開者を乗せた貨物船「対馬丸」が那覇港から長崎港に向けて出港しました
が、翌22日にアメリカの潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈されてしまいました。乗船者1,788名のうち1,482名が犠
牲となりました。（氏名判明分）

　水野さんは 4歳10か月のとき、広島県で原爆の被害に遭いました。自分自身の経
験やこれまでの学びを通して「ふたたび被爆者をつくらせない」という強い思いを
持ち、長い間、原水爆被災者の会（愛友会）で原爆の悲惨さを伝える活動などに取
り組んでいます。
　講話会では、「自分の好きなことや得意なことを生かして、戦争のない世の中をつ
くってもらいたい。そのために今は一生懸命勉強してほしい。」と語りました。

講師　水野秋恵氏（78歳）

松浦浅吉さんの人物像
　旧羽黒村出身。小学校卒業と同時に京都へでっち奉公に行った後、18歳の
時に帰郷し、雑貨商を始めました。青年団長を務めるなど、地元の活性化に
も従事しました。
　1933年に村会議員に、終戦直後には羽黒村長となりました。県議会議員に
も戦前、戦後を通じて4回当選し、副議長も務めました。
　前述のとおり、「小桜の塔」の建立に尽力したほか、1953年に私塾「大成塾」
を創設。月謝等は一切不要とし、私財を投げ打って、若者の人材育成に力を
注ぎました。1958年には「犬山としより学校」を開き、高齢者の生涯学習の
場づくりにも取り組みました。

▲小桜の塔

参考「対馬丸通信」、「対馬丸公式ガイドブック」、対馬丸記念館公式ホームページ

松浦浅吉さんと小桜の塔
　きっかけは、県議会副議長を務めていた当時、松浦さんの
選挙区にあった「すずしろ子供会」の会長からの相談。「沖
縄戦で多くの子どもたちが犠牲になったが、慰霊碑もない。
何とかしてやりたい。」という思いに共感した松浦さん。「慰
霊碑建立のために一円募金を始めればいいのでは」という話
になり、じっこんの仲だった愛知県知事へ相談したところ、
県全体の活動へと広がりました。
　除幕式に参加した松浦さんのあいさつが、当時の新聞記事
に掲載されています。「小桜の塔を建設することは、戦没学
童の霊を慰めるかたわら、戦没県出身将兵の慰霊にもなる、
と郷土人の賛同を得た私たちは遺族のための一握りの砂でも
持ち帰るつもりである。（抜粋）」
　除幕式後、一握りの砂は「沖縄の砂」として持ち帰られ、
沖縄で戦没した愛知県出身戦没者の遺族へと渡されました。

　「小桜の塔」は現在、「対馬丸記念館」と同じ沖縄県
那覇市の旭ヶ丘公園の敷地内にあります。
　皆さんも沖縄県を訪れた際には、「小桜の塔」を訪
問し、平和に思いをはせてみてはいかがでしょうか。

●戦没者追悼式
　先の大戦で亡くなられた本市関係の930人の戦没
者の方々を追悼するため戦没者追悼式を行います。
　戦争の記憶を後世に引き継ぎ、永遠の平和の決意
を新たにするため、ご遺族のほか若い世代の人もぜ
ひ参列してください。
日時　 8月31日㊏10：30〜（受付10：00〜）
場所　犬山国際観光センターフロイデ 4階ホール
問合　福祉課（℡44-0320）
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催 し 募 集

障害者作品展
　障害者による手芸、工芸、絵画、
写真、書道などの作品約100点を
展示します。

日時　 8月10日㊏10：00〜17：00
　　　　　11日㊗10：00〜15：00
場所　市民健康館　　費用　無料
問合　身体障害者福祉協会（身体

障害者活動センターふれん
ど内  ℡61-8008）

「木曽川うかい」
市民夫婦鵜

う

飼
かい

　郷土の歴史や伝統に「触れる・
見る」機会として、夫婦で夜鵜飼
を体験してみませんか。
日時　 9月 9日㊊・11日㊌・13日㊎
　　　17：15集合、19：45下船
場所　木曽川うかい乗船場
　　　（木曽川観光株式会社）
対象　市内在住の夫婦（ 2人 1組）

1世帯につき 1組
定員　各回 9組18人
持物　タオル、防寒着
費用　 1組6,000円
※食事「夕楽」（お茶付き）2人分
申込　 8月14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。

※悪天候や木曽川増水により中止
する場合は当日連絡（順延なし）
※応募多数の場合は抽選（結果通
知予定日 8月21日㊌）
問合　観光交流課（℡44-0342）

市パート職員
職種　事務職
勤務場所　収納課
業務内容　窓口業務、市税などの

収納事務
応募資格　パソコン操作経験者、

普通自動車運転免許取得者
勤務日数　月15日
勤務時間　 8：30〜17：15
　　　（うち休憩60分）
賃金日給　7,440円
　　　（通勤距離 2 ㎞以上は通勤
　　　手当日額200円支給）
雇用期間　 9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23日㊎予定）
申込・問合　 8月 1日㊍〜16日㊎

に市所定の履歴書（市ホー
ムページからダウンロード
または総務課で配布） 1通
に写真を貼付して総務課

　　　（℡44-0302）へ
※郵送の場合は 8月16日㊎の消印
まで有効とし、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。

ニワ里カレッジ
第 2 回「しだみ古墳群の埴

はに

輪
わ

」
　「埴輪」をテーマにした連続講
義。今回は、名古屋市のしだみ古
墳群を取り上げます。
日時　 8月10日㊏10：00〜11：30
場所　青塚古墳史跡公園ガイダン

ス施設
講師　名古屋市教育委員会
　　　酒井将史氏
費用　500円
申込　不要
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　 （℡68-2272 ㊊休館 ㊗の場

合は翌平日休館）

堀部邸　月
げっしん

津塾
じゅく

倭鏡に映る里物語・東之宮古墳か
ら見えてくる犬山の原風景
　日本遺産へのストーリーを語り
ます。どなたでも参加できます。
日時　 8月31日㊏10：00〜
場所　木之下城伝承館・堀部邸
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　赤塚次郎氏
費用　無料
申込　不要
問合　木之下城伝承館・堀部邸
　　　 （℡90-3744 ㊊㊋休館 ㊗の

場合は翌平日休館）

図書館DVD上映会
日時　 8月18日㊐
　　　①11：00〜　②14：00〜
※同じ内容を上映します。
※上映時間は約50分です。
場所　市立図書館 2階視聴覚室
内容　上映作品
　　　 「忍たま乱太郎の宇宙大冒険

withコズミックフロント☆
NEXT太陽系の段◆月の段」

対象　幼児以上
定員　当日先着50人
費用　無料
問合　市立図書館（℡62-6300）

日本モンキーセンター
第3回「甲

こう

子
し

猿
えん

」
　飼育担当者が動物たちの魅力を
動画や写真でアピールして戦いま
す。

日時　 8月11日㊗・12日㊡・
　　　　　17日㊏
　　　各日13：00〜13：45
費用　入園料のみ
※詳細はホームページ（http://
www.j-monkey.jp/）を見てくだ
さい。
問合　公益財団法人日本モンキー

センター（℡61-2327）

図書館デザイン
（子ども読書空間）
ワークショップ

　子どもの読書活動を推進し、さ
らなる図書館サービスの充実を図
るため、市立図書館 2階の展示室
を「子ども読書空間」としてリ
ニューアルし、子どもと大人が同
じ空間で楽しく読み聞かせや読書
ができ、本に巡り合う環境を整備
する予定です。
　そこで、子ども読書空間の使い
方や空間デザインのアイデアを考
えるワークショップを開催します。
日時　 8月24日㊏10：00〜11：30
場所　市立図書館 2階展示室
対象　子育て中の保護者、子ども

の読書推進に関心のある人
　　　（託児あり）
定員　先着20人
費用　無料
申込・問合　 8月 2日㊎〜16日㊎

に市立図書館（℡62-6300）
へ（電話可）

市議会市民フリースピーチ制度 発言者
　民主主義は市民の希望と参加で始まります。その希望を示すよう、ま
た市民が参加できるよう、市議会は、市民が議会（議場）で発言できる
制度を実施します。
　議会は市民からの意見を全員協議会などの議論の中で熟慮し、適切な
アクションをとります。さらに市民の議会への関心と期待を高め、市民
により身近で開かれた議会の実現に努めます。
　 9月定例会に市民フリースピーチ（ 5分間発言）制度を実施します。
市政全般、市の一般事務などについて、自分の意見を自由に発言するこ
とができます。
日時　 9月 2日㊊19：00〜
場所　市役所 6階議場
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　 7人
※応募多数の場合は抽選により決定
します。ただし発言内容により許可
できない場合があります。
申込　 8月21日㊌17：00までに所定の申込書（市ホームページからダウン

ロードまたは議事課で配布）に必要事項（①住所 ②氏名（ふりがな）
③年齢 ④性別 ⑤昼間に連絡可能な電話番号、Eメールアドレス ⑥
発言項目、発言内容 ⑦配布資料の希望の有無 ⑧在勤の場合は勤
務先、在学の場合は学校名・学年 ⑨手話通訳等、配慮の希望の有
無）を記入して、直接または郵送で提出するか、下記の件名と必
要事項を記入してEメ－ルかファックスで議事課へ

件名　「市民フリースピーチ制度　 9月 2日の発言希望」
※申し込み後の発言項目の変更はできません。
問合　議事課
　　　（℡44-0307　Fax44-0368　Eメール300100＠city.inuyama.lg.jp）

犬山市民交流センターフロイデ　貸しオフィス入居者
　令和 2年 4月から新運用となるフロイデでは、社会的な活動を行う団体の支援・促進を目的として団体の運営
が安定するまでの間、所在地の設定、電話の設置などが可能な「貸しオフィス」を設置します。以下の内容で貸
しオフィスの使用団体を募集します。詳細は市ホームページを見てください。
所在地　松本町四丁目21番地　犬山市民交流センター 1階犬山市協働プラザ内
使用開始　令和 2年 4月 1日〜（原則 1年以上 5年以内）
使用時間　 9：00〜21：30（毎年12月28日から 1月 3日までは休館のため利用不可）
付帯設備　電源、web回線、電話回線（机、椅子等は各自持ち込み）
使用料　 1区画あたり　月額19,700円（別途電気代等は実費負担）
募集区画数　 2区画（ 1区画23㎡）
※原則 1団体 1区画まで。 2団体以上の申込があった場合は、活動目的や状況、今後の方向性などを審査し、決
定します。
申込・問合　 8月 1日㊍〜30日㊎までに地域安全課（℡44-0346）へ
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募 集

　シェアリングエコノミー（以下「シェアエコ」といいます。）とは、個人などの「資産」（モノ、建物など）や「能
力」（スキル、知識など）を、インターネット上の仲介事業者を介して、他の個人等も有効に活用する仕組みです。
シェアエコは近年市場規模を拡大しており、私たちの生活にも身近なものとなりつつあります。例えば、個人間
でモノをシェアする「フリーマーケットのアプリ」や、お金をシェアする「クラウドファンディング」などがあ
ります。
　市は、シェアエコが市民の利便性の向上や地域の課題解決の手法の一つにつながると考え、取り組みを進めて
います。現在、駐車場シェアを中心に実施していますが、今後も取り組みを広げていく予定です。

●駐車場シェア
　「空き地を所有しているが活用していない人」と「駐車場を探している観光客」が仲介事業者を通じてマッチ
ングする仕組みで、資産を有効活用できます。土地所有者は駐車可能台数や利用料などの情報をインターネット
上のプラットフォームに登録します。利用希望者は氏名や住所等を登録した上で駐車場を事前予約できます。
〈昨年度実績〉
　登録駐車場　 5か所（駐車可能台数16台）
　利用の状況　土日祝日は利用が多く、大型連休中は多くが満車となりました。
  事前予約できるメリットが利用につながっているようです。

空きスペースを活用しませんか
　空きスペースを駐車場として有料で貸し出して、資産を有効活用しませんか。
利用料金や日時は自由に設定できます。　
問合　市観光協会（℡61-2825）

●体験型の観光メニューを作り、観光客に提供してみませんか？
　「芋掘り体験」「祭りに参加する体験」など、体験するタイプの観光メニューを作り、商品として提供（販売）
しようという取り組みです。さまざまなメニューがそろうことで、犬山市の観光の魅力が広がると考えています。
　ポイントは「自分たちの普段の生活や取り組みの中にあること」を、体験メニューとして捉え、実際に観光客
向けに提供してみよう！という点です。田植え、稲刈り、自然観察、お祭りやイベント、サークル活動など、あ
らゆるものがメニューになる可能性があります。関心のある人は下記の説明会＆勉強会に参加してみませんか。

説明会＆勉強会を開催します
　日時　 9月 6日㊎19：00〜21：00
　場所　市役所 2階205会議室
　内容　体験型観光メニュー作りのための説明会と勉強会
　　　　①シェアリングエコノミーとは
　　　　②体験型観光メニューの作り方とインターネット上の
　　　　　プラットフォームへの登録の仕方
　申込　不要
　費用　無料
　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.inuyama.lg.jp）

　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）。

第 1 次試験日・会場
筆記試験　 9月22日㊐　会場　犬山市役所（消防職は市消防署）
面接試験　 9月27日㊎　会場　犬山市役所
※消防職は筆記試験とあわ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）を直接または郵

送で総務課（℡44-0302）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）

※障害者枠の受験者は所持する手帳の写しを添付
受付期間　 8月 1日㊍〜14日㊌ 8：30〜17：00（郵送の場合は受付期間最終日の前日の消印まで有効）
その他　・受験資格で必要な資格・免許が取得できないときは、合格を取り消します。
　　　　・ 卒業見込みで受験した人が令和 2年 3月31日までに学校等を卒業できなかったときは合格を取り消し

ます。
　　　　・採用人数は、退職者等のため、若干変動する場合があります。
　　　　・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。

　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】
募集職種 募集人数 学歴 年齢

行政職（建築） 2人程度
大学卒 昭和60年 4 月 2 日以降の出生者

行政職（土木） 2人程度

【障害者枠】
募集職種 募集人数 学歴 年齢

行政職
（一般事務）
障害者

2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
高校卒 平成 8年 4月 2日以降の出生者

【実務経験者】
募集職種 募集人数 年齢
保育職 2人程度 昭和49年 4 月 2 日以降の出生者

【高校卒】
募集職種 募集人数 学歴 年齢
消防職 4人程度 高校卒 平成 8年 4月 2日以降の出生者

　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。

令和 2 年度市職員募集（第 2 期）

『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』

利用者 仲介事業者
情報提供

利用料
利用料

（仲介事業者への手数料除く）

情報登録
提供者

シェアリングエコノミーで
資産やスキルを活用しませんか

問合　総務課（℡44-0302）
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 既設駐輪場

市立図書館

市役所西庁舎

臨時駐輪場 犬
山
市
役
所

N

避難先の再確認を
してください

　平成30年度に、避難所を「指定
緊急避難場所（にげるところ）」
と「指定避難所（生活するところ）」
に区分し、利用できる災害種ごと
に指定しました。
　いざという時のために、近くの
避難所を確認してください。
　広報犬山5月15日号と同時配布
した防災ハンドブック内の外水ハ
ザードマップや市ホームページに
避難先の一覧表を掲載しています。
　また避難施設には新たに看板を
設置していますので、あわせて確
認してください。

善意ありがとう
ございます

●福祉基金寄附金として
　100,000円　匿名

小規模事業者
設備投資等補助金

　犬山商工会議所では、自社の事
業計画に沿った設備投資を行い、
生産性の向上を図る小規模事業者
や創業者に対し、設備投資等の補
助を実施します。
期間　 8月30日㊎まで
内容　10万円以上（今秋に実施さ

れる消費税率の引上げ等に
対する取り組みについては
5万円以上）の設備投資に
対し、審査により補助金を
交付

　　　 補助率2/3以内、補助限度
額30万円

対象　市内に事業所があり、事業
を 1年以上行っている小規
模事業者または特定創業支
援等事業に係る支援を受け
た旨の証明書の交付を受け
た創業者

申込・問合　犬山商工会議所
　　　（℡62-5233）へ

尾張都市計画
丸山地区計画の
変更案を縦覧

期間　 8月 2日㊎〜19日㊊
時間　① 8：30〜17：15
　　　　（㊏㊐㊗除く）
　　　② 9：00〜17：00（㊊除く）
場所　①都市計画課
　　　②丸山地区学習等供用施設
内容　尾張都市計画丸山地区計画

の変更（保養施設地区の建
築物の用途の変更）にあた
り、都市計画法および犬山
市条例に基づく変更案の縦
覧を行います。

※この変更案に意見のある人は、
縦覧期間満了の日の翌日から起算
して 1週間を経過する日までに市
長に対して意見書を提出すること
ができます。
問合　都市計画課（℡44-0330）

3市2町合同開催　就職フェアIN江南
　求職活動中の人の職業生活設計やキャリア形成を支援するため、 3市
2町（犬山市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町）合同で就職フェアを
開催します。
日時　 9月10日㊋12：15〜16：00
場所　すいとぴあ江南（江南市草井町西200）
※名鉄江南駅より名鉄バス（すいとぴあ江南行き）17分
※駐車場約300台（無料）
内容　①合同企業説明会　13：00〜16：00
　　　②就職支援セミナー「自分に合った仕事の見つけ方」
　　　　　　　　　　　　12：15〜12：45 （先着50人）
　　　③職業適性診断　　13：00〜16：00
　　　④個人相談　　　　13：00〜16：00（先着 9人）
　　　　　　　　　　　　相談時間 1人あたり50分
※④のみ 8月 1日㊍〜 9月 6日㊎に事前申し込みが必要。
対象　大学など卒業予定者、一般求職者やその家族
申込　江南市商工観光課（℡0587-54-1111　内線337）へ
問合　産業課（℡44-0340）

水道の漏水チェックを行いましょう
宅地内で漏水は発生していませんか
　給水管は地下や床下に埋められており漏水を発見することが困難です。
宅内の給水管は個人の管理となるので、次の手順で定期的にチェックを
しましょう。
●使用水量のチェック
　水道課では、 2か月ごとに水道メーターの検針を行っています。「ご使
用水量のお知らせ」には、今回の使用水量のほか前年同期の使用水量も
記されています。通常よりも使用水量が増えていないか確認し、増えて
いるときは水道メーターのチェックをしましょう。
●水道メーターのチェック
　家の蛇口を全部閉めて、水道メーターのパイ
ロットマーク（銀色の星形形状の部分）を見て
ください。パイロットマークが回転していると
きは漏水です。すぐに市指定水道工事店に修理
を依頼してください。
　また漏水が地中や床下など見つけにくい箇所
の場合、水道料金の軽減の対象となることがあ
ります。
問合　水道課（℡62-9300）

県営名古屋空港からのお知らせ
　お盆の長期休暇時は、空港の駐車場が満車になり駐車できない場合が
あります。空港へは公共交通機関を利用してください。
問合　名古屋空港ビルディング株式会社（℡29-1600）

交通規則を守りましょう
　道路には、道路交通法に基づくさまざまな規制が存在します。一部の
道路では、「車両進入禁止」や「歩行者専用」など車両の進入ができない
道路もあります。

この標識がある道路は、「歩行者専用」道路です。歩行者
以外の通行はできません。

この標識がある道路は、「自転車および歩行者専用」道路
です。自転車および歩行者以外の通行はできません。

この標識がある道路は、「車両（組合せ）通行止め」です。
自転車を除く二輪車や自動車などの車両は通行できません。

　道路を通行する際は、道路標識を十分に確認し、交通規則を守りましょ
う。また標識には「時間」や「曜日」などを指定する補助標識も設置し
てある場合があります。安全で安心なまちづくりに協力してください。
　なお通行禁止道路通行許可申請をすることで、通行できる場合があり
ます。詳細は問い合わせてください。
問合　犬山警察署交通課（℡61-0110）

市役所の西側に臨時の駐輪場を設置
　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）を設けていますが、犬山駅西側の駐輪場において、スペース
不足による混雑が発生しているため、臨時の駐輪場を設置します。
　利用の際は、決められた枠内にとめ、歩行者等の通行の妨げとなる「は
み出し駐車」をしないよう、ご協力をお願いします。
利用開始　 8月30日㊎〜
対象　自転車、
　　　原動機付自転車
費用　無料
場所　右図のとおり

問合　駐輪場について　地域安全課（℡44-0347）
　　　エコステーションについて　環境課（℡44-0344）

▲避難施設に設置した看板の例

●フロイデは10月から使用不可
　犬山国際観光センターフロイ
デは、工事期間中の10月から 3
月末まで避難所として使用でき
ません。
　工事のため使用ができない期
間に、台風や大雨などで避難する
際の代替施設は市役所とします。

問合　地域安全課（℡44-0346）

　駐輪場の設置に伴い 9月22日㊐から
エコステーション（毎月第 4㊐ 9：00
〜12：00）の開設場所が右図のとおり
変更になります。

パイロット
マーク

市役所西庁舎

エコステーション
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●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時
8 月11日㊗
9：00〜16：00

8 月18日㊐
9：00〜12：00

8 月25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
※㊐㊗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
・ 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

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日時 8 月11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　11,870円（ 6 月分）
　市環境保全基金へ積み立てさせていただきます。

ごみ・リサイクル
8 月分

●地域で行われる資源回収
［小中学校］
3日㊏　犬山中学校PTA
　　　　（℡61-2409）
24日㊏　池野小学校PTA
　　　　（℡67-0544）
　　　　今井小学校PTA
　　　　（℡61-2191）
　　　　南部中学校PTA
　　　　（℡67-0030）
［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）
5 日㊊　大本町町内会
　　　　（林 ℡61-0144）
25日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸 ℡62-4104）
［羽黒地区］
7日㊌　 羽黒子ども未来園保護者

会（羽黒子ども未来園
　　　　℡67-0129）
※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）

プラスチック製
容器包装は袋に
入れて出さないで

　ごみ集積場で回収したプラス
チック製容器包装は処理場で選別
中間処理を行い、再資源化を行っ
ています。しかし排出されるもの
の中にはプラスチック製容器包装
やその他のごみをまとめて一つの
レジ袋に入れて出されていること
があります。異物の混入につなが
り適正な再資源化ができない場合
があるため、袋から出して捨てて
ください。
問合　環境課（℡44-0344）

し尿汲
く

み取り休業
　し尿汲み取り業者が夏季休業し
ますので、汲み取りの予定がある
人は注意してください。
休業期間　 8月13日㊋〜15日㊍
問合　環境課（℡44-0344）

台風等の荒天時に
おけるごみ収集

　台風の接近などによる暴風時ま
たは暴風が予想される場合には、
収集容器やごみの飛散等による事
故が発生する恐れがあるため、収
集容器を折りたたんだ状態や重ね
た状態で配布することがありま
す。また状況によっては、収集容
器の配布やごみの収集が中止とな
ることがあります。
　なお資源物については、町内の
収集日以外にもエコステーション
で出すことができますので利用し
てください。

問合　環境課（℡44-0344）

乾電池の分別
　日頃排出されるごみの中には、
分別することで資源として売却や
リサイクルできるものがあります。
　しかし分別しないで排出すると
資源化できなくなるなど環境に悪
影響を及ぼす場合もあります。
　環境維持を図るためにも、ごみ
の分別にご協力ください。
分別する理由
　乾電池を排出する際に誤って乾
電池以外の容器に排出すると、電
池の状態によっては廃棄物と電池
が触れてショートし発熱して火災
につながる恐れがあります。
使用後の分別
　アルカリ・マンガン乾電池、コ
イン電池、ボタン電池、二次電池
（リチウムイオン電池など充電で
きる電池）、電動歯ブラシなど片
手大のもので電池の取り外しがで
きないものは、乾電池として月 2
回の収集日に排出してください。
問合　環境課（℡44-0344）

第 3 回 犬山市
歴史まちづくり賞

　犬山市歴史的風致維持向上計画
の中で、維持向上すべき歴史的風
致の一つに挙げられている「城下
町」。風情豊かな町並みを形成す
る建造物が立ち並び、訪れる人々
を魅了しています。
　こうした建造物を将来にわたっ
て守り続け、そして城下町の伝統
的な景観を次世代へ継承していく
ために、景観や風情の向上に貢献
している伝統的な意匠などに優れ
た建造物を表彰します。
※詳細は市ホームページ「犬山市
の歴史まちづくり」を見るか、問
い合わせてください。
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

犬山城天守保存
修理工事に伴う
入場規制等

　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。
　本年度予定していた 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

き直しや内外壁の塗
替え等に加えて、最上階屋根の丸
瓦の葺き直しと固定を行います。
　この屋根修理のため、下図のよ
うに最上階まで足場を架け、天守
3階以上への入場規制を下記の通
り行います。文化財保護のためご
理解とご協力をお願いします。
期間　 8月 1日㊍〜 9月30日㊊
※本丸と天守 2階までは入場でき
ます。この期間の入場登閣料は無
料です。

工事期間
　　　 7月中旬〜12月末（予定）
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

犬山城などの
開館（場）時間延長

日時　 8月10日㊏〜15日㊍
　　　 開館（場）時間を18：00ま

で延長（入館は17：30まで）
場所　犬山城、文化史料館（から

くり展示館含む）、中本町
まちづくり拠点施設（どん
でん館）、旧磯部家住宅復
原施設（磯部邸）

問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

▲ 8月 1日〜 9月30日の足場予定図

●ごみ分別アプリ「さんあ〜る」
　収集に関する情報等をアプリ
で提供していますので、活用し
てください。
ダウンロード方法
①App StoreやGoogle Playで
　「さんあ〜る」と検索
② 下記QRコードからインス
トール

※対応OSはiOS 8 以上、Android
　4.2以上です。
※ 利用料は無料ですが通信料が
かかります。

▲iOS用 ▲AndroidOS用
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生 活

　町内会、子ども会、老人クラブ等、10人以上の団体で申し込みできます。
　講座は平日の10：00から17：00までの間で、 1講座 2時間以内、開催場所は市内に限ります。
申込・問合　開催希望日の 3週間前までに文化スポーツ課（℡44-0353）へ

※担当業務の都合により、希望に沿えない場合があります。
※会場は受講者側で用意してください。（No.17、No.19の講座を除く。）

分野/No 講　座　名 内　　　容 対　　象

市
政

1 国へあなたの意見を届ける
「行政相談」について知ろう

総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員は、広く国民の行政に関する苦情を解決
するために相談を受け付けています。身近な相談「行政相談」について紹介します。 中学生

2 税金について考えよう！ 暮らしの中で多くの関わりがある税金には、どんなものがあるのか、どんな使わ
れ方をしているのか、など税金の仕組みについて分かりやすく説明します。 小学生

3 納税について考えよう！ 暮らしに密接な税金について、市税の種類や納期限、便利な納付方法（口座振替、
コンビニ納付）などを分かりやすく説明します。 成人

4 選挙出前講座 選挙の模擬投票やクイズを通して、選挙はどのように行われているのかについて
楽しく説明します。 小・中学生

5 犬山市議会のあらまし
〜議会ってなにするところ？〜

議会ってなに？ 議員ってどんな仕事をしているの？ 市議会や議員の役割につい
て、分かりやすく説明します。

対象を
特定しない

6 どうなの？犬山市の財政！ 財政の仕組みや犬山市の財政状況について分かりやすく説明します。 対象を
特定しない

7 地方公共団体における監査の
役割について

監査委員制度の概要や監査の重要性、年間を通して行われる各種監査等について
説明します。 成人

8 個性が生きる社会を目指す
男女共同参画

男女共同参画の観点から、日本や犬山市での状況をお伝えし、性差よりも個性を
生かす社会づくりに向けて、それぞれの立場からできることを考える内容です。

対象を
特定しない

福
祉

9 日本赤十字社の活動を知ろう！ 日本赤十字社の活動内容についての紹介や、いざという時に役立つ救急法や幼児
安全法など、実技を中心とした講習をします。

対象を
特定しない

10 介護保険制度について 介護サービスの利用手順・利用方法・種類・費用や介護保険料など、介護保険制
度について説明をします。

対象を
特定しない

11 認知症サポーター養成講座 認知症はどのような病気なのか、対応の仕方などを学びます。認知症の方やその
家族を温かく見守る「認知症サポーター」になりませんか。

対象を
特定しない

12 高齢者福祉サービスについて 高齢者の生活を支えるために犬山市が実施しているサービスについて説明します。 対象を
特定しない

13 医療保険制度について
医療保険制度として、健康保険（国民健康保険・後期高齢者医療制度）の仕組み
や医療費助成（子ども・障害者・母子父子家庭・精神・後期高齢者福祉等）の仕
組みについて分かりやすく説明します。

対象を
特定しない

健
康 14 元気なうちから健康ライフ 健康づくりに役立つ情報が満載の講座です。保健師等の講義を受けて、自分に合っ

た健康法を見つけ、健康ライフをはじめましょう。 成人

教
育

15 職業説明（消防職員） 学生対象の職業説明会や就職に関する講義を希望する人を対象に、「消防」という
職業について説明します。 高校生以上

16 子育て講座 子どものことや子育てのことを一緒に話しましょう。子どもの発達や特徴、子育
てのヒントやアドバイスなど子育てについての内容です。

乳幼児
（親子）

17 おいしい学校給食
学校給食を食べながら、給食の歴史や市の給食の方針など、楽しくおいしく勉強
します。（注）給食費をご負担いただきます。会場は担当課で用意します。前年度
受講した団体はご遠慮ください。

対象を
特定しない

18 生涯学習講座あ・ら・か・る・と
1年を通して文化スポーツ課で開催している生涯学習講座やイベントを紹介し、
対象者に合った講座選びのお手伝いをします。

対象を
特定しない

19 お話の部屋 図書館「お話の部屋」で図書館職員による絵本の読み聞かせを行います。
（注）実施場所は図書館となります。

乳幼児
（親子）

20 文化財基礎講座 市内に点在する文化財を身近に感じてもらえるよう紹介します。 対象を
特定しない

観
光

21 犬山の観光について 市内の観光施設の紹介や、観光客誘客のために取り組んでいることなどをお話し
します。

対象を
特定しない

22 立山町ってこんなとこだちゃ！ 人事交流で富山県立山町から派遣されている職員が立山町の概要の他、地元民な
らではの目線でグルメ・特産品・おすすめスポットを紹介します。

対象を
特定しない

生
活
・
環
境

23 初心者のための情報セキュリティ講座
パソコンやスマートフォンなどの利用者に、インターネットを利用する時の基本
的なセキュリティ対策についてお話しします。

対象を
特定しない

24 我が家の耐震対策講座 地震の恐ろしさを改めてお話しする講義や、住宅の耐震対策、誰にでもできる木
造住宅耐震診断について紹介します。（小学生はストローハウスも作成）

小学生、
成人

25 土砂災害から身を守るために
土砂災害がどんな災害であるかを知っていただくとともに、砂防ダムなどの施設
整備のほか、土砂災害防止法や土砂災害警戒情報、土砂災害から身を守るために
必要なポイント等を説明します。

小〜高校生・
町内会単位

26 小学5.6年生〜中学生限定!!〜土地の測量ってなんだろう！〜
土地家屋調査士の先生の話を交えながら、測量の歴史や、実際に測量の道具を使
う体験を通して、土地の測量について学びます。

小学5.6年生、
中学生

分野/No 講　座　名 内　　　容 対　　象

生
活
・
環
境

27 賢い消費者になろう ！ 悪質商法や契約のトラブルなどの事例を紹介し、被害を未然に防ぐお手伝いをし
ます。 高齢者

28 ごみの減量、分別についての出張出前講座
ごみの減量やリサイクルについての知識を深めてもらうため、ごみ、資源物の分
別方法や行政の取り組みについて説明します。

対象を
特定しない

29 災害から身を守るには 災害から身を守るために、日頃から我が家でできること、地域でできることを紹
介します。

対象を
特定しない

30 楽しく学ぼう ！ 下水道 下水道の役割や仕組みについて学び、下水道の大切さを知っていただく内容です。 小学生

31 犬山市の水道について 市の水道のあゆみや仕組み、安心な水ができるまでを知っていただく内容です。 小学生

32 人権啓発講座 人権について、資料やDVDの上映等で分かりやすく説明します。 対象を
特定しない

33 知ろう！ わかろう！地域に暮らすあなたのまわりの外国人
ブラジル出身の多文化共生推進員による講座です。近所に住む外国人と日本人が
仲良く暮らしていくために大切なことを一緒に考えてみませんか？

対象を
特定しない

国民健康保険証が新しくなります
　国民健康保険の保険証は毎年 8月末が有効期限となっています。
　新しい保険証を 8月下旬に簡易書留郵便で送付します。白い横長の窓
あき封筒で届きますので、中の台紙から保険証をはがして使用してくだ
さい。
　住所確認のため転送不要となっていますので、郵便局へ転送届を出し
ている場合は届きません。 8月末までに届かない場合は問い合わせてく
ださい。
　また国民健康保険税が未納の世帯は、市役所で手続きをした後に保険
証や資格証明書を発行する場合があります。該当者には案内文書を送付
しますので届いた文書を持って市役所へ来てください。
　なお保険証の裏面は臓器提供に関する意思表示欄で記入は任意です。
※保険証カバー、意思表示欄の個人情報保護シールを、市役所・出張所
で無料配布していますので必要な人は窓口へ申し出てください。
問合　保険年金課（℡44-0327）

土のうを支給します
　台風や豪雨による風水害への対応として自分で対策を講じることが必
要ですが、市は事前対策の一環として土のうの支給を行っています。支
給を希望する人は地域安全課へ申請してください。
支給内容　土のう（土入り・袋のみ可）を 1世帯あたり20個まで
　　　　　（年度内 1回まで）
支給場所　市役所駐車場
※配送はできません。
※支給した土のうは、引き取りできません。
※緊急対応として、浸水する場所をベニア板で塞ぐ、ブルーシートを巻
いたプランターで塞ぐなど、身近なもので対応することも可能です。
　また自らが所有する家屋に浸水防止施設（浸水防止塀または浸水防止
板）を設置する場合は補助制度がありますので、設置を検討している人
は事前に相談してください。
問合　土のうの支給について　　　地域安全課（℡44-0346）
　　　浸水防止施設補助について　土木管理課（℡44-0334）

産前産後期間の
国民年金保険料免除

　本年度から国民年金第 1号被保
険者が出産した際、出産前後の一
定期間の国民年金保険料が免除さ
れる制度が始まりました。
内容　出産予定日か出産日が属す

る月の前月から 4か月間を
免除

※多胎妊娠の場合は、出産予定日
か出産日が属する月の 3か月前か
ら 6か月間を免除します。
※免除期間は保険料を納付したも
のとして将来の年金受給額に反映
されます。
※出産とは妊娠85日（ 4か月）以
上の出産をいいます（死産、流産、
早産された人を含みます）。
施行日　平成31年 4 月 1 日
対象　国民年金第 1号被保険者で

出産日が平成31年 2 月 1 日
以降の人

※施行日以前の期間は非該当。
持物　年金手帳、免許証などの身

分確認証、出産前に申請す
る場合は母子手帳

申込　保険年金課か各出張所
※出産予定日の 6か月前から申し
込みできます。
問合　保険年金課（℡44-0328）
　　　一宮年金事務所国民年金課
　　　（℡0586-45-1418）

犬山市職員等による
「生涯学習まちづくり出前講座」
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相 談 健 康

生 活

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　 8月14日㊌10：00〜12：00
　　　　　　　　13：00〜16：00
場所　ハローワーク犬山
　　　プレハブ会議室
対象　無業の状態にある若者（15

歳〜39歳）、子どもの就職
に悩みがある保護者

定員　 5人
費用　無料
申込・問合　 8月13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

膠
こう

原
げん

系難病患者
家族のつどい

　「膠原病の基礎知識と最新情報
について」の医療講演と、患者家
族交流会です。
日時　 9月 2日㊊14：00〜16：00
場所　布袋ふれあい会館
　　　（江南市布袋町東359）
講師　藤田医科大学病院
　　　リウマチ・膠原病内科
　　　医師　平野大介氏
対象　全身性エリテマトーデスや

強皮症・皮膚筋炎・多発性
筋炎などの膠原系難病患者
とその家族

申込・問合　 8月23日㊎までに　
江南保健所健康支援課

　　　（℡0587-56-2157）へ

成年後見制度
無料説明会・相談会

　「成年後見制度」は、認知症や
知的障害、精神障害などにより、
判断能力の不十分な人に対して、
家庭裁判所が定めた代理人が、財
産管理や施設入所、介護・障害
サービスの契約締結や解除などを
行い、本人の利益を守る制度です。
　制度内容や制度利用に関する説
明会を実施し、お困りの人の個別
相談に応じます。
日時　 8月21日㊌13：00〜16：00
場所　福祉会館 4階401会議室
申込　不要
問合　（一社）コスモス成年後見サ

ポートセンター愛知県支部
事務局（℡052-908-3022）

住民基本台帳の閲覧公表

　平成30年度の住民基本台帳の閲覧状況について次のとおり公表します（住民基本台帳の閲覧は、国または地方
公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するため必要な場合や、営利目的以外の統計調査、世論調査、学術研
究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものなどに限られています）。　

閲覧の請求をした国または地方公共団体の機関の名称

請求事由の概要 閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲委託を受けて閲覧の申出を行った場

合に係る委託者の名称（委託者が個
人の場合にあってはその旨）

自衛隊愛知地方
協力本部 ― 自衛官等の募集に

伴う広報
平成30年
5 月16日
　〜18日

市内全域
平成12年 4 月 2 日〜平成13年 4 月 1 日に
生まれた男子・女子、平成15年 4 月 2 日
〜平成16年 4 月 1 日に生まれた男子

愛知県健康福祉部
子育て支援課 株式会社ゼンリン名古屋営業所 少子化に関する

県民意識調査
平成30年
8 月 7 日

市内全域
20歳以上49歳以下

愛知県江南保健所
健康支援課 ― 国民健康・栄養調査 平成30年

8 月10日 内田 4区

愛知県建設部
都市計画課 ― 高齢者の移動等に

関する調査
平成30年
8 月24日

市内全域
65歳以上

閲覧の申出を行った者の氏名

利用目的の概要 閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲（申出者が法人の場合はそ

の名称と代表者または管理
者の氏名）

委託を受けて閲覧の申出
を行った場合に係る委託
者の名称（委託者が個人
の場合にあってはその旨）

NHK放送文化研究所
世論調査部長　吉田理恵

株式会社
日本リサーチセンター

情報とメディア利用
に関する世論調査

平成30年
5 月 8 日

尾張富士グリーンハイツ、富士苑、安戸
16歳以上69歳以下

問合　市民課（℡44-0303）

健康プラン21
野菜を摂

と

りましょう
　愛知県の野菜摂取量は平成28年
の国民健康・栄養調査によると、
男性が全国ワースト 1位で229g/
日、女性がワースト 3位で238g/
日でした。目標摂取量350g以上
を摂取するために野菜料理を 1〜
2品加えたいところです。
　昨年度、市の健康プラン中間評
価アンケート結果では、野菜を
使ったおかずを「食べない」また
は「 1日 1回しか食べていない」
との回答が、男性の20〜50歳代、
女性の20〜40歳代で 4割を超えて
いました。
　野菜には、血糖上昇やコレステ
ロール増加を抑える効果があり、
また便通を整える食物繊維や、糖
質、脂質の代謝に関わるビタミン、
ミネラルが多く含まれます。
　 8月31日は831（やさい）の日
です。野菜を積極的に食べ、健康
維持に努めましょう。
問合　市民健康館（℡63-3800）

神経系難病患者・
家族のつどい
「ゆめの会」

「食べる」を支える歯と口の機能
を学びましょう
　食べることを楽しむために、歯
と口の健康の大切さとその機能を
維持するための方法を歯科医師が
お話しします。
日時　 9月 6日㊎13：30〜15：30
場所　布袋ふれあい会館
　　　（江南市布袋町東359）
講師　江南保健所栄養士・歯科医師
対象　パーキンソン病や脊髄小脳

変性症・多系統委縮症・多
発性硬化症などの神経系難
病患者とその家族

申込・問合　 9月 5日㊍までに
　　　江南保健所健康支援課
　　　（℡0587-56-2157）へ

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。
　節目の年を迎える女性は優先的に申し込みができますので、早めに申
し込んでください。

節目の年を迎える女性の測定 一般の測定

日時
9 月 3 日㊋ 9：30〜11：30
（申し込み順のため時間は指定はできません）
※広報犬山 4月 1日号でお知らせした時間から30分早まっ
ています。

場所 南部公民館

対象
市内在住で本年度に40歳、45歳、
50歳、55歳、60歳、65歳、70歳 に
達する女性（平成30年 9 月以降に
骨密度チェックをした人を除く）

市内在住の20歳以上
の人（平成30年 9 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 8 月 8 日㊍〜 8月16日㊎〜

節目の年を迎える女性の対象生年月日

40歳 昭和54年 4 月 1 日〜
昭和55年 3 月31日生 45歳 昭和49年 4 月 1 日〜

昭和50年 3 月31日生

50歳 昭和44年 4 月 1 日〜
昭和45年 3 月31日生 55歳 昭和39年 4 月 1 日〜

昭和40年 3 月31日生

60歳 昭和34年 4 月 1 日〜
昭和35年 3 月31日生 65歳 昭和29年 4 月 1 日〜

昭和30年 3 月31日生

70歳 昭和24年 4 月 1 日〜
昭和25年 3 月31日生

申込・問合　上記申込期間に市民健康館（℡63-3800）へ（電話可）

初心者のための運動講座（女性限定）
いつまでも美しく（全 9 回）
　スポーツメーカーのミズノが教える運動講座です。健康運動指導士が
個別プランを作成し、簡単エアロビクスやウォーキングなどを行います。
日時　① 9月 6日㊎　② 9月13日㊎　③ 9月20日㊎　④ 9月27日㊎
　　　⑤10月 4 日㊎　⑥10月11日㊎　⑦10月18日㊎　⑧11月 1 日㊎
　　　⑨令和 2年 2月 7日㊎
　　　各回13：30〜15：00
場所　エナジーサポートアリーナ（市体育館）
講師　健康運動指導士
対象　65歳以上で要支援・要介護認定、介護予防・生活支援サービス事

業を受けていない女性
定員　先着25人
費用　2,700円（初回に集金）
持物　健康手帳、室内用運動靴、水分補給用飲み物
※動きやすい服装で来てください。
申込・問合　 8月 8日㊍〜23日㊎に市民健康館（℡63-3800）へ（電話可）
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健 康 高 齢 者

子 育 て

アルコール専門相談
　アルコール問題（依存症など）
について医師や酒害相談員との専
門相談を行います。本人をどう支
えていくか、家族が健やかに毎日
を送るにはどのようにしたらよい
か等を一緒に考えましょう。
日時　 8月20日㊋14：00〜16：00
場所　江南保健所
　　　（江南市布袋下山町西80）
対象　市内在住でアルコール問題

で悩んでいる本人やその家
族

費用　無料
申込・問合　江南保健所健康支援

課（℡0587-56-2157）へ

400ml献血・
骨髄バンクドナー登録

日付　 8月21日㊌
場所　市役所 1階市民プラザ
●400ml献血
時間　14：00〜16：30
対象　男性17〜69歳、
　　　女性18〜69歳の健康な人
　　　 （65歳以上は60〜64歳の間

に献血経験がある人）
※問診により献血をお断りする場
合があります。
問合　福祉課（℡44-0320）
●骨髄バンクドナー登録
　登録ができるのは、18歳から54
歳までの健康な人で、体重が男性
は45㎏以上、女性は40㎏以上であ
り、骨髄等の提供内容を十分に理
解している人です。
　あなたの登録が患者さんにとっ
て大きな希望となります。
時間　14：00〜16：00
申込　当日受付（事前予約可）
問合　江南保健所環境・食品安全

課（℡0587-56-2157）

第 4 回
福祉推進事業部祭り

日時　 9月 6日㊎ 9：30〜16：00　　場所　南部公民館
　市老人クラブ連合会ではシニア世代の集いの場として、地域に密着し
たグラウンドゴルフ・クロリティー・カラオケ・芸能・園芸・写真・陶
芸・囲碁・麻雀の 9つの専門部が活動しています。
　住み慣れた地域でのクラブ活動で仲間をつくり交流することで多くの
参加者が楽しみながら生きがいと健康づくりに励んでいます。
　本年も、この 9部が結集して日頃の活動の成果を披露する作品展や発
表会を開催します。当日は入会申し込みも受け付けます。
※園芸部のミニ寄せ植え教室、カラオケ部、芸能部の一般参加者を募集
しています。（申込期限 8月20日㊋）
申込・問合　社会福祉協議会（℡62-2508）へ

体力に自信がない人のための
筋力トレーニングルーム

　最近体力がなくなったと感じている人、いつまでも元気で過ごすため
に筋力を維持したいという人向けの教室です（全 5回）。
　椅子やボールを使用した自宅でもできる筋力トレーニング方法を仲間
とともに学び、失っていた筋力を取り戻しませんか。
日時　① 9月20日㊎　② 9月27日㊎　③10月 4 日㊎
　　　④10月18日㊎　⑤10月25日㊎
　　　各回 9：30〜11：00
※初回は体力チェックを行います。
場所　市民健康館　　講師　健康運動指導士等
対象　65歳以上で要支援・要介護認定、介護予防・生活支援サービス事

業を受けていない市民
　　　（過去に同講座を受けたことのない人を優先）
定員　先着15人　　費用　1,500円（初回に集金）
持物　健康手帳、室内用運動靴、水分補給用飲み物
申込・問合　 8月13日㊋〜30日㊎に市民健康館（℡63-3800）へ（電話可）

ダイヤモンド婚・金婚祝　講演会・記念品贈呈
日時　 9月19日㊍13：30〜15：30　場所　犬山国際観光センターフロイデ
対象　結婚60周年 ダイヤモンド婚祝
　　　昭和34年中に入籍し、現在市内に在住している夫婦
　　　 （昭和33年以前に入籍し、過去にダイヤモンド婚祝記念品を受け

取っていない夫婦も対象）
　　　結婚50周年 金婚祝
　　　昭和44年中に入籍し、現在市内に在住している夫婦
　　　 （昭和43年以前に入籍し、過去に金婚祝記念品を受け取っていない

夫婦も対象）
申込　 8月30日㊎までに長寿社会課または各出張所へ
※本籍地が市外の場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

高齢者が地域で集える場を紹介します
　市では住みなれた地域でいつまでも暮らせる地域づくりを推進してい
ます。誰でも気軽に集える場は、孤立防止や介護予防、認知症予防にも
つながります。
●丸山寄りあおう会
　高齢者あんしん相談センター主催の筋力アップ教室の卒業生を中心に、
引き続き筋力トレーニングを続けたいという強い要望から、この会が立
ち上げられました。
　高齢者の体力低下防止やコミュニ
ケーションを図る場とすることを目的
として丸山地区の住民を中心に毎週木
曜日、丸山公民館で13：30から15：00ま
でストレッチや椅子に座っての筋ト
レ、合唱のほか、月に 1度の茶話会も
行っています。
　参加者からは「新たな知り合いができてうれしい」「体操後は、すがす
がしい気持ちになる」との声もあり、楽しみながら筋トレを行う場になっ
ています。
※犬山北地区の集える場に関する問い合わせは、犬山北地区高齢者あん
しん相談センター（℡62-1166）まで。
※掲載を希望する住民主体の活動を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

スポーツボイス教室（男性限定）
　音楽と運動を融合させた新しい健康づくりです。いつまでも若々しく
格好良い身体づくりをしましょう。

●スポーツボイスとは
　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。高齢者でも楽しく
簡単に行うことができます。

日時　① 8月28日㊌　② 9月 5日㊍　③ 9月11日㊌　④ 9月18日㊌
　　　⑤ 9月25日㊌　⑥10月 2 日㊌　⑦10月 9 日㊌　⑧10月23日㊌
　　　⑨10月30日㊌　⑩11月 6 日㊌
　　　各日13：30〜15：00
場所　高齢者活動センター
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

腹式呼吸を行う講座
対象　市内在住の65歳以上の男性
定員　20人
※定員を超えた場合は抽選となります。
費用　1,000円（10回分　休んだ場合の返金はありません）
持物　体を動かすことのできる服装、水分補給用飲み物、タオル
申込・問合　 8月19日㊊までに長寿社会課（℡44-0325）へ

8 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　 8月申請は20枚交付（年間
最大28枚交付）

持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝× 3
㎝） 1枚

問合　長寿社会課（℡44-0325）

市体育館自主事業
ミズノ 走り方教室
日時　 8月25日㊐
　　　① 9：00〜10：10
　　　　（受付 8：30〜）
　　　②10：50〜12：00
　　　　（受付10：30〜）
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
　　　 1階メインアリーナ
内容　走る時の大切な動きを楽し

く分かりやすく教えます
講師　大石達也氏
対象　①小学 1〜 3年生
　　　②小学 4〜 6年生
定員　各回先着30人
費用　1,000円
持物　飲み物、タオル、室内用運

動靴
※運動できる服装で来てください。
申込・問合　 8月 1日㊍10：00から

直接または電話でエナジー
サポートアリーナ（市体育
館）（℡67-8080　 8：30〜
21：30 ㊊休館　 8月12日㊡
は開館）へ
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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

子育て広場
「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0歳から）と保護者

毎週㊊〜㊎
10：00〜15：00
㊗除く

市内児童館・児
童センター 好きな遊びをしよう

パパも
あそぼう

未就園の乳幼児と
父親（家族も大歓迎）

※ 8月はお休みです。
次回は 9月21日㊏ 10：30〜11：30　犬山西児童センターで行います。

★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〜 5か月の
子どもと保護者

8月14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

8月 9日㊎
10：30〜11：30

親子ふれあい遊び・季節の
歌・お話・歯磨き講座

さくらっこ
　あひる

1歳〜 1歳 6か月の
子どもと保護者

8月23日㊎
10：30〜11：30

親子ふれあい遊び・季節の
歌・お話・歯磨き講座

にこにこタイム 0〜 3歳の多胎児と保護者
多胎児妊婦

8月 7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

※ 8月は
　お休みします。
　次回 9月19日㊍

－

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

★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

犬山市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）
（福祉会館 4階）

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）

8月 9日㊎　27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）
（保健センター内）

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）

8 月の子育て支援事業

●犬山市遺児手当と児童扶養手当の定期支払い
　犬山市遺児手当（ 4月分〜 7月分）を 7月31日に振り込みました。ま
た児童扶養手当（ 4月分〜 7月分）を 8月 9日㊎に振り込みます。受給
者は、預貯金通帳で支払確認をしてください（各手当とも支払通知書は
送付していません）。
　なお確認できない場合は、連絡してください。
　次回の定期支払いは、犬山市遺児手当、児童扶養手当ともに11月を予
定しています。
※犬山市遺児手当と児童扶養手当はひとり親家庭等への手当制度です。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金

　児童扶養手当を受給している人のうち、未婚のひとり親に対し、本年
度限りの臨時・特別の措置として、給付金（17,500円）が支給されます。
申請期間　 8月 1日㊍〜12月27日㊎（㊏㊐㊗除く）
※第 1・第 3㊋は19：00まで窓口を延長しています。
※ 8月25日㊐は 9：00から12：00まで臨時開庁します。
対象　以下のすべての要件に該当する人
①11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
※児童扶養手当の受給資格者等の前年所得や公的年金等が全部支給停止
となる額以上である場合は対象となりません。
②基準日（10月31日）において、これまでに法律婚をしたことがない人
③基準日（10月31日）において、事実婚をしていない人または事実婚の
相手の生死が明らかでない人
持物　戸籍謄本（抄本）、本人確認書類（マイナンバーカード、住民基本

台帳カード、運転免許証、旅券等の写し）、指定した口座が確認で
きる書類（金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわかる
通帳やキャッシュカードの写し）

問合　子ども未来課（℡44-0323）

ひとり親家庭等手当のお知らせ
●児童扶養手当の支払回数の変更
　これまで児童扶養手当は 4か月分ずつを年 3回（ 4月・ 8月・12月）
の支払いでしたが、11月分からは 2か月分ずつを年 6回（奇数月）支払
いへ変更になります。それに伴い前年中の所得が手当額に影響する期間
が、 8月分から翌年 7月分だったのが11月分から翌年10月分に変更とな
ります。
　また経過措置として11月の支払いは 8月分から10月分までの 3か月分
となります。現況届の提出期間は変更ありませんので、来年度以降も現
況届は 8月に提出してください。不明な点は問い合わせてください。

  各種福祉手当現況届
を提出してください

　次の福祉関連手当を受給してい
る人は毎年 1回、現況届などを提
出することになっています。
　該当者には届出用紙を送るので
期間内に必ず提出してください。
届け出をしないと、受給資格が
あっても引き続き手当を受給する
ことができなくなります。
　現況届などに説明書を同封しま
すので不明な点は各担当へ問い合
わせてください。

● 児童扶養手当・愛知県遺児手
当・犬山市遺児手当

提出期間　 8月 1日㊍〜30日㊎
　　　（㊏㊐㊗除く）
※必ず受給者本人が来てください。
※ 8月 6日㊋、20日㊋は19：00
まで窓口を延長しています。
※ 8月25日㊐は 9：00から12：00
まで臨時開庁します。
※添付書類等、すべての書類を
そろえて提出してください。
問合　子ども未来課
　　　（℡44-0323）

●特別児童扶養手当
●特別障害者手当・障害児福祉
　手当・経過的福祉手当
提出期間　 8月 9日㊎〜 9月11

日㊌（㊏㊐㊗除く）
※ 8月20日㊋、9月 3日㊋は19：
00まで窓口を延長しています。
●愛知県在宅重度障害者手当
提出期間　 8月 1日㊍〜30日㊎
　　　（㊏㊐㊗除く）
※ 8月 6日㊋、20日㊋は19：00
まで窓口を延長しています。
※添付書類等、すべての書類を
そろえて提出してください。
問合　福祉課（℡44-0321）

　各種福祉手当の現況届などを同
時に提出できる期間は、 8月 9日
㊎〜30日㊎です。

現 在
（３回払い）

改正後
（６回払い）



-Summer Festival-
「ともに、新しい時代へ」

日時　2019年8月25日（日）
 9：30～16：00

スタンプラリーに参加して
　かき氷を食べよう！

場所　犬山国際観光センター
「フロイデ」1階、4階 

11：00～15：00
今年のフロイデまつりの会場は、1階と4階。
会場内のスタンプをすべて集めたら
おいしいかき氷が待ってます！
参加費：無料　先着500人

フロイデまつりは国際交流の総合的なお祭りです。今年は「ともに、新しい時代へ」をテーマに日本人と外国人がお互いの
文化を理解し、多文化交流の場となることを目的としています。

○主催：犬山市　○実施団体：犬山国際交流協会 TEL：（0568）61-1000 Eメール：iia@grace.ocn.ne.jp URL：http//iiea.info
※公共交通機関でのご来館にご協力ください。　※内容は予定のため変更する場合があります。　※写真は昨年以前のものです。
※犬山国際交流協会所属ボランティアグループ、愛知県立犬山高等学校をはじめ多くの皆さんにご協力をいただいております。

9：30～10：00
オープニングセレモニー
☆エクアドルの伝統的な
　　　　　　音楽と舞踊
☆生け花パフォーマンス
　　～花のきらめき～

エクアドル民族舞踊と生演奏

多国籍料理

フラダンス 民族衣装ファッションショー

ペルー民族舞踊

居合道

馬頭琴

国際交流員
カタリナ　カウフマンさんの
手作りのドイツのお菓子、
ゲームコーナーもあります。多文化共生推進員

大島ヴィルジニアユミさん
による、多文化文庫の紹介。

-Summer Festival-

第24回
フロイデまつり

～犬山市に暴風または特別警報が発表された場合～
　8：00までに解除された場合は予定通り実施します。
　8：00から11：00までに解除された場合は、13：00より実施します。11：00までに解除されない場合は中止とします。

15：00～16：00
エンディングステージ
☆居合道　実演
☆ペルー民族舞踊
☆民族衣装
　ファッションショー
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子 育 て

さら・さくら
夏休み
こども工作教室

　「キラキラ虹色万華鏡」と「戻っ
てくる不思議なコップ」を作りま
す。
日時　 8月25日㊐10：00〜12：00
場所　市民健康館
対象　年少〜小学生（保護者同伴）
定員　先着20組
費用　無料
持物　カラーペン
申込・問合　 8月 7日㊌〜22日㊍

に市民健康館（℡63-3800）
へ

ファミリー・
サポート・センター
講習会（第 2 期）

　ファミリー・サポート・セン
ターは、地域の子育て支援の輪が
広がり安心して子育てができるよ
うに依頼会員と援助会員が助け合
いながら活動を行っています。子
育て中の人に役立つように、また
日頃の援助活動が安心・安全に行
えるように講習会を開催します。
「子どものあそび」
日時　 9月 6日㊎10：00〜11：30
講師　児童厚生員
「 3 歳の育ちと関わり方」
日時　 9月20日㊎10：00〜11：30
講師　子ども未来園園長
「子どもの歯と口の健康」
日時　10月 4 日㊎10：00〜11：30
講師　保健センター歯科衛生士
【共通】
対象　会員と子育て支援に興味関

心のある人
※託児なし。同室内にあそびス
ペースを設置します。
定員　20人　費用　無料

持物　筆記用具
場所　東児童センターさんにぃれ
申込・問合　 8月 7日㊌から電話

でファミリー・サポート・
センター（東児童センター
さんにぃれ内　℡48-1521

　　　㊋㊗と㊐午後休館）へ

世界に平和の鐘の
音を響かせよう

　ヒロシマに原爆がおちた日にあ
わせ、平和と核兵器廃絶の思いを
こめて鐘つきを行います。
日時　 8月 6日㊋ 8：00集合
場所　継鹿尾山 寂光院
問合　原水爆禁止犬山市協議会
　　　（℡61-2928）

シシ丸王国
寺子屋とことん塾
イベント

お楽しみ平和コンサート
日時　 8月 6日㊋ 7：45〜 8：15
　　　　　 9日㊎10：00〜11：00
　　　　　15日㊍11：00〜12：00
場所　問い合わせてください
親子で思い出作り
　無料で自然体験学習ができます。
日時　 8月31日㊏10：00〜15：00
　　　（受付 9：45〜）
場所　継鹿尾山 寂光院
申込　 8月30日㊎までに加藤
　　　（℡0574-65-2282）へ
第 5 回落語会
日時　 9月28日㊏14：00〜
場所　しみんてい
出演　橋元慶男氏、経大亭勝笑氏
【共通】
問合　加藤（℡0574-65-2282）

「市民のひろば」に掲載を希望す
る人は企画広報課へ。 9月15日号
の締め切りは 8月 6日㊋、10月 1
日号は 8月20日㊋。

今井区
納涼盆踊り大会

日時　 8月14日㊌18：30〜21：00
場所　今井小学校校庭
　　　（雨天の場合は体育館）
内容　バザー多数、抽選会、イベ

ント等
問合　長瀬（℡090-4238-6941）

笑 ・゙笑 J゙r.
どまつり壮行会

　毎年 8月末に名古屋市内で開催
される「にっぽんど真ん中祭り」
に今年も出場するため壮行会を開
催します。笑 ば「どまつり大賞」、
笑 J゙r.は「どまつりジュニア大会
金賞」を目標に挑みます。
日時　 8月18日㊐18：30〜20：00
場所　東小学校体育館
問合　菅谷（℡080-4546-4734）

犬南おやじの会
The夏まつり

日時　 8月24日㊏16：00〜20：00
場所　犬山南小学校校庭
内容　盆踊り、出店、音楽ライブ

などのお楽しみイベント
問合　近藤（℡080-2620-1237）

女性の会　書道部
作品展

日時　 8月26日㊊〜 9月 6日㊎
　　　 8：30〜17：00
　　　 （初日は10：00から、最終日

は16：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
内容　書道作品展示
問合　壇（℡62-6060）

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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おひざでえほん講座
　 6月30日、親子でじっくり絵本の世界を楽しめる「お
ひざでえほん講座」が市立図書館で開かれ、親子14組31
人が参加しました。講師の古川よし子さんは赤ちゃんの
ための本選びのポイントとして「身近なテーマであるこ
と、絵がはっきりした輪郭で描かれていること、美しい
日本語で書かれていること、リズムがあること」を挙げ
ました。途中で読み聞かせや手あそびなども交えながら、
絵本の世界を紹介しました。

文化史料館南駐車場発掘調査現場一般公開
　文化史料館では、建築工事のため 5月上旬から南駐車
場で発掘調査がされており、 6月22日には発掘調査現場
の一般公開が行われました。
　今回の調査では弥生時代から近代までの遺物のほか古
墳時代のものと思われる溝が 2条確認されました。
　現場に設営されたテントでは弥生土器や犬山焼、鉄を
製錬するときに出る不純物である鉄さいなど今回の調査
で出土したものの一部が展示されました。

子ども大学農業学部茶摘み体験
　 6月22日、市内にある茶畑で子ども大学農業学部の参
加者23人が茶摘み体験を行いました。参加者は畑の所有
者から茶葉の収穫方法について説明を受けたのちそれぞ
れ茶畑へ。 1時間ほどで紙袋いっぱいになり、収穫体験
を終えました。
　その後、摘み取った茶葉を炒めて簡単な烏

ウー

龍
ロン

茶作りを
体験。参加者は、「茶摘みも烏龍茶作りも楽しかった。
帰ったら飲んでみたい。」と笑顔で話していました。

「石上げピラフー」食べて元気に祭りに参加だ
　 7月 3日、東部中学校の給食に「石上げピラフー」が
提供されました。犬山商工会議所青年部と名古屋経済大
学管理栄養学科の学生が共同で発案したこのメニュー。
同中 1年生が毎年石上げ祭に参加している縁で、給食用
にアレンジされ登場しました。
　生徒たちは、尾張冨士に見立てたピラフ風のごはんを
スプーンで高く盛り、その上に石ならぬ唐揚げを積んで、
給食初登場のメニューを楽しんでいました。
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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 8月23日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階市民相談室

登 記 8月 7日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階相談室②

不 動 産 取 引 8月20日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階相談室②

行 政 書 士 8月28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）

9月 5日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 8月 1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 8月 1日㊍　13：00〜15：00
8 月15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 8月 7日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 8月19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）

8月 9日㊎・27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 8月 2日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階相談室

人 権 8月21日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

青少年の非行・いじめ 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 8月16日㊎　13：00〜16：00 市役所 2階203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 8月21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

9月26日㊍　10：00〜15：00（ 1 人30分間）
（12：00〜13：00休憩）
※ 9月17日㊋〜20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）

　こうした考え方を、戦争で犠牲
となられた方々に置き換え、お一
人お一人の人生に想いを寄せてみ
ると、戦争が過去の歴史の他

ひ

人
と

事
ごと

ではなく、現在や未来への自分事
として、その悲惨さを痛感します。
人には、それぞれの人生があり、
家族や仲間があり、その命はかけ
がえのない尊いものです。

尊さを感じる場所
　鹿児島県南九州市に知覧特攻平
和会館があります。そこには、特
攻によって戦死された隊員たちの
写真、遺品、記録などが展示され
ています。特に、出撃前に書いた
遺書、手紙、日記などからは、お
一人お一人の想

おも

いや人生を感じる
ことができ、語り部の方のお話を
聞いて、涙が止まりませんでした。
命の尊さを、理屈抜きで感じさせ
られる場所です。
　また、こうした特攻に関するほ
とんどの資料は、元特攻隊員で犬
山在住だった故板津忠正さんが、
人生をかけて全国行脚して収集し
たものであり、初代館長として活
動されました。戦死された隊員た
ちの想いや人生を見えるようにす
ることで、命の尊さや特攻の歴史
を伝え、戦争や特攻の悲劇を二度

と繰り返さないよう、永遠に平和
であってほしいという、板津さん
の想いや生き様も感じることがで
きる場所です。

政治の責任
　かけがえのない尊い命を守るこ
とは、政治が何よりも最優先に考
える部分であり、すべての政治家
がそこに立脚することが、政治家
としての前提条件です。
　ある国会議員が、北方領土を取
り戻すために、「戦争しないと、
どうしようもなくないですか」と
発言し問題となりました。政治家
としての基本認識が問われていま
す。また理屈以前に、命の尊さを
大切にできているかが問われてい
ます。

平和主義の国是
　日本国憲法には、「日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和
を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力
の行使は、国際紛争を解決する手
段としては、永久にこれを放棄す
る。」とあります。国際紛争を解
決する手段として、戦争はしない
ということが、国民の皆さんの共
通認識であり国是です。

忘れてはならないこと
　時代が「令和」となりましたが、
どんなに時代が移り変わろうと
も、現在の私たちの平和で豊かな
暮らしが、先の大戦で犠牲となら
れた方々や、戦後の復興を支えて
こられた先人たちの、苦難の歴史
を礎として成り立っていること、
そのことへの感謝の気持ちを、決
して忘れてはなりません。

命の尊さ
　東日本大震災の直後に、ビート
たけしさんが、「この震災を 2万
人が死んだ一つの事件と考える
と、被害者のことをまったく理解
できないんだよ。〜中略〜 そこ
には 1人が死んだ事件が 2万件
あったってことなんだよ。」と語っ
ています。

戦後74年にあたり
思うこと
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■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。
○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（ 7月 1日現在）
人口 73,987人 （－ 388人）
男 36,807人 （－ 186人） 
女 37,180人 （－ 202人）
世帯 31,231世帯 （＋ 191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

8 月 4 日㊐ 村上内科  （犬山）
ふなびきクリニック  （城東）

62-2201
62-8811

8 月11日㊗ 城南クリニック  （犬山）
さとし眼科クリニック  （羽黒）

61-0132
68-3104

8 月12日㊡ 安藤医院  （犬山）
竹内整形外科クリニック （犬山）

61-0316
61-7311

8 月18日㊐ 安藤クリニック  （城東）
にわ耳鼻咽喉科  （羽黒）

62-8881
67-6868

■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
8 月 4 日㊐ おりの歯科  （扶桑） 0587-91-0222
8 月11日㊗ 塚原歯科医院  （犬山） 61-4540
8 月12日㊡ たけのこ歯科  （犬山） 39-6522
8 月18日㊐ 木下歯科  （扶桑） 0587-93-8161
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　平成 8年鵜飼町の町会長になっ
た時、前町会長から犬山祭保存会
の理事会に出席するように言われ
ました。何もわからないまま出席
すると「鵜飼町さん、大母衣を復
活してください」と言われ、びっ
くりしてしまいました。鵜飼町が

犬山祭に練り物を出していた町内
とは夢にも思っていませんでした。
　さて、どうしたものか、今自分
が作らないとこの先数十年ではで
きないだろうし、子孫に対して責
任を果たせないと感じてしまいま
した。
　そこで歴代の町会長数名と最初
の会合を持ち協力を取り付けまし
た。平成 9年の町内総会で承認さ
れ、いよいよ製作にかかる準備が
できました。
　大母衣とは何だ、資料がない、
あるのは絵巻物の犬山祭巡行の図
と坂下大本町の小

こ

母
ぼ

衣
ろ

のみです。
市立図書館で犬山市史等を調べて
もほとんどわかりません。
　とりあえず竹籠を作り絹織物の
母
ほ

衣
ろ

をかけることとし、まずは竹
籠を誰に製作してもらうかを保存
会の理事会で相談しました。幸い
岐阜県加子母村に竹籠職人が居る
ことがわかり、早速制作を依頼し

ました。
　次に母衣です。絵巻物の母衣は
無地の白のようですが、市内の呉
服屋さんに相談して無地と柄物の
流れ柄にしました。母衣とは戦国
時代の武将が合戦場で鎧

よろい

の上に背
負った物で、軍令を伝えるために
派手な色の布を用いていました。
敵の流れ矢を防ぐ目的もあったと
いわれています。これを祭りの練
り物として大きくしたものが鵜飼
町の大母衣なのです。
　こうしてさまざまな人の協力で
何とか復活することができた鵜飼
町の大母衣は、犬山祭が城下町の
祭りである証左です。
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犬山祭
（一社）犬山祭保存会

大
おお

母
ぼ

衣
ろ

の復活

鵜飼町理事

松田好明

叶
かな

翔
と

ちゃん
平成30年 6 月生まれ

かわいらしい笑顔を
いつもありがとう。
家族4人で仲良く
過ごそうね。

なつめちゃん
平成30年 6 月生まれ

私たちの宝物だよ。
いつも笑顔を
ありがとう！

太
たい

詞
し

ちゃん
平成30年 6 月生まれ

すくすく元気に
育ってネ

愛
ま

菜
な

ちゃん
平成30年 6 月生まれ

笑顔いっぱい
育ってね！


