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今すぐ地震に備えよう

市消防団第 1分団が県消防操法大会で準優勝
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南海トラフ地震

「在宅避難」に備えよう今すぐ地震に備えよう
　 9月は防災月間です。いつどこで襲ってくるかわからない地震災害。台風や大雨と違い災害発生の予知が難し
いため、事前の備えや発災時のとっさの行動が非常に重要になります。
　今回は、発生が懸念され犬山市へも被害をもたらす「南海トラフ地震」への備えとして、何が必要なのかを確
認していきましょう。

　政府は、南海トラフ地震が₃₀年以内に₇₀％～₈₀％の確率で発生すると
発表しています。南海トラフとは、静岡から四国にかけての太平洋側に
存在する深さ4000m級の溝状の地形のことを言います。
　この場所では、過去に90年〜150年の間隔でマグニチュード（M） 8
クラスの地震が発生しています。現在、前回発生した南海トラフ地震か
ら約150年が経過しているため、大地震がいつ発生してもおかしくない
状況です。

　地震災害後は、電気・ガス・水道等のライフラインが停止する可能性が非常に高くなります。
　ライフラインが停止している間でも自宅が住める状況であれば、それぞれの自宅で避難生活を送ることができ
ます。これを「在宅避難」と言います。
　大規模な地震災害の後は、停止したライフラインの復旧に数日から数週間かかることもあります。そのため「在
宅避難」ができるよう普段から備えておきましょう。

「南海トラフ地震に関連する情報」
　南海トラフ地震の発生の可能性が高まった際には、気象庁から「南海トラフ地震に関連する情報」が発表され
ます。この情報には「臨時情報」と「関連解説情報」があります。

情報名 発表条件

臨時情報
南海トラフ沿いで「異常な現象」が観測された時に、そ
の現象が南海トラフ地震と関連するかどうかの調査を開
始または継続する場合や、その調査結果を発表する場合

関連解説
情報

観測された「異常な現象」の調査結果を発表した後の状
況の推移等を発表する場合
※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査の開
始や結果を発表する場合があります。

　犬山市からも上記の発表にあわせて市民の皆さんに注意喚起を促す情報
を発信しますので、情報伝達の手段を確認しておいてください。

市の補助制度等を活用しましょう
　市では災害への備えに対し、さまざまな補助を行っています。
●感震ブレーカー設置補助
　停電から復旧したとき、暖房器具などに通電して出火する「通電火災」を防止する
　手段の一つが「感震ブレーカー」です。分電盤やコンセントに設置し、地震の強い
　揺れを感知して自動的に電気を遮断します。感震ブレーカー購入費に対して補助
　（購入・取付額の1/2、上限5,000円）を行っています。
　問合　地域安全課（℡44-0346）
●家具等転倒防止器具取付事業
　�地震でけがをする原因は、約半数以上が家具類の転倒・落下・移動によるものです。家具類は、直接あたって
けがをするだけでなく、つまずいて転んだり、移動して避難通路を塞いだり、いろいろな危険をもたらします。
この事業は、高齢者や障害者など自分で家具の取り付けが難しい人を対象に、転倒防止器具を無料で取り付け
ています。
　問合　地域安全課（℡44-0346）
●耐震化支援
　民間木造住宅の耐震診断を無料で行っています。耐震改修費や耐震シェルター整備費に対する補助もあります。
　また道路に面したブロック塀等の撤去費に対する補助も行っています。（補助の対象には条件があります。）
　問合　都市計画課（℡44-0331）

犬山市で想定されている被害は？
　過去に繰り返し発生した規模の大きな 5つの地震を重ね合わせたモ
デルで、愛知県が犬山市の被害を想定・公表しています。

想定震度

₅ 弱～ ₅強
上水道の断水人口
（冬夕18時発災 1日後）

約₆₅,₀₀₀人

電力停電軒数
（冬夕18時発災 1日後）

約₃₆,₀₀₀軒
帰宅困難者数
（昼12時発災）

約₇,₄₀₀人
～₉,₂₀₀人

避難者数� 1 日後
（冬夕18時発災）

約₉₀人

避難者数� 1 週間後
（冬夕18時発災）

約₃,₆₀₀人

（愛知県　平成23〜25年地震被害予測調査）
※参考　犬山市の人口（ 8月 1日現在）73,978人
※必ずしも想定通りの被害が出るとは限りません。

静岡
東京

大阪
犬山市

駿河トラフ

南海トラフ

南海

東南海

東海

「異常な現象」とは？
●半割れ
南海トラフの半分でM 8クラスの
地震が発生すること
●一部割れ
南海トラフのどこか一部でM 7ク
ラスの地震が発生すること
●ゆっくりすべり
南海トラフの地下の岩盤（プレー
ト）でずれ動きが発生すること

広報犬山 5月15日号と同時配布し
たハザードマップで自宅の位置を
確認しておきましょう。

なくなる前に
買い出しへ

食べ物や
日用品を
多めに買う

日常の中で
消費

少し多めの
状態をキープ

食料品や日用品の日常備蓄
　近年では「日常備蓄」として日頃から利用
する食料品や生活必需品を少し多めに購入・
保存し、消費と備蓄を繰り返す「ローリング
ストック法」という考え方が広まっています。

在宅避難できる準備を整えましょう

ライフラインの代替品の用意
　ガスはカセットコンロ、電灯は電池式の
ランタンやヘッドランプ、スマホ用に手動
発電式の充電器、水はペットボトルなど、
ライフラインの代替品を用意します。

住宅の耐震化
　南海トラフ地震が起こると、補強されていないブロック塀
が倒れる、耐震性の低い木造住宅が傾い
たり倒れたりする被害が想定されます。
大きな地震の後でも自宅で暮らせるよう
に住宅の耐震化を行っておきましょう。

生活用水の確保
　住宅に雨水タンクを設置するほか、お
風呂は沸かす時まで残り湯を残しておく
など生活習慣を変えるだけで安定して生
活用水を確保することができます。

ボールタイプ簡易型感震ブレーカー
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公民館クラブ活動
習作展

　市では芸術文化振興の一環とし
て各公民館でのクラブ活動の支援
を行っています。クラブ活動の前
期の成果として習作展を開催しま
す。
期間　 9月11日㊌〜15日㊐
　　　 9：00〜16：30
　　　（最終日は15：00まで）
場所　南部公民館展示室 1・2・3
内容　水彩画、書道
問合　南部公民館（℡68-0834）

私たちにできる
家庭の省エネ講座
（環境カフェ）

　地球温暖化の影響について、か
つての日本南極観測隊の隊員を講
師として招いて「南極はどんなと
ころで何が起きているか」を家族
で学ぶ講座です。
　少しの工夫でできる省エネ・節
電の情報もお伝えします。地球に
やさしいだけでなく家計の負担も
減らしましょう。
日時　10月19日㊏10：00〜12：00　
場所　市役所 2階201・202会議室
内容　①講義「南極と地球温暖化」
　　　�②私たちにできる家庭の省

エネ（「節電」と「省エネ」
の違い、電気製品の上手な
使い方の紹介など）

講師　名古屋市科学館学芸員
　　　小塩哲朗氏
　　　�（第56・58次日本南極観測

隊夏隊員）
対象　小中学生とその家族
定員　先着20家族
費用　無料
申込・問合　 9月 2日㊊〜27日㊎
　　　（㊏㊐㊗除く）に環境課（℡

44-0344）へ

令和元年度救急広場
　応急手当ての必要性や重要性について一緒に学びませんか。心肺蘇生
法やAEDの取り扱いコーナーがあります。万が一の時に備えて応急手当
てを学びましょう。
日時　 9月 8日㊐ 9：30〜11：30
場所　福祉会館 1階ロビー
内容　心肺蘇生法、AEDの取り扱い、応急担架による搬送法
費用　無料
問合　消防署北出張所（℡61-0999）
※災害発生時には開催中止となる場合があります。
※詳細は右の二次元コードから市消防本部ホームページを
見てください。

さら・さくら　ミニ芸能発表会
　ミニ芸能発表会を鑑賞して、心のリフレッシュをしませんか。
日時　 9月21日㊏13：30〜14：30　場所　市民健康館
内容　扇会（舞踊）、南路屋紋路屋（おしゃべり手品）
費用　無料
問合　市民健康館（℡63-3800）

市内小学校区ふれあい運動会
日時　 9月21日㊏　犬山北、今井、栗栖、楽田、池野、東
　　　10月 5 日㊏　羽黒、犬山西
　　　10月19日㊏　犬山南
　　　10月26日㊏　城東
　　　各日 9：00〜16：00（予定）
場所　各小学校運動場
内容　児童と地域の皆さんが交流す
　　　る運動会です。児童が日頃の
　　　練習の成果を発揮する種目と地域の皆さんが参加できるふれあい

種目があります。
費用　無料　申込　不要（当日参加）
問合　文化スポーツ課（℡44-0352）
※雨天時の順延等は各校に問い合わせてください。

おやこ「落語」体験
日時　 9月28日㊏10：00〜11：30
場所　しみんてい
内容　落語の面白さについて、「じゅげむ」の練習体験など
講師　鳩吹亭小寿慶氏
対象　小学 3〜 6年生とその保護者
定員　10組　費用　 1組500円
申込・問合　NPO法人犬山しみんていの会（℡61-7710� Fax61-8108� Eメー

ルcenter＠inuyama-shimintei.com）へ

進んでいます！
東之宮古墳史跡整備

●東之宮古墳とは
　東之宮古墳は成田山大聖寺名古屋別院裏山（白山平）の山
頂にあります。今から約1700年以上前につくられた全長72m、
高さ最大 9 mの東日本最古級の前方後方墳です。昭和48（1973）
年に盗掘され、緊急発掘調査が行われました。古墳の中には
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という石でつくられた、王様の棺を納める部屋が
あり、この部屋の中から三
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をはじめとする銅鏡11
面、石製品、玉類、鉄製品など豊富な副葬品が出土しています。
　東之宮古墳は濃尾平野周辺部を代表する前期古墳として、
その学術的価値の高さから昭和50（1975）年に国史跡に指定
されるとともに、副葬品は全て国の重要文化財に指定され、現在、京都国立博物館で常設展示されています。ま
た東之宮古墳の横には古墳の名前の由来になった東之宮社が建立されています。

●令和元年度の整備
　本年度は、東之宮古墳の周辺樹木の剪定を実施します。また、古墳を訪れた人が休憩できる施設として四

あず

阿
まや

と
ベンチを設置する計画です。
　このほかに、スマートフォンやタブレット等で東之宮古墳を学習できるアプリケーションを開発します。この
アプリケーションには、東之宮古墳から出土した銅鏡をさまざまな角度か
ら見たり、図や写真で東之宮古墳のことを学ぶことができる機能を取り入
れ、多くの人に東之宮古墳の魅力を発信したいと考えています。アプリケー
ションは本年度中に配信する予定です。

●整備事業の財源確保
　今回の整備は、文化庁や内閣府の補助金を活用して進める計画です。
　市では東之宮古墳の史跡整備事業に対し、ガバメントクラウドファンディ
ングやふるさと応援寄附金等の制度を利用して財源確保を図っています。

問合　歴史まちづくり課（℡44-0354）

※ガバメントクラウドファンディングとは、自治体が行う事業に対し
寄附することでその事業を応援する制度です。

▲東之宮古墳全景（左側：後方部）

●整備スケジュール
　市では、東之宮古墳の恒久的な保存と活用のために、平成
29（2017）年度から史跡整備工事に着手しています。これま
での工事では古墳の修復、周辺の樹木伐採・剪

せん

定
てい

、進入路の
整備、遊歩道造成、駐車場整備を実施しました。史跡整備工
事は令和 2（2020）年度に完了する予定です。

▲進入路（平成30年度整備）
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令和元年度フィットネス「フロイデ」スイミングスクール
後期（11月〜 3月）受講生

　犬山国際観光センターフロイデの改修工事に伴い、フィットネス「フロイデ」は10月 1 日㊋から31日㊍まで休
みです。工事の影響によりスクールの日程が変更になる場合は市ホームページでお知らせします。
　後期ジュニアクラスは 1階更衣室の工事を行うため、12月から実施予定です。詳細は広報犬山11月 1 日号に掲
載します。

クラス（対象） 曜日 時　間 定員 対象者 内　　容

ベビー ㊋・㊎ 11：00〜12：00 各22組
満 6か月〜 3歳
※子ども 1人につき
　保護者 1人参加が必要

親子でコミュニケーションを
とりながら、水慣れをします。

成人

㊌ 11：00〜12：00 30人 満18歳以上（初・中・上級）

各泳法を身につけることを目
標とします。人数やレベルに
応じてグループに分かれて実
施します。

㊌

19：30〜20：30 各20人

満18歳以上（中級）
2種目以上各25m泳げ、
4泳法を目指す人

㊍
満18歳以上（初級）
クロール・背泳ぎ25mを
目指す人

体力増進
㊋ 13：30〜14：30

各20人
満18歳以上

水中でウォーキングや道具な
どを使って運動し、健康維持、
向上につなげます。㊍ 11：00〜12：00

ソフトスイム ㊍ 13：30〜14：30 20人 ゆっくりしたペースで泳ぎを
覚え、健康増進につなげます。

※欠席した場合の振り替えはありません。
受講料　口座振替で毎月 6日に4,320円（現金での会費の納入はできません）
申込　 9月 1日㊐〜10日㊋にスイミングスクール受講申込書（フィットネス受付にあります）に記入し、フィッ

トネス受付に提出してください（電話での申し込み不可）。
申込人数発表　 9月12日㊍に市ホームページとフィットネス受付で発表します。（電話での問い合わせ不可）
希望クラス変更期間　 9月12日㊍から13日㊎19：00まで（提出された希望クラス変更のみ受け付け、電話での変

更不可）
公開抽選　申し込みが定員を超えるクラスは、 9月14日㊏ 9：00からフィットネス受付で公開抽選を行います。
結果発表　 9月14日㊏にフィットネス受付で行います。市ホームページでは 9月17日㊋までに発表します。
　　　　　受講が決まった人は 9月14日㊏から22日㊐18：00までに必ずフィットネス受付へ来てください。
※初めて受講する人は、 9月17日㊋から22日㊐18：00までに、会費 2か月分（4,320円× 2）と口座振替を行う金
融機関の「通帳」と「届出印」を持参してください。
問合　犬山国際観光センター　フィットネス「フロイデ」
　　　（℡61-7272　㊊〜㊏10：00〜21：30　㊐10：00〜19：00　第 2・ 4㊊休館）

とうしゅん創業塾
　これから創業を予定（希望）する人のために、創業する力を養成する講座を開催します。
日時　10月12日㊏・19日㊏・26日㊏、11月 9 日㊏・16日㊏　 9：00〜12：00
場所　東春信用金庫本店 2階とうしゅんホール（小牧市中央 1 -231- 1 ）　対象　創業予定（希望）者
定員　30人　費用　無料　申込・問合　東春信用金庫地元支援部（℡72-2181）へ

アクア・トト  ぎふ　敬老の日特別企画　65歳以上入館無料
　アクア・トト� ぎふは世界最大級の淡水魚水族館で、長良川と世界の淡水魚を展示しています。館内の展示や
イベントも充実しており、子どもから大人までどなたでも楽しむことができる水族館です。
日時　 9月14日㊏〜18日㊌（㊊〜㊎ 9：30〜17：00　㊏㊐㊗ 9：30〜18：00　最終入館は閉館の 1時間前）
場所　世界淡水魚園水族館� アクア・トト� ぎふ
内容　敬老の日特別企画として、上記の 5日間は65歳以上の人の入館
　　　料を無料（通常1,350円）とします。
※年齢を証明できるもの（運転免許証、健康保険証など）を持ってき
てください。
料金　大人1,500円、中学生・高校生1,100円、小学生750円、
　　　幼児（ 3歳以上）370円
問合　世界淡水魚園水族館�アクア・トト� ぎふ
　　　（℡0586-89-8200　ホームページhttps://aquatotto.com/）

犬山学公開講座　〜愛知文教大学2019年サテライト講座〜
　広く犬山を学び、犬山に学ぶ「犬山学公開講座」。犬山の歴史、文化遺産、伝統芸能、遺跡などを地元犬山の
講師がわかりやすく紹介します。

日　　時 内　　容 講　　師 場　　所 定員

10月12日㊏
10：00〜11：30

「犬山学」入門
出かけてみよう、もう一度！ 丸山和成氏 福祉会館中ホール 100人

10月26日㊏
10：00〜11：30

市文化史料館（からくり展示館）および
城下町でのからくりフィールドワーク 溝口正成氏 集合場所

今仙電機研究所 30人

11月23日㊗
10：00〜11：30 犬山城の巡検（フィールドワーク） 小嶋毅氏 集合場所

針綱神社入口鳥居前 30人

12月14日㊏
9：30〜12：00

東之宮古墳周辺文化遺産巡り
（フィールドワーク） 大塚友恵氏 集合場所

名鉄犬山遊園駅東口 30人

令和 2年
1月25日㊏
10：00〜11：30

入鹿池文化遺産群と入鹿屯
み

倉
やけ

赤塚次郎氏 福祉会館中ホール 100人

※11月23日、12月14日は小雨決行
費用　無料（犬山城のみ別途入場登閣料が必要）
申込・問合　各開催日の 3日前17：00までに氏名・住所・電話番号・参加希望日を電話またはEメールかホーム

ページのお問い合わせフォームで愛知文教大学事務局（℡78-2211　Eメールkouhou＠abu.ac.jp�ホーム
ページhttp://www.abu.ac.jp/）へ
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（一社）尾北医師会
尾北看護専門学校生

　令和 2年 4月入学（全日制 3年
課程）の学生（第12回生）を募集
します。
定員　40人（12月に受け付け予定

の一般入学を含む）
【推薦・社会人入学】
願書受付期間
　　　10月28日㊊〜11月 8 日㊎
試験日　11月24日㊐
問合　尾北看護専門学校
　　　（大口町下小口 6 -122- 2
　　　℡0587-95-7022）
※詳細はホームページ（http://
bihokukango.ac.jp/）を見てく
ださい。

野焼き行為は
やめましょう

　屋外での燃焼行為（野焼き）は、
農業を営むためにやむを得ない場
合など一部例外を除き、法律や条
例で禁止されています。
　しかしながら野焼きによる煙や
臭いで困っているという声が多く
寄せられています。
　農業を営むためにやむを得ない
ものであっても、周囲の住宅環境
等に十分配慮して苦情が出ないよ
うに努めるとともに、野焼き行為
そのものをできる限り控えるよう
にしてください。
問合　環境課（℡44-0344）

剪
せん

定
てい

枝粉砕機を
利用してみませんか

　庭の手入れで出た木の枝を、剪
定枝粉砕機を使ってチップにして
みませんか。できあがったチップ
は堆肥や土壌改良材に利用でき、
燃えるごみの減量にもつながりま
す。
　個人貸出用の小型機と、町内貸
出用の中型機があります。申請方
法、粉砕機の詳細や予約状況につ
いては事前に問い合わせてくださ
い。

貸出期間　 7日間以内
対象　市内在住の人または町内会
申込・問合　環境課（℡44-0344）
　　　へ

国際交流員によるドイツ語講座
初級コース（全10回）
　日常会話に使う表現や文法の基礎を楽しく勉強します。 6月からス
タートしたコースの続きですが、自己紹介や簡単な会話ができる人であ
れば今回のコースから受講することができます。
日時　 9月27日、10月 4 日・11日・25日、11月 8 日・15日・22日・29日、

12月13日・20日（12月 6 日・27日は予備日）の㊎
　　　各日18：45〜20：10
※天候等により休講になる場合があります。
※本コースの続きを 1〜 3月の間で予定しています（詳細は広報犬山12
月 1 日号に掲載予定）。
場所　市役所 2階202会議室
講師　市国際交流員　カタリナ・カウフマン氏
対象　15歳以上　定員　先着20人
費用　8,000円（教科書代除く）
教科書　「MenschenA1.1」Kursbuch（定価1,900円）（各自購入）
申込・問合　 9月 2日㊊〜11日㊌に、件名「ドイツ語講座」・郵便番号・

住所・氏名（ふりがな）・携帯電話番号または昼間連絡のつく連絡
先を、直接またはファックスかEメールで犬山国際交流協会事務局
（℡61-1000　 9：00〜17：00　㊏㊐㊗第 2・ 4㊊除く　Fax63-0156

　　　Eメールiia＠grace.ocn.ne.jp）へ

男女共同参画推進事業「トーク！トーク！トーク！」（前期）参加者
　男女共同参画市民会議きらきらのメンバーが、女性の地域活動や社会との関わりについての話題を提供し、そ
れについて思ったことや感じたことを話し合う交流会を開催します。今回は 9〜12月分について参加者を募集し
ます。 1回のみの参加も可能です。

テーマ 日　時 場　　所 費用

①子ども、若者の中で何が起こっているのか？ 9月27日㊎
10：30〜11：45

東児童センター
さんにぃれ
交流ルーム「きらっと」

無料
②子ども会、PTA、女性が関わっている活動に注目して！ 10月16日㊌

10：30〜11：45

③「母親クラブ」から「地域活動クラブ」になったけど。 11月14日㊍
10：30〜11：45

④話そう！働く女性の現状 12月16日㊊
10：30〜11：45

申込・問合　地域安全課（℡44-0346）へ

自衛官採用案内

採用種目 防衛大学校学生
（一般採用試験）

防衛医科大学校医学教育部
医学科学生

防衛医科大学校医学教育部
看護学科学生（自衛官候補看護学生）

採用期日 令和 2年 4月上旬

応募資格 高卒（見込含）18歳以上21歳未満の者
（平成11年 4 月 2 日から平成14年 4 月 1 日までに出生した者）

1 次試験日 11月 9 日㊏・10日㊐ 10月26日㊏・27日㊐ 10月19日㊏
受付期間 9 月 5 日㊍〜30日㊊（締切日必着）

申込・問合 自衛隊愛知地方協力本部　小牧地域事務所（℡73-2190）

南部公民館「秋の 1 DAY講座」参加者

講座名 日時・場所・内容・講師・定員・材料費・持物

わくわく！
秋のティータイム
〜手作りお菓子と
季節の紅茶〜

日時　 9月18日㊌10：00〜13：00　場所　料理実習室
内容　�スコーン（クロテッドクリーム添え）と栗甘露

煮入り焼き菓子を実習し、紅茶を楽しみます。
講師　山田章子氏　定員　先着20人　材料費　800円
持物　エプロン・ふきん・手拭き・筆記用具

やさしい
日本画鑑賞の
しかた

日時　 9月25日㊌10：00〜12：00　場所　講義室
内容　やさしく日本画について解説します。
　　　絵の鑑賞のしかたや美について楽しく学びます。
講師　伊藤恵以知氏　定員　先着20人　材料費　無料
持物　筆記用具

腸の働きを
良くする料理

日時　 9月27日㊎10：00〜13：00　場所　料理実習室
内容　食物繊維の多い食材を使って和食とデザートを
　　　作ります。
講師　田中貴久枝氏　定員　先着16人　材料費　800円
持物　エプロン・ふきん・手拭き・筆記用具

蕎
そ

麦
ば

打ち講習会

日時　 9月28日㊏10：00〜13：00　場所　料理実習室
内容　蕎麦が打てるように実習します。
講師　青山正子氏　定員　先着12人　材料費　2,200円
持物　エプロン・ふきん・持ち帰り容器・筆記用具

費用　 1講座500円（当日集金、材料代別）
申込・問合　 9月 3日㊋〜10日㊋に直接または電話で南部公民館（℡68-

0834　 9：00〜17：00　 9 日㊊休館　10日㊋16：00まで）へ
※申し込み後にキャンセルした場合は、材料代を負担していただくこと
があります。

臨時的任用職員
職種　事務職
勤務場所　環境課
業務内容　ごみ収集・処理等に関する窓口業務、一般事務、現場対応
応募資格　普通自動車免許取得者、ワード・エクセル操作経験者
勤務日数　月21日
勤務時間　 8：30〜17：15（うち休憩60分）
賃金日給　7,680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　11月11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（ 9月27日㊎予定）
申込・問合　 9月 2日㊊〜20日㊎に市指定の履歴書（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（写真貼付）を総務課（℡
44-0302）へ

※郵送の場合は 9月20日㊎必着とし、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。
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令和元年度クリーンキーパー研修を実施
　町内の集積場等の美化活動に協力していただいているクリーンキー
パーの皆さんに、市のごみ処理の現状を知ってもらうため、 7月 6日、
12日、18日の 3日間で総勢65人に視察研修を実施しました。
　㈱愛北リサイクル犬山保管センターでは、プラスチック製容器包装と
ペットボトルのリサイクル処理工程の説明を受けた後、市内で収集され
たプラスチック製容器包装が梱

こん

包
ぽう

された様子を視察。
　都市美化センターでは、可燃ごみの焼却処理施設と不燃ごみの破砕処
理施設を見学しました。
　今後もごみ減量と資源物の分別、リサイクルに協力をお願いします。

間もなく全ての飲食店等に
消火器設置義務化

　平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を契機に消
防法令が一部改正され、火気を使用する全ての飲食店等に対して、消火
器の設置が義務化されます。
期日　10月 1 日施行（ 9月30日までに設置してください）
対象　火を使用する設備または器具がある飲食店等
※客席がなく、店先で飲料や食べ物を提供する店舗を含みます。
※IHコンロ等の直接火が出ないものは除きます。

　対象の飲食店のうち、火を使用する全ての設備または器具に次の措置
が設けられている場合は、消火器の設置義務が免除されます。
・調理油過熱防止装置
・自動消火装置
・その他の危険な状態の発生を防止し、発生時における被害を軽減する
安全機能のある装置（カセットコンロの圧力感知安全装置など）
※延べ面積が150㎡以上の飲食店等は、上記にかかわらず以前から消火器
の設置義務があります。
※すでに消火器を設置している飲食店等は消火器を定期的に点検し適切
に維持管理をしてください。
問合　消防本部予防課（℡65-3123）

▲都市美化センター ▲㈱愛北リサイクル犬山保管センター

家屋調査にご協力を
　家屋を新築または増築した場合
は、翌年度から固定資産税および
都市計画税が課税されます。建築
後に「固定資産評価補助員証」を
携帯した担当職員が訪問し、家屋
図面の閲覧や各部屋の内装、設備
などの調査をしますので協力をお
願いします。
●新築住宅の固定資産税の減額
　新築した住宅で一定の要件を満
たす場合は、固定資産税が 3年間
減額されます。また長期優良住宅
（腐食の防止等の処理がされた住
宅で県知事の認定を受けたもの）
については減額期間が長くなりま
す。申告方法等の詳細は家屋調査
時に説明します。
問合　税務課（℡44-0315）

住宅改修による
固定資産税の減額

　既存住宅の耐震改修工事、省エ
ネ改修工事、バリアフリー改修工
事を行った場合で一定の要件を満
たしているときは、固定資産税が
減額されます。工事完了後 3か月
以内に必要書類を添えて税務課へ
申告してください。
問合　税務課（℡44-0315）

家屋を取り壊したら
　家屋を取り壊したときは届け出
が必要となりますので「家屋取り
壊し届出書」を税務課に提出して
ください。ただし年内に法務局で
滅失登記の手続きをした場合は提
出不要です。
　なお固定資産税は 1月 1日現在
の所有状況により課税されますの
で、 1月 2日以降に家屋を取り壊
した場合でも翌年度は課税されま
す。
問合　税務課（℡44-0315）

ごみ・リサイクル  9 月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時
9 月 8 日㊐
9：00〜16：00

9 月15日㊐
9：00〜12：00

9 月22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

市役所前
公共北駐車場
※今回から場所を
　変更しています。

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 9 月 8 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　13,120円（ 7 月分）
　市環境保全基金へ積み立てさせていただきます。

●地域で行われる資源回収
［小中学校］
7日㊏　城東中学校PTA
　　　　（℡61-0501）
14日㊏　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（寺田�℡65-2680）
毎週㊋㊍　（社福）まみずの里
　　　　　きりり作業所
　　　　　（℡62-4733）
毎週㊍　 8：30〜10：00
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦�℡61-2200）
2 日㊊　大本町町内会
　　　　（林�℡61-0144）
14日㊏　本町町内会
　　　　（兼松�℡62-1011）
24日㊋　市身体障害者福祉協会
　　　　（ふれんど�℡61-8008）
29日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）
［羽黒地区］
7日㊏　長者町中央子供会
　　　　（奥村�℡090-9193-1820）
11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）

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　日比野吉次
13,000円　猿端かね善
3,000円　K・K
●犬山市環境保全基金として
100,000円　匿名
50,000円　�犬山地区女性の会リサ

イクルクラブ
●市立図書館へ
100,000円　犬山家庭教会
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相 談

健 康

ブックリサイクル
（古本市）

　犬山市立図書館ボランティア連
絡会がブックリサイクル（古本市）
を開催します。ブックリサイクル
では、寄付をしてくれた人に図書
館での役割を終えた本を提供しま
す。集めた寄付金で新たな図書を
購入し、市立図書館に寄贈します。
日時　10月 5 日㊏・ 6日㊐
　　　10：00〜16：00
場所　市立図書館 2階展示室
問合　市立図書館（℡62-6300）

消費税と地方消費税
の税率改正に伴う
使用料等の見直し

　消費税法等の改正に伴い、10月
1 日から次の使用料等の見直しを
します。

◎�道路占用（占用期間 1月未満）
に係る占用料
◎�法定外公共用物の使用（使用
期間 1月未満）に係る占用料
と採取料
◎�準用河川占用（許可期間 1月未
満）に係る占用料と土石採取料
問合　土木管理課（℡44-0335）

◎水道料金および分担金
問合　水道課（℡62-9300）

◎�公共下水道の使用料および農
業集落排水処理施設の使用料
問合　下水道課（℡44-0337）

◎�特定屋外タンク貯蔵所（浮き
屋根式等）の設置許可手数料
問合　消防総務課（℡65-3121）

※公共施設の使用料については令
和 2年 4月 1日以降の利用を対象
に見直しを進めています。本年度
中は、これまでと同額の使用料と
します。
問合　総務課（℡44-0300）

無料法律相談会・
法の日週間記念行事

　法の日週間にあわせ、県弁護士
会一宮支部による無料法律相談会
と法の日週間記念行事が開催され
ます。
○無料法律相談会（事前予約制）
日時　 9月24日㊋13：30〜16：30
場所　市役所 2階201会議室
定員　先着 6人（ 1人30分）
申込・問合　 9月 2日㊊から愛知

県弁護士会一宮支部
　　　（℡0586-72-8199　 9：30〜
　　　16：30　㊏㊐㊗除く）へ
○法の日週間記念行事
「笑いと健康」
日時　10月19日㊏13：30〜15：00
　　　（開場13：20）
場所　i-ビル（一宮市栄3-1-2）
内容　「笑いと健康」をテーマに

した講演会
講師　落語家　林家三平氏
定員　先着200人
問合　県弁護士会一宮支部
　　　（℡0586-72-8199）

公証週間無料相談会
　財産の相続について争いが起き
ないよう毎年全国で10万人を超え
る人が公正証書による遺言を残し
ています。
　法律の専門家である公証人は、
遺言の内容を慎重に検討して書面
にします。
　公証週間中の下記期間は土日も
相談会を実施します。
日時　10月 1 日㊋〜 7日㊊
　　　㊊〜㊎ 9：00〜17：00
　　　㊏㊐　10：00〜16：00
場所　一宮公証役場
　　　（一宮市栄 1 - 9 -20
　　　朝日生命一宮ビル 5階）
問合　一宮公証役場
　　　（℡0586-72-4925）

市立図書館・楽田ふれあい図書館　休館
　市立図書館では年に 1回、館内で所蔵している図書を 1冊ずつ点検す
る「特別整理期間」を設けています。この期間中は作業のため休館します。
期間　 9月17日㊋〜10月 1 日㊋
※図書の貸し出し、学習室などは利用できません。
●貸出期間について
　上記期間前の 9月 3日㊋〜16日㊗は、貸出期間を延長します。
●休館中の図書の返却について
　図書の返却は図書館玄関横のブックポストを利用してください（24時
間利用可）。なおCD、ビデオ、DVDなどの視聴覚資料はブックポストに
返却できませんので期間後に窓口で返却してください。
問合　市立図書館（℡62-6300）

犬山国際観光センターフロイデ　休館
　犬山国際観光センターフロイデは改修工事のため10月 1 日㊋から令和
2年 3月31日㊋まで休館します。休館中は市役所が代替避難所となります。
　令和 2年 5月 1日以降の予約や貸館に関する打ち合わせ・相談は、工
事期間中も 1階事務所で行いますので利用してください。
　なおフィットネスフロイデ（温水プール、トレーニングルーム、エア
ロビクススタジオ）は10月 1 日㊋から31日㊍まで休みです。工期の影響
により期間が変更になる場合は市ホームページでお知らせします。
　ご理解、ご協力をお願いします。
問合　貸館について　観光交流課（℡44-0343）
　　　フィットネスフロイデについて　文化スポーツ課（℡44-0343）

法務局休日相談所・市民講座
○法務局休日相談所（名古屋法務局）
　法務局が取り扱う業務（登記、筆界特定、人権擁護および供託等）を
始め、遺言等の公正証書の作成に関する相談や、一般法律相談、税に関
する相談、日常生活のさまざまな困りごとなどの相談に無料で応じます。
日時　10月 6 日㊐10：00〜16：00（予約優先）
相談員　法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員、

税理士、法テラス弁護士
※法テラス所属弁護士に対する相談は、10組限定の完全予約制です。
○市民講座
　所有者不明土地・空家問題が全国的に広がっていることを受け、相続、
未登記建物（空家等対策推進を含む）、遺言の 3つのテーマについて司法
書士、土地家屋調査士および公証人が無料で分かりやすく説明します。
日時　10月 6 日㊐�①相続11：00〜②未登記建物13：00〜③遺言14：00〜
定員　各45人（要予約）
【共通】
場所　名古屋法務局（名古屋市中区三の丸 2 - 2 - 1 名古屋合同庁舎第 1

号館）
申込・問合　名古屋法務局民事行政調査官室（℡052-952-8170� 8：30〜

17：15　㊏㊐㊗除く）へ

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　 9月11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

〜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　 9月10日㊋までにい

ちのみや若者サポートス
テーション（℡0586-55-92

　　　86�㊋〜㊏10：00〜17：00）へ

アラフィフ世代の
運動講座（全 4回）

　効果的な運動法を学びません
か。呼吸・姿勢・歩行の仕方を変
えるだけで、筋力アップや脂肪燃
焼につながりやすくなります。
日時　10月 2 日㊌・ 9日㊌
　　　・16日㊌・23日㊌
　　　各回10：00〜11：30
場所　市民健康館
講師　健康運動指導士
　　　長谷川弘道氏
対象　市内在住の40歳〜64歳
定員　20人
費用　1,000円
　　　（ 4回分を初回に集金）
持物　健康手帳、室内用運動靴、

水分補給用飲み物
※動きやすい服装で参加してくだ
さい。
申込・問合　 9月 9日㊊から市民

健康館（℡63-3800）へ

ボランティアによる
パソコン初心者相談

　生涯学習活動を支援する市民講
師が、自ら企画し指導する講座を
開催します。
日時　毎週㊎15：00〜17：00
　　　（㊗、第 5㊎除く）
場所　丸山地区学習等供用施設
　　　学習室
内容　パソコン操作等の相談
講師　市民講師とPC犬山教室会

員
対象　パソコン初心者
定員　14人
費用　無料
持物　パソコン
申込　不要
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

受けて安心！がん検診
　 9月はがん征圧月間です。日本
人の 2人に 1人はがんにかかる時
代ですが、早期に治療を行えば決
して怖い病気ではありません。
　市内医療機関では12月27日㊎ま
で市のがん検診を実施しています。
　通常、すべてのがん検診（胃が
ん検診、大腸がん検診、肺がん検
診、前立腺がん検診（男性）、子
宮頸

けい

がん検診（女性）、乳がん検
診（女性））を受けると、男性は
約 3万円、女性は約 4万円かかり
ますが、市のがん検診では助成に
より男性は合計6,900円、女性は
合計9,300円で受診できます。さ
らに犬山市国民健康保険に加入し
ている人はその半額になります。
　ぜひこの期間にがん検診を受け
ましょう。詳細は広報犬山 5月15
日号または市ホームページを見て
ください。
問合　市民健康館（℡63-3800）
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健 康

高 齢 者

子 育 て

健康なんでも相談

　無料、予約不要で、健康のことやからだの気になることなどを気軽に
相談できます。
日時　 9月11日㊌13：30〜15：00　場所　市民健康館
相談員　ひろみこどもクリニック医師　荻野弘美氏
定員　なし（当日先着順）　問合　市民健康館（℡63-3800）

健康プラン21　〜こころの健康〜
　毎年 9月10日〜16日は「自殺予防週間」です。日本では、全国で年間
2万人を超える尊いいのちが自殺によって失われています。
　昨年度の健康プラン中間評価の市民アンケート結果では、30〜40代の
男性や20〜30代の女性で、ストレスを「いつも感じている」と回答した
人が、 3割を超えていました。また「悩みやストレスを相談できる相手
がいない」と回答した人は、男性で33.5％、女性で11.7％でした。
　市では月に 1回「こころの悩み相談」を実施しています。また県ホー
ムページ「相談窓口のページ」には心とからだに関すること等各分野の
相談窓口が掲載されています。
　身近にいる人の悩みに気づいたら、声をかけ、支えあい、必要時は相
談窓口につなぐことがいのちを守ることにつながります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

精神保健福祉ボランティア養成講座（全 3回）
　心の病は誰にでも起こりうることです。心の健康について考え「心病
む人」に対する理解を深め、自立と社会参加を支援する精神保健福祉ボ
ランティア養成講座を開催します。
①講義「精神障害者の理解と対応」
日時　10月15日㊋10：00〜12：00
場所　江南保健所（江南市布袋下山町西80）
講師　同朋大学社会福祉学部特任准教授　三橋真人氏
②講義「地域で生活を支えるとは」と施設見学
日時　10月21日㊊13：30〜16：00
場所　医療法人桜桂会福祉施設（塔野地字大畔216）
講師　地域活動支援センター管理者　渡辺久佳氏
③講義「ボランティアとは」とフリースペース見学
日時　11月 1 日㊎14：00〜16：00
場所　江南市老人福祉センター（江南市古知野町宮裏121）
講師　江南市社会福祉協議会職員　鈴木秀明氏
　　　ボランティアグループあい・愛代表　大塚清子氏

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。
●アトリエふれあい倶

く

楽
ら

部
ぶ

　地域の高齢者が、ご近所同士で誘
い合えるような仲間づくりを求めて
同倶楽部が立ち上げられました。
　毎月第 1月曜日に行われる同倶楽
部は 9：30頃から三々五々近所の美容
室に参加者が集まり、コーヒーを飲みながらおしゃべりを始めます。そ
の後、筋トレや脳トレの体操、全員での合唱を行います。
　今回は、ハロウィンに向けてのリースづくりを行いました。過去には
マンドリンやコントラバス、オカリナなどの生演奏も行っています。
　参加者からは「体操も歌もリースづくりも、家で一人ではなかなかで
きないし続かない。」「皆と一緒におしゃべりしながらやることが楽し
い。」という声もあり、楽しい雰囲気と一体感を全員で共有しています。
また主催者の工夫やアイデア、努力が随所に生かされており、参加者の
興味関心を高め、笑顔あふれる活動の大きな力になっています。
※楽田地区の集える場に関する問い合わせは、楽田地区高齢者あんしん
相談センター（℡68-6165）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）

後期高齢者医療制度加入者の
協定保養所利用料を助成

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

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

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

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

問合　愛知県後期高齢者医療広域連合�給付課（℡052-955-1205）

ひきこもり家族教室
　ひきこもりについて理解を深
め、悩みや不安を一緒に話し合い
ましょう。
第 1 回
日時　 9月24日㊋14：00〜16：00
内容　講義「ひきこもりの理解と

関連する精神疾患」
講師　県精神保健福祉センター
　　　所長　藤城聡氏
第 2 回
日時　 9月30日㊊14：00〜16：00
内容　講義「本人の思い・家族の

思い」と交流会
講師　（一社）若者支援事業団
　　　代表理事　菅沼功氏
　　　理事　菅沼和司氏
【共通】
場所　江南保健所 3階大会議室
　　　（江南市布袋下山町西80）
対象　ひきこもりに悩んでいる家

族（第 2回は本人参加可）
定員　各回30人
費用　無料
申込・問合　 9月17日㊋までに電

話で江南保健所健康支援課
（℡0587-56-2157� 9：00〜

　　　17：00　㊏㊐㊗除く）へ

シニア料理教室
　日頃の食事を意識して健康づく
りに努めましょう。今回はきのこ
ご飯、いわしのチーズ焼き等です。
日時　10月 4 日㊎ 9：45〜13：30
　　　（受付 9：30〜）
場所　市民健康館
講師　食の改善推進員
対象　市内在住の人（シニア世代）
定員　16人　　費用　600円程度
持物　健康手帳、筆記用具、エプロ

ン、手拭きタオル、三角巾や
バンダナ（頭を覆うもの）

申込・問合　 9月 6日㊎〜27日㊎
に市民健康館（℡63-3800）

　　　へ（電話可）

9 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　 9月申請は18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）

子ども読書活動
推進講演会

メディアと子どもたち　〜大切な
親子のコミュニケーション〜
　電子メディアの急速な普及によ
り子どもたちを取り巻く生活環境
は大きく変化してきているといわ
れています。長年子どもたちを診
てきた小児科医を講師として招
き、電子メディアの過度な利用が
成長期の子どもたちに与える影響
を知り、大切な親子のコミュニ
ケーションについて見つめ直す講
演会を開催します。
日時　10月26日㊏14：00〜16：00
場所　市立図書館 2階展示室
内容　電子メディアとの関わり

方、親子のコミュニケー
ションについて

講師　小児科医師　田澤雄作氏
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
定員　先着70人　費用　無料
申込・問合　 9月 3日㊋〜10月11

日㊎に市立図書館（℡62-
6300）へ（電話可）

対象　心の健康や心病む人の問題とボランティア活動に関心のある人
定員　30人　費用　無料
申込・問合　 9月30日㊊までに電話で江南保健所健康支援課
　　　（℡0587-56-2157　 9：00〜17：00　㊏㊐㊗除く）へ
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子 育 て

子育て
シェアエコ勉強会

子育てと女性の活躍応援プロジェ
クト
　「シェアリングエコノミーサー
ビス（シェアエコ）」という、イ
ンターネットを利用して「提供」
または「利用」する、新しい助け
合いの仕組みを知っていますか。
　子育て分野では、服やおもちゃ
のおさがりや貸し借り、ハンドメ
イド品を提供できる「モノのシェ
ア」、家事や託児、資格などの特
技を生かした「スキルのシェア」
などがあります。
　勉強会では、シェアリングエコ
ノミ―を知って体験談を聞くだけ
でなく、子育てを応援する情報交
換やママの時間の使い方などを楽
しく話し合いましょう。
日時・テーマ
① 9月18日㊌10：30〜11：15
「これってシェアエコだったの？
〜モノのシェア編〜」
②10月10日㊍10：30〜11：15
「シェアエコでママの活動が広が
る♪〜スキルのシェア編〜」
※連続でも 1回のみでも参加でき
ます。
※子ども連れで参加できます。
場所　東児童センターさんにぃれ
対象　市内在住・在勤の子育て予

定または子育て中の女性
定員　各回先着 8人
費用　無料
申込・問合　 9月 2日㊊から東児

童センターさんにぃれ（℡
67-9350　 9：30 〜 17：00　
㊋・㊐午後を除く）へ

多文化子育て応援 にじいろ子育てサロン
子育て中のママ・パパ！この指とーまれ！
　子育てのうれしさや不安は、日本人も外国人もきっと同じ。楽しい時
間を一緒に過ごしておしゃべりし、友達になりましょう。通訳、相談員、
多文化ソーシャルワーカーもいるので安心して参加してください（託児
あり）。
　妊娠中の人、ママ・パパになる予定の人も参加できます。

回 日　　時 内　　　容 場　　所

1 9 月15日㊐
10：00〜13：00

「たのしいクッキング！」
栄養満点のかわいいお弁当を作って
食べましょう。

楽田ふれあい
センター

2 10月20日㊐
10：30〜12：00 「手づくりおもちゃを作って遊ぼう！」

楽田ふれあい
センター

3 11月17日㊐
13：30〜16：00 「木のおもちゃであそぼう！」 南部公民館

4 12月 1 日㊐
10：30〜13：00

「世界のクリスマスを
　たのしみましょう！」

楽田ふれあい
センター

5 1 月19日㊐
10：30〜12：30

「子どもと一緒にリズム遊び」
（軽食付き）

楽田ふれあい
センター

費用　無料
定員　各回20組（連続して参加できる人を優先します）
申込・問合　NPO法人シェイクハンズ（℡090-9940-2939　Eメールinfo

＠shake-hands.jp）へ

幼児食講習　〜ミニシェフクラブ〜
　幼児期は大人と同じ食事へ仲間入りする準備の時期です。親子で簡単
なおやつ作りと試食をしながら幼児期の食生活について学びましょう。

日　　時 場　　所 電話番号

10月 8 日㊋

10：30〜12：00
（受付10：15〜）

城東児童センター 62-3554

10月30日㊌ 犬山西児童センター 62-3041

11月 7 日㊍ 犬山南児童センター 62-4477

11月12日㊋ 中央児童館 62-8583

11月28日㊍ 楽田児童センター 68-0519

12月 3 日㊋ 羽黒児童センター 67-7169

12月 5 日㊍ 子育て支援センター
（東児童センターさんにぃれ内） 66-5700

令和 2年
2月18日㊋

10：00〜12：00
（受付 9：45〜） 保健センター 61-1176

内容　親子でおやつ作り、幼児期の食事や歯についての話、試食、相談
対象　市内在住の 2歳〜未就園の幼児と保護者
定員　各回親子12組
費用　親子 1組300円（実習材料代）
持物　母子健康手帳、エプロン（あれば幼児分も）、手拭きタオル、お茶
申込　実施日の 1か月前から 1週間前までに各開催場所へ
問合　保健センター（℡61-1176）

　各施設で子育て支援事業を実施しています。日程は変更されることがあります。
★児童館・児童センター　問合　犬山西児童センター（℡62-3041）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容 その他

子育て広場
「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0歳から）と
保護者

毎週㊊〜㊎
10：00〜15：00
㊗除く

市内児童館・
児童センター

避難訓練
布遊び
乗り物遊びなど

ぽんぽこまつり
9月26日㊍10：30〜12：00
南部公民館

パパも
　あそぼう

未就園の乳幼児と
父親
（家族も大歓迎）

9月21日㊏
10：30〜11：30

犬山西児童
センター 布遊び 各児童館・児童センター

でも自由に遊べます。

★子育て支援センター　問合　さら・さくら つどいの広場（℡63-3817）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

すくすくタイム 生後 3か月〜 5か月の
子どもと保護者

9月11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

9月20日㊎
10：30〜11：30

親子ふれあい遊び・季節の
歌・お話・離乳食講座

さくらっこ
　あひる

1歳〜 1歳 6か月の
子どもと保護者

9月27日㊎
10：30〜11：30

親子ふれあい遊び・季節の
歌・お話

にこにこタイム 0歳〜 3歳の多胎児と保護者
多胎児妊婦

9月 4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 9月19日㊍
10：30〜11：30 英語で遊ぼう・絵本

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

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

ファミリー・サポー
ト・センター講習会

ファミリー・サポート・
センター会員
子育てに関心のある人

9月 6日㊎
9月20日㊎
10月 4 日㊎
10：00〜11：30

東児童センター
さんにぃれ

乳幼児の遊び・発達・健康
について専門家から講習を
受けます。

★相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

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

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

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）

9月 6日㊎・24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）

9 月の子育て支援事業
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子 育 て

ママ友 in 犬山
　犬山で楽しく育児をするために
ママ友を作りませんか。年齢で区
切っているので同年代のママと話
ができます。予約は不要です。
日時　 9月13日㊎10：00〜11：30
　　　（受付 9：45〜）
場所　保健センター
内容　ママ主体のおしゃべり会
対象　30歳未満で市内在住の妊婦や

未就園児を子育て中のママ
※30歳以上は11月 8 日㊎に開催予
定です。
問合　保健センター（℡61-1176）

お父さんお母さん
交流会

　療育が必要な子どもを育ててい
る親の交流会を開催します。
日時　 9月17日㊋ 9：30〜11：30
場所　福祉会館 3階303会議室
申込　不要
問合　心身障害児（者）父母の会
　　　（℡67-1103）

心身障害者（児）
運動会

日時　10月12日㊏10：00〜15：00
　　　（予備日11月 2 日㊏）
場所　木曽川犬山緑地公園運動場
内容　綱引き、大玉転がし、ミニ

マラソン
対象　障害を持っている子どもと

その保護者
費用　保険料　 1人100円
　　　弁当代　 1人500円（任意）
申込・問合　 9月 4日㊌〜13日㊎

に氏名・住所・電話番号・
年齢・性別を心身障害児
（者）父母の会事務局（福
祉課内　℡44-0321　Fax44-
0364）へ

きらきらママ教室
　産後のママのためのバランス
ボールを使った教室です。子ども
はスタッフが見守ります。
日時　10月11日㊎10：00〜11：30
　　　（受付 9：45〜）
場所　保健センター
対象　産婦（産後 2〜 6か月以内）
定員　先着20人　費用　無料
持物　運動のできる服装、水分補

給用飲み物、汗拭きタオル
申込・問合　 9月11日㊌から保健

センター（℡61-1176）へ

犬山リトルリーグ
団員募集

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

専用グラウンド
対象　年少〜小学生の男女
問合　池田（℡090-1294-3432）
※詳細は右の二次元
コードからホームペー
ジを見てください。

中秋の名月
寂光院 観月会

日時　 9月13日㊎18：00〜
場所　継鹿尾山� 寂光院
　　　（荒天の場合は聖徳殿）
内容　雅楽、舞楽、バイオリン、

武道家による演武と太鼓
費用　500円（整理券必要）
問合　寂光院（℡61-0035）、観月

実行委員会（℡61-6632）

カタカムナで読む
縄文と犬山市

　縄文語といわれるカタカムナに
ついて犬山にまつわる話をします。
日時　 9月14日㊏13：00〜15：00
場所　木之下城伝承館・堀部邸
定員　40人程度（当日受け付け）
費用　500円（資料代）
問合　一条寺（℡090-3854-5869）

犬山歴史研究会
9月講演会

「犬山城下町の菓子の歴史」
日時　 9月15日㊐13：30〜
場所　福祉会館 4階中ホール
内容　和菓子職人による長年の調

査と経験に基づく話です。
落
らく

雁
がん

木型の実物紹介や実演
もあります。（予約不要）

講師　若松屋阡壱　後藤幸夫氏
費用　500円
問合　丸山（℡090-2348-3084）

犬山篠笛クラブ
まちかどコンサート

日時　 9月19日㊍13：30〜
　　　（13：00開場）
場所　木之下城伝承館・堀部邸
費用　無料
問合　今井（℡62-5172）

過去から学ぶ
地域の防災

犬山の災害遺跡を知ろう！
日時　 9月20日㊎10：00〜12：00
場所　城東地区学習等供用施設
　　　学習室
対象　犬山の歴史や防災に関心が

ある人
費用　300円（資料代）
申込・問合　DVC、郷土・城東
　　　の歴史を知る会　高橋（℡

55-4839）へ

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課へ。10月15日号の締め切りは 9月 2日㊊、11月 1 日号は 9月19日㊍。

令和元年度後期　語学講座　　　主催：犬山国際交流協会

受講料
時　　間 会　　員 一　　般 追加料金　※ 1

60分（15回） 7,000円 9,500円 3,500円
60分（10回） 4,700円 7,200円 2,300円
90分（15回） 10,500円 13,000円
年会費2,000円で会員登録でき、会員料金で受講できます
※ 1　申込締切日までに10人に達せず、少人数で開講する場合は
　　追加料金をいただきます。（60分のクラスのみ対象）

韓国語講座　火曜日　15回
○講師　姜　仁善

クラス 時間（60分） 日にち

基　　礎 19：00〜20：00 10月 8 日〜12月24日
1 月 7 日〜 1月21日初　　級 20：10〜21：10

韓国語講座　木曜日　15回
○講師　朴　世宗　　＊別途テキストの購入が必要となります

クラス 時　　間 日にち

中級（90分） 18：40〜20：10 10月10日〜12月12日
1 月 9 日〜 2月 6日上級（60分） 20：15〜21：15

ドイツ語講座　木曜日　15回
○講師　グンター・ウォルター
＊初級、中級は、別途テキストの購入が必要となります

クラス 時　　間 日にち

初級（60分） 12：45〜13：45
10月10日〜12月12日
1 月 9 日〜 2月 6日中級（90分） 13：55〜15：25

上級（60分） 15：35〜16：35

中国語講座　日曜日　10回
○講師　黒宮　瑛子　　＊別途テキストの購入が必要となります

クラス 時間（60分） 日にち

入門・初級① 9：15〜10：15 10月6,20,27日　11月10,24日
12月1,15,22日　 1月12,26日初級②③　　 10：25〜11：25

各講座申し込み等共通事項
○受講場所　　犬山市福祉会館
○対　　象　　高校生以上
○申込方法　　�窓口、メール、往復はがき、電話（電話は、

令和元年度、平成31年度会員のみ）でお申込
みください。メール、はがきは返信を確認く
ださい。複数受講の際も 1枚のはがき、メー
ルで応募できます。

○申込必要事項 
　①講座名　②クラス名　③郵便番号、住所
　④氏名　⑤携帯番号または昼間連絡のつく連絡先
　⑥会員番号（会員登録無しの人は登録希望の有無）
　⑦追加料金が発生する場合�→�受講を希望する・希望しない
○申込期間　 9月 4日㊌〜13日㊎
　窓口時間　 9：00〜17：00（㊏㊐㊗、第 2月曜日を除く）
　休日窓口　 9月 8日㊐ 9：30〜11：30�ランゲージカフェ会場にて
○支払期間　　 9月20日㊎〜27日㊎
　窓口時間　 9：00〜17：00（㊏㊐㊗、第 4月曜日を除く）
　延長窓口　 9月20日㊎、26日㊍19：00まで

☆各クラス共、定員は20人程度です
☆申込人数が定員を超えた場合は抽選を行います
☆追加料金クラス、閉講クラス、抽選結果（落選した人のみ）については、
　 9月18日㊌、19日㊍にメールまたは電話でご連絡します
☆講師の都合や天候により講座、内容が変更する場合があります
☆一度お支払いいただいた受講料は返却できませんのでご了承ください
☆申込締切日までに 5人に達しない場合は閉講とします

申込・問合先　犬山国際交流協会　事務局�
9：00〜17：00（㊏㊐㊗、第 2、 4月曜日を除く）
〒484-0086
犬山市松本町 4丁目21番地　犬山国際交流センター「フロイデ」 1階
電話（0568）61-1000��E-mail：iia＠grace.ocn.ne.jp
URL：http//iiea.info

英会話講座　木曜日・金曜日　15回
○講師　レスリー・ウォルター

クラス 時間（60分） 日にち

イ　基礎A 17：00〜18：00
10月10日〜12月12日
1 月 9 日〜 2月 6日
（木曜日）

ロ　上級A 18：05〜19：05
ハ　初級A 19：10〜20：10
二　中級A 20：15〜21：15
ホ　中級B 12：45〜13：45

10月11日〜12月13日
1 月10日〜 2月 7日
（金曜日）

へ　初級B 13：50〜14：50
ト　基礎B 14：55〜15：55
チ　中級C 16：00〜17：00
リ　基礎C 18：30〜19：30
ヌ　上級B 19：35〜20：35

レベルチェック相談会：
9月 8日㊐ 9：30〜11：30（ランゲージカフェ会場にて）
9月12日㊍19：30〜20：30　フロイデ 1階IIAプラザ

ポルトガル語講座　土曜日　15回
○講師　川瀬　デボラ

クラス 時間（60分） 日にち

初級 13：30〜14：30
10月19日〜12月21日
1 月11日〜 2月15日
＊除く11/ 2

スペイン語講座　土曜日　15回
○講師　桑垣　ミッシェル

クラス 時間（60分） 日にち

文化・トラベル 14：40〜15：40 10月19日〜12月21日
1 月11日〜 2月15日
＊除く11/ 2

初めてのコミュニ
ケーション 15：50〜16：50

英会話サロン講座　　主催：犬山グッドウィルガイド
既に簡単な英会話ができる人を対象としています
○講　師　グンター・ウォルター　○定員　20人
○場　所　犬山市福祉会館　　　　○時間　19：30〜20：30
○受講料　犬山国際交流協会会員：4,000円　　一般：5,000円
　　　　　受講料は初回受講時にお支払いください

10月7,14,28日 11月4,11,18,25日 12月2,9,16日
1 月20,27日 2 月3,10,17日 月曜日　全15回

ランゲージカフェに来ませんか？

ランゲージカフェ
9月 8日㊐ 9：30～11：30

場所：フロイデ 2階　多目的研修室 1

お茶とお菓子を楽しみながら、気軽に無料オープン講座を体験できます。
参加講座：スペイン語、ポルトガル語、韓国語（基礎・初級）、中国語
　　　　　英会話レベルチェック相談会も同時開催します。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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毎月、世代間交流をしています
　 7月24日、「おしゃべりサロンわの会」13人が楽田東
子ども未来園を訪問しました。月に 1回程度、山崎集会
所や同園を相互に訪問し合い、異世代で交流を深めてい
ます。この日は「いつも元気をくれる園児たちに何かプ
レゼントを」と折り紙を手渡した後、年長児 8人と一緒
に歌や手遊びを楽しみました。園児たちからは、遊んで
くれたお礼に肩たたきのプレゼントもあり「また遊ぼう
ね」と笑顔で約束しました。

AEDを使い人命救助
　 7月22日、人命救助に尽力したとして「出

で

羽
わの

海
うみ

部屋」
に水野消防署長から感謝状が贈呈されました。 4日朝、
名古屋場所を控え市内善光寺での稽古中に突然倒れた男
性に、力士や部屋関係者で協力しあい早期除細動を実施
し、男性は救急車到着前に意識を回復しました。代表で
感謝状を受け取った原田淳平（しこ名小

お

城
ぎ

虎
とら

）さんは
「AEDの講習をうけていたのでとっさに体が動きました」
などと話しました。
　市消防署でも、毎月19日・第 1㊏・第 4㊐に無料の
AED講習会を行っています。

羽黒小 6 年生が中国の小学生と交流
　 7月12日、教育方針「国際理解を深め、視野を広げて
世界を見渡す」を掲げる中国福建省廈

あ

門
もい

市英才学校 5年
生と教師合わせて70人が羽黒小学校を訪れました。日本
の学校の授業風景を見学し、踊りや歌、書道等を披露す
るなどして交流しました。広い「はぐろんルーム」で給
食を向かい合って食べる時はどの子も少し緊張した様子
でした。中国の子どもたちは「学校がきれい、みんな行
儀よく勉強している」などと感想を述べていました。一
行は数人ずつのグループで市内と近隣の町でホームステ
イし、日本の家庭生活も体験しました。

中学生子育て体験
　次世代の親となる市内中学生と赤ちゃんがふれあう機
会として「中学生子育て体験」が毎年、夏休みに市民健
康館で行われています。 8月 1日は犬山中学校の生徒 7
人と11人の赤ちゃんが参加しました。生徒たちは実際に
赤ちゃんを抱っこやおもちゃであやしながら、子育ての
喜びや大変さを体験しました。最初は緊張した様子の生
徒たちでしたが、赤ちゃんとのふれあいが終わる頃には
自然と優しい笑顔になっていました。
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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 9月27日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階市民相談室

登 記 9月11日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階相談室②

不 動 産 取 引 9月17日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階相談室②

行 政 書 士 9月25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）

10月 3 日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 9月 5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 9月 5日㊍　13：00〜15：00
9 月19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 9月 4日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 9月 9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）

9月 6日㊎・24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 9月 6日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階相談室

人 権 9月18日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

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

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

（℡63-0502）

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

児 童 虐 待 に 関 す る
情 報 提 供

毎日（㊏㊐㊗除く）
8：30〜17：15

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

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

住 宅 相 談（要予約） 予約により決定
（㊏㊐㊗・年末年始は除く）

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

弁 護 士 に よ る
消 費 生 活 法 律 相 談 9月20日㊎　13：00〜16：00 市役所 2階204会議室

※予約は産業課（℡44-0340）

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

労 働 9月18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）

制に突破口を開く手段として、ま
ずその第一歩に、総合犬山中央病
院東側の国道41号南側へ、道の駅
を 5年程度で整備するものです。
理想を100としたら、この第一歩
がない限り、いつまで経ってもゼ
ロのままです。
　この第一歩を踏まえ、下水道等
のインフラが整うことで、中期的
に道の駅周辺約4.6haで商業集積
を促します。そして、14年後くら
いには五郎丸駅整備の準備に着手
し、長期的な展開として、国道41
号北側の区域でも、さらなる商業
集積や住宅開発を模索していきま
す。
　つまり、道の駅の整備そのもの
はゴールではなく、あくまでも橋
爪・五郎丸地区で新しいまちづく
りの突破口を開くための手段であ
り、そのまちづくりの最大の目的
は、犬山市の弱点である商業振興
による市民生活向上と、土地利用
の転換に伴う税収増加です。そし
て、そこからの持続可能な都市経
営の実現です。

新しいスタイルの道の駅
　道の駅の地域振興施設の整備・
運営に、民間資金を活用します。
整備にあたっての市費投入をでき

る限り抑制し、運営が仮に赤字と
なっても、市が税金で補

ほ

填
てん

するこ
とのないよう、民間の独立採算型
を目指します。
　また、単に農産物を販売するだ
けの地域振興施設ではなく、あら
ゆる商業分野の展開の可能性を探
り、公的機能も含めた複合施設と
して、犬山の地域性も反映した、
特徴のある犬山モデルの道の駅整
備を目指します。
　なお、具体的な検討にあたって
は、マーケット・サウンディング
調査という手法を用いて、積極的
に民間アイデアの把握に努めなが
ら、現在、基本計画の策定業務を
進めており、11〜12月頃には 2回
目のマーケット・サウンディング
調査を予定しています。

開設までの目標スケジュール
　今年度の基本計画策定を踏ま
え、令和 2年度事業者選定、令和
3年度設計・用地買収、令和 4年
度着工、令和 5年度開設の予定で
す。

背景
　名鉄小牧線の東側は調整区域の
ため、開発行為が厳しく規制され
ています。しかしながら、国道41
号の 6車線化やリニア開通を見据
え、このチャンスを活

い

かす意味で、
先手を打つ攻めのまちづくりが重
要です。特に橋爪・五郎丸地区で
新しいまちづくりを進め、その潜
在力を引き出すことは、犬山市全
体の活力創出につながると考えま
す。

道の駅整備の真意
　名鉄小牧線東側の橋爪・五郎丸
地区の開発は、将来の五郎丸駅整
備も見据え、短期・中期・長期の
約20年の構想となっています。こ
れを段階的に進めていくため、規

道の駅整備の
真意と今後
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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（ 8月 1日現在）
人口 73,978人 （− 429人）
男 36,815人 （− 199人）�
女 37,163人 （− 230人）
世帯 31,276世帯 （＋ 222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

9 月 1 日㊐ 宮崎整形外科・外科・内科�（羽黒）
竹内皮膚科クリニック� （犬山）

68-0461
62-7511

9 月 8 日㊐ みどり診療所� （羽黒）
たくや整形外科� （楽田）

67-3311
69-1800

9 月15日㊐ 木村内科� （羽黒）
あいちせぼね病院� （犬山）

67-0008
20-9100

9 月16日㊗ 結ファミリークリニック�（楽田）
松村クリニック� （犬山）

68-3311
61-1488

■休日歯科診療 診療時間�9：30〜11：30 

※年間当番表
市HP https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1002705.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

と  き 病・医院名 電　話
9 月 1 日㊐ 野田歯科医院� （犬山） 62-7022
9 月 8 日㊐ 羽根西ファミリー歯科�（扶桑） 0587-93-7669
9 月15日㊐ 山田歯科医院� （羽黒） 67-9662
9 月16日㊗ 四季の丘デンタルクリニック�（城東） 65-1118
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　「犬山へは嫁にやるな」といわ
れるほど、子どものお祝いは母親
方の在所が用意し、初

はつ

山
やま

上
あが

り時に
は、金

きん

襦
じゅ

袢
ばん

・小太鼓をあつらえ、
親せきやお世話になった方々を招
きお披露目をするなど、今は町内
の襦袢・小太鼓が貸与されるが昔

は大変だったようだ。私も 5歳で
初山上り、若い衆、手

て

古
こ

、そして
人形方の上

うわ

山
やま

へと、犬山祭ととも
に歳を重ねてきた。
　車

や ま

山名は「壽老臺」もともとは
「石

しゃっ

橋
きょう

壽老臺」であったようで総
白木造りシンプルな装い。犬山か
ら外に出た初めての車山と思われ、
昭和49年 8月広島で 3日間開催さ
れた「日本のまつり」に参加し、
昼車山の展示と夜

よ

車
や

山
ま

の曳
ひ

きまわ
しをして見物人の喝采を受けた。
　からくりは、「石橋」能楽では
寂
じゃく

昭
しょう

法師が清涼山を訪れる。そこ
に樵

きこり

が現れ、清涼山にかけられた
石橋のいわれを語り立ち去る。そ
こに獅子が現れ牡

ぼ

丹
たん

の花に戯れ勇
壮な舞を披露する。これを題材と
したからくり「石橋」は、変身・
出現からくりで、文

もん

殊
じゅ

人形が一礼
し、楽に合わせて舞い、左手にあ
る箱を正面の蓮

れん

台
だい

に移動し、箱が
割れると中から唐

から

子
こ

人形が飛び出

し舞うと、文殊人形は一瞬にして
獅子の面を被って、咲き匂う牡丹
の花の中、狂い戯れ賑

にぎ

やかに踊る。
その様子を見ていた寿老人が歓
ぶ。次々に変わっていく展開、箱
の中から唐子人形が現れるとこ
ろ、一瞬にして文殊人形が獅子に
変身するところが見所である。
　犬山祭では13輌の車山全てにか
らくり人形がのる。糸からくり・
変身・出現・倒立・肩車・乱杭渡
り・綾渡りと、日本一のからくり
と言われている。
　10月26日㊏・27日㊐の両日、城
下町で開催される「からくり町巡
り」ではからくりの妙技が間近に
見られます。ぜひお越しください。
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LOOK

犬山祭
（一社）犬山祭保存会

壽
じゅ

老
ろう

臺
だい

　鍛
か

治
じ

屋
や

町
ちょう

伝統文化委員長

市橋正光

晃
こう

丞
すけ

ちゃん
平成30年 7 月生まれ

お姉ちゃんと仲良く
すくすく元気に
大きくなってね！

菜
な

月
つき

ちゃん
平成30年 6 月生まれ

明るく元気いっぱい
成長してね♡大好き！

迅
じん

ちゃん
平成30年 7 月生まれ

パパのように優しく
たくましく

大きくなってネ！

ふみかちゃん
平成30年 7 月生まれ

毎日笑顔で
楽しもうね!!


