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小学生が考えた「犬山ドッグ」が給食に！

「新米ごはんいただきます」（12月 6 日　東小学校）
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小中学生が考えた「犬山ドッグ」が給食に！
　犬山ならではの給食の一つである「犬山ドッグ」のアイデア募集が夏休みに行われ、1,338点という多くの児
童生徒の参加がありました。 1次選考、 2次選考を経て選ばれた 5作品が最終選考会に進み、犬山商工会議所、
市観光協会、小中学校PTA、管理栄養士などの代表による厳正な審査が行われました。この結果、石田智也さん
の『栄養満点☆犬山ハニードッグ』が「わん丸君大賞」に選ばれました。
　わん丸君大賞の犬山ドッグは、 1月に小中学校と、子ども未来園・犬山幼稚園の給食に登場します。

犬山ドッグ選考会
　選考会では、 5つの犬山ドッグを実際に試食審査しました。
　13人の審査員により、味・犬山らしさ・盛り付けやすさ・ア
イデアなどのさまざまな観点から、厳正な審査が行われました。
※審査員講評
　「もう、はさむ物がない！！」そんな声が子どもたちから聞
かれるほど、毎年多くの子どもたちに親しまれているこのコン
クール。今回の作品も、味が抜群なのはもちろんのこと、素材・
味つけ・盛り付けに工夫が見られ、大人顔負けの作品ばかりで
した。
　1,000人を超える子どもたちが参加する犬山ドッグの盛り上が
りは、子どもたちの食への関心の高さを示しています。これら
の成果は、特色ある犬山市の給食を支えていただいている多く
の皆さまのおかげなのだと感じています。

審査員
特別賞

優秀賞

〈作り方〉
①鶏肉に、下味をつける。
②�フライパンに鶏肉をつけ汁ごと入れ、汁をからめながら焼く。
③野菜を千切りし、ゆでて冷ます。
④③を塩・こしょう・マヨネーズ・砂糖であえる。
⑤�ロールパンに④のコールスローと鶏肉を、彩りよくはさむ。
＊�給食ではゆでた野菜を使用しますが、ご家庭では野菜の加
熱はお好みでどうぞ。

2次選考は通過したものの、惜しくも最終選考を逃した作品の
中で、朝食にオススメしたいものは「わんダフル朝ごはん」と
して、11月 3 日の秋桜・健康福祉まつりで紹介されました。

〈材料　ドッグ 1 本分〉
　　ロールパン�� � 1 本� 鶏もも肉�� � 2 切れ�
〈ハニーマスタード〉＊下味（つけ汁）も兼ねる
　　はちみつ�� �小さじ 1 � 砂糖�� �小さじ 1 / 3
　　しょうゆ�� �小さじ 1 � 粒マスタード�� �少々
　　酒�� �少々� でんぷん�� � 1 g
　　水�� �小さじ 1 / 2 （水溶き片栗粉用）
〈コールスロー〉
　　キャベツ�� �20g� にんじん�� � 5 g
　　きゅうり�� � 5 g� 塩・こしょう�� �少々
　　マヨネーズ�� �大さじ 2 / 3 � 砂糖�� �ごく少々

楽田小 5年　石田智也さん

　大賞に選ばれてびっくりと
うれしさでいっぱいです♪
　 3年生で習った犬山の特産
品のはちみつをチキンの味つ
けに使おうと思いました。
　コールスローサラダを一緒
にはさんで食べるとおいしい
ですよ。

栄養満点☆犬山ハニードッグ

南部中 2年　河守真琴さん 犬山西小 5年　小川未夢さん

犬山西小 5年　鬼塚美咲さん 楽田小 6年　松尾芽依さん

甘辛ひじきのつくねドッグ
入鹿はちみつ
トマトキーマカレードッグ

茶葉とはちみつでつけたお肉ドッグ 犬山スタミナドッグ

とてもうれしい♪おかずのひじ
きの煮物と挽き肉を混ぜたつく
ねは、子どもからお年寄りまで
好まれる味つけにしました。

一生懸命考えたので、賞に選ばれう
れしいです♪野菜が苦手な子でもカ
レー味でモリモリ食べられ、栄養が
しっかりとれるよう考えました。

優秀賞に選ばれてうれしいです♪
もっとかっこいい名前をつけても良
かったかな。犬山の特産の茶葉とは
ちみつを使ったのがポイントです。

受賞はうれしいです♪犬山の桃
とはちみつを使って自然の甘み
とコクを出すところにこだわり
ました。

わん丸君
大賞

犬山城講演会 「犬山城はここがすごい！」

　城郭考古学の第一人者である千
田嘉博氏が犬山城の魅力や特長に
ついてお話しします。
日時　 3月 1日㊐14：00〜15：45
　　　（開場13：30）
場所　福祉会館 5階大ホール
定員　250人
※申し込み多数の場合は抽選
費用　無料
申込　詳細は右記のとおり
※電話申し込み不可
※公共交通機関を利用して来てく
ださい。
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

　 1月31日㊎17：00（必着）までに①氏名（フリガナ）②郵便番号・住所
③電話番号を明記のうえ、往復はがきか電子申請「あいち電子申請・届
出システム」で申し込んでください。
※申し込みは 1人につき往復はがきか電子申請いずれか 1回のみ。
※ 1回に 2人まで申し込み可。
●往復はがき（郵便料金126円）

　〈往信の表面〉
　〒484-8501　（住所不要）犬山市教育委員会　歴史まちづくり課　行
　〈往信の裏面〉
　�『犬山城講演会希望』　①氏名・フリガナ（ 1通で 2人分を申し込む場
合、 2人分の氏名を記入）　②郵便番号・住所　③電話番号

　〈返信の表面〉
　　申込者の郵便番号・住所・氏名
※郵便料金が令和元年10月に改定されていますので、料金不足のないよ
う注意してください。
●あいち電子申請・届出システム
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-inuyama-aichi-u/offer/
offerList_detail.action?tempSeq=20533にアクセスして、必要事項を
入力してください。（右記二次元コードからも応募フォーム
へ転送されます）
※受講の可否は、往復はがきの人には返信はがきで、電子
申請の人にはEメールで 2月 7日㊎までに発送予定です。 2
月14日㊎までに届かない場合は問い合わせてください。

申し込み方法

▶

▶

▲撮影　畠中和久

6363
①氏名・
　フリガナ
（1通で2人分を
　申し込む場合、
　2人分の氏名を
　記入）
②郵便番号・住所
③電話番号

歴史まちづくり課 行
※何も書かないで
　ください。

犬山市教育委員会

『犬山城講演会希望』

往信（おもて）

往信

返信（うら）
郵便はがき
〒484 - 8501

返信（おもて）

返信

往信（うら）
郵便はがき
〒  - 

申込者の
・郵便番号
・住所
・氏名
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1 月26日は
文化財防火デー

文化財消防訓練の実施と
犬山城などの無料開放
　文化財防火デーの制定は、昭和
24年 1 月26日に、現存する最古の
木造建造物である法隆寺（奈良県
斑
いか

鳩
るが

町）の金堂が炎上し、壁画が
焼損したことがきっかけです。
　 1〜 2月は火災が発生しやすい
時期でもあることから「文化財防

お菓子の城
バレンタイン
特別優待入城無料

　お菓子の城の「お菓子づくり体
験」でバレンタインのプレゼント
を作りませんか。チョコチップ
クッキーづくり体験や 1月25日㊏
からは期間限定でチョコレートづ
くり体験ができます。
期間　 1月17日㊎〜 2月16日㊐
　　　（㊌㊍休）
場所　お菓子の城（字新川 1 -11）
費用　通常　高校生以上1,200円、

3歳〜中学生900円
※バイキング、体験の材料費等は
別途料金が必要です。
問合　お菓子の城
　　　（℡67-8181　ホームページ

http://www.okashino-
shiro.jp/）

本物のキノコづくり
竹のワークショップ
in犬山栗栖

　キノコの原木への菌打ち体験、
竹を使ったワークショップの後、
栗栖の豊かな食材を使ったおいし
い軽食をミラマチ栗栖メンバーと
一緒に楽しみます。
日時　 2月15日㊏ 9：00〜13：00
場所　桃太郎公園（栗栖字古屋敷）

●広報犬山に掲載する広告
掲載場所　広報犬山紙面（市が指定した位置）　　　印刷部数　27,500部
募集枠数　 1号あたり12枠
規格（広告の大きさ）
　　　 1枠　　　　縦45mm×横85mm（ただし 2枠合併枠の掲載可）
　　　 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枠合併枠申し込み、 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を優先します。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

一括申込

4月15日号〜令和 3年 4月 1日号 24号 1 月30日㊍ 3月 5日㊍ 市が指定する日
4月15日号〜 7月 1日号

6号

1月30日㊍ 3月 5日㊍ 3月12日㊍
7月15日号〜10月 1 日号 4月30日㊍ 6月 5日㊎ 6月12日㊎

10月15日号〜令和 3年 1月 1日号 7月30日㊍ 9月 2日㊌ 9月 9日㊌
令和 3年 1月15日号〜 4月 1日号 10月29日㊍ 11月30日㊊ 12月 7 日㊊

随時申込

4月15日号

1号

1月30日㊍ 3月 5日㊍ 3月12日㊍
5月 1日号 1月30日㊍ 3月19日㊍ 3月26日㊍
5月15日号 2月27日㊍ 4月 1日㊌ 4月 8日㊌
6月 1日号 2月27日㊍ 4月16日㊍ 4月23日㊍
6月15日号 3月26日㊍ 4月30日㊍ 5月 7日㊍
7月 1日号 3月26日㊍ 5月22日㊎ 5月29日㊎

●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　10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

4 月 1 日〜令和 3年 3月31日 12か月 2月28日㊎ 3月24日㊋ 市が指定する日
4月 1日〜 6月30日

3 か月

2月28日㊎ 3月24日㊋ 4月10日㊎
7月 1日〜 9月30日 5 月29日㊎ 6月23日㊋ 6月30日㊋
10月 1 日〜12月31日 8 月28日㊎ 9月23日㊌ 9月30日㊌
令和 3年 1月 1日〜 3月31日 11月27日㊎ 12月22日㊋ 12月28日㊊

随
時

4 月 1 日〜30日

1 か月

2月28日㊎ 3月24日㊋ 4月10日㊎
5月 1日〜31日 3 月27日㊎ 4月21日㊋ 4月30日㊍
6月 1日〜30日 5 月 1 日㊎ 5月26日㊋ 5月29日㊎
7月 1日〜31日 5 月29日㊎ 6月23日㊋ 6月30日㊋
8月 1日〜31日 6 月26日㊎ 7月21日㊋ 7月31日㊎
9月 1日〜30日 7 月31日㊎ 8月25日㊋ 8月28日㊎

【共通】
申込　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 ページ番号�1002287 ページ番号�1002288 を見
てください。

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

集まれ　
未来の女性消防士

〜女子学生等向け消防職場体験〜
　救急・消火体験やはしご車への
乗車、女性消防職員との懇談会が
あります。男性も参加できます。
日時　 2月15日㊏ 9：00〜12：00
場所　消防本部
対象　高校生以上で消防士に興味

がある人
申込・問合　 2月10日㊊までに消

防総務課（℡65-3121 Eメー
　　　ル060100＠city.inuyama.
　　　lg.jp）へ

女性も活躍できる職場ですよ！
友達や家族と来てもOKです。

まずは気軽
に消防士の
仕事を体験
してみませ
んか。

内容　①キノコづくりと竹のワー
クショップ　②交流会

定員　①先着60人（ひらたけ・な
めこ・しいたけ各20人）

　　　②先着60人
費用　①キノコづくり500円（種

菌・原木 1本）
　　　�②交流会　大人1,000円、

中高生800円、小学生500円、
未就学児無料

持物　軍手、タオル
申込・問合　 2月 7日㊎までに参

加者の氏名・住所・電話番
号・希望するキノコの原木
の種類を市役所 4階企画広
報課（℡44-0312 Eメール

　　　010100＠city.inuyama.
lg.jp）へ

火デー」と定められ、毎年この日
を中心に文化財防火運動が全国で
行われています。
　市でも、今年は 1月24日㊎に犬
山城で、 1月29日㊌に大

おお

縣
あがた

神社で
消防訓練を行います。犬山城の訓
練日には防火活動を公開し、下記
施設を無料開放します。
　記憶に新しい首里城（沖縄県那
覇市）・白川郷（岐阜県白川村）
での火災は地域の人や国民に強い
衝撃を与えています。
　文化財防火デーを機会に、貴重
な文化財を火災、震災その他の災
害から守っていくことの大切さを
改めて考えましょう。
無料開放日　 1月24日㊎
対象施設　犬山城、市文化史料館
　　　�（城とまちミュージアム）、

中本町まちづくり拠点施設
　　　（どんでん館）
問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

犬山市の聖火リレールート決定　東京2020オリンピック聖火リレー
　4月6日㊊に犬山市で行われる東京2020オリンピック聖火リレーの
ルート詳細が発表され、「本町交差点〜城下町〜犬山城」での実施が
決定しました。
　ルートの見どころなど詳しい情報は、県実行委員会公式Webサイト
（https：//run-aichi.jp/）を見てください。
※聖火リレーに関する情報は、県実行委員会公式Webサイトや、広報
犬山・市ホームページでお知らせしていきます。
※聖火リレーの実施を記念して「東京2020オリンピック聖火リレーエ
ンブレム」を広報犬山2月1日号から表紙に掲載していく予定です。

バス・トラック運転
乗車体験会・
就職相談会

　若者・女性の活躍を推進する一
環として、大型バスや大型トラッ
クの運転体験・操作体験、就職相
談会、現役運転士との座談会等が
開催されます。
日時　 2月10日㊊13：00〜16：00
場所　（一社）愛知県トラック協

会　中部トラック総合研修
センター（みよし市福谷町
西ノ洞21-127）

申込・問合　愛知運輸支局
　　　（℡052-351-5312　ホーム

ページhttps://wwwtb.mli
　　　t.go.jp/chubu/aichi/）へ

女性消防士から

※参考（イメージ図）
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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。

犬山市

市ホームページで「フォトニュース」配信中！
　市内で行われたさまざまな行事や市民活動を取材した
「フォトニュース」を市ホームページで掲載しています。
　広報が取材した行事を、写真も内容も詳しく掲載し、
すぐにアップしていますので、ぜひ一度チェックしてみ
てください！

市公式LINE配信中！

　市の市政情報をお届けする市公式LINEを配信していま
す。「友だち追加」から右の二次元コードを読
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）

広報犬山に掲載する広告を募集中
規格　　1枠　縦45㎜×横85㎜
　　　　2枠合併枠　縦45㎜×横173㎜
掲載料　1枠15,000円（消費税および地方消費税含む）
　　　　2枠合併枠30,000円
　　　　　　　　(消費税および地方消費税含む)
※詳細は市ホームページ「広告募集」を見てください。
問合　企画広報課（℡44-0311）

犬山マルシェ犬山マルシェ
　11月17日、地場野菜や手作り雑貨、軽食などが揃う「犬
山マルシェ 大収穫祭」が内田防災公園で開催されまし
た。このマルシェは実行委員会によって開催されており、
昨年10月、今年 7 月に引き続き 3 回目の開催となりまし
た。この日は気持ちのいい晴天となり多くの人が来場し
ていました。
　会場では手作り雑貨や野菜販売、キッチンカーなど約
80店の出店があったほか、ステージではライブ演奏や画
家によるライブペイントも行われ会場を盛り上げていま
した。

羽黒げんき「ぜんきゅう教室」羽黒げんき「ぜんきゅう教室」
　11月24日、羽黒小学校調理室で羽黒げんき「ぜんきゅ
う教室」が行われ、子どもから大人まで40人近くが参加
しました。この教室は今年で●年目で、毎年身近なもの
を使って来年の干支の置物を作っています。
　参加者の中には親子 4 世代で参加する人も。細部まで
個々のこだわりが込められた作品が出来上がると、参加
者たちは達成感と満足感で満ち、記念に写真を撮り合っ
たり感想を話したりして楽しんでいました。講師のにわ
ぜんきゅう氏も「これで来年もハッピーな一年を過ごせ
ますね」と笑顔でコメントしていました。

白黒（1枠）
15,000円

白黒（2枠合併枠）
30,000円
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募 集

生 活

農業委員・農地利用最適化推進委員

農業委員会はこんな活動をしています。
1　農地法に基づく業務…農地の権利移動等の審査、農地パトロール、農地の利用意向調査
2　地域農業の振興…遊休農地の発生防止・解消、地域農業者との話し合い参加
3　農業の担い手支援…認定農業者や新規就農者等への農地の利用集積

農業委員会の活動を行う農業委員・農地利用最適化推進委員の候補者を募集します。

委員の区分 農業委員 農地利用最適化推進委員

任期 令和 2年 7月20日㊊（農地利用最適化推進委員は委嘱の日）〜令和 5年 7月19日㊌

募集人数 10人 8 人

資格要件

農業に関する識見を有し、農地等の利用の
最適化の推進に関する事項その他農業委員
会の所掌に属する事項に関し適切に業務を
行うことができる者

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適
化の推進に関する事項について適切に業務を行
うことができる者

担当業務

①�農地の権利移動等の申請許可や決定等の
審査のため、現地確認や農業委員会総会
への出席

②�農地利用最適化推進委員と連携し、遊休
農地の発生防止・解消の取り組み

③担い手への農地集積の推進
④�新規就農への支援活動、地域の農業者支
援など

①�農業委員と連携し、農地の権利移動等の申請
地の現地確認や推進委員としての意見提出

②�遊休農地の発生防止・解消に向けた農地パト
ロールや農地所有者等への働きかけ

③�担い手への農地集積を推進するため、農地の
貸し手や借り手の掘り起こし

④�新規就農への支援活動、地域の農業者支援な
ど

応募方法

「推薦」と「自ら応募」の 2種類の方法があります。
「推薦」は「候補者推薦書」を、「自ら応募」は「候補者応募申込書」と本籍地の市町村が発
行する「身分証明書」を提出してください。
※募集要項や「候補者推薦書」「候補者応募申込書」は産業課（農業委員会事務局）にあります。
市ホームページからもダウンロードできます。

※候補者数が募集人数を超えた場合は、犬山市農業委員会の委員候補者等選考委員会で候補者を選考します。
申込・問合　 1月15日㊌〜 2月14日㊎に市役所 3階産業課（農業委員会事務局�℡44-0341）へ

無許可の
不用品回収業者に
ごみを出さないで

　不用品回収業者の中には「どん
なものでも無料で回収いたしま
す。」と宣伝しながら巡回し回収
を呼び掛けている業者、ポストに
チラシを投函する業者、空き地の
スペースを利用して回収を行う業
者がいます。
　これらの不用品回収業者は古物

商許可や産業廃棄物許可があるこ
とをうたい、いかにも許可を持っ
ているよう装っていますが、古物
商許可や産業廃棄物許可では家庭
のごみは回収できません。
　家庭から出る廃棄物の回収にあ
たっては、有償、無償に関わらず
一般廃棄物収集運搬許可が必要に
なり、これらの不用品回収業者は
無許可の違法業者になります。無
許可の業者は不適正な処理をした
り、不法投棄を行ったりする業者
も少なくありませんので、利用し
ないようにしてください。
問合　環境課（℡44-0344）

●一般廃棄物収集運搬許可業者
・（資）犬山衛生社
　天神町 5丁目25（℡61-7888）
・（株）東海SUNKEY
　中山町 2丁目37（℡63-3711）
・（株）愛北リサイクル
　惣作37- 1 （℡68-2147）

飼い主のいない猫に餌を与えている人へ
　お腹をすかせた猫がいれば、餌
を与えたくなる。その気持ちは動
物愛護の観点からも大切なことか
もしれません。
　ただ、餌を与え続ければ猫はそ
の場所に居つき、排せつし、繁殖
するようになり、フンや尿などに
より近隣の人に迷惑がかかるう
え、不幸な命を生み出すことにな
ります。
　餌を与えるのであれば「飼い主」
として責任を持ち、近隣の人の理
解が得られるよう右記のことに気
をつけてください。

　猫の保護活動に興味があり、
活動内容を聞いてみたい人に
は、市内で活動しているボラ
ンティア団体の連絡先を紹介
します。

問合　保健センター（℡61-1176）

●不妊去勢手術をする
　猫は 1年間に 2 〜 3回出産します。 1年で10〜15匹も増えてしまい、
そうなると、とても 1人では世話できません。これ以上増えないように
不妊去勢手術をしてください。
●食べ残しは片付ける
　餌の食べ残しがあると、近隣の猫やカラスなどの動物、ハエなどの害
虫も集まります。また食べ残しが腐ることで異臭が発生し大変不衛生で
す。置き餌はしないで、食べ終わるのを待ってすぐに片付けてください。
●フン尿の始末をする
　猫のフン尿はニオイが強いです。可能であればエサ場を自宅の敷地内
など近隣に迷惑をかけない場所にし、猫のトイレを用意し、トイレは常
に清潔にしてください。
●新しい飼い主を探す
　無責任に餌を与えるだけでは、猫を救うことはできません。本当に救っ
てあげたいと思うのであれば、大切に飼ってくれる飼い主を探してあげ
ることが、猫にとって一番良いことではないでしょうか。
●他人の敷地で餌やりをしない
　駐車場などで無断に餌やりをしている人がいます。これは「猫の餌やり」
の問題ではなく、「他人の敷地で勝手な行為をしてはいけない」という常
識の話です。不法侵入に問われる可能性もありますので絶対にしないで
ください。

プレミアム付商品券販売中 市内300店以上のお店で利用できます
　消費税増税の影響を緩和するた
め、所得の少ない人や子育て世帯
を対象にプレミアム付商品券を販
売しています。 5千円分の商品券
が 4千円で、最大 5セットまで購
入できます。
　対象の人と子育て世帯には購入
引換券を発送しましたので、期間
内に商品券を購入、使用してくだ
さい。
販売期間　 3月22日㊐まで
使用期間　 3月31日㊋まで
※商品券の販売場所、使用可能店
舗等の詳細は、購入引換券に同封
のチラシか犬山商工会議所ホーム
ページ（https://www.inuyama-
cci.or.jp/premium 6 /）を見てく
ださい。

●あなたは対象者かも？
〜申請期限を延長しました〜
　対象と思われる人（子育て世帯は申
請不要）に7月に申請書を送付しました。
　まだ申請していない人は同封の返信
用封筒で3月6日㊎までに提出してくだ
さい。
申請対�象　平成31年度分の住民税が非

課税の人（住民税が課税されて
いる人に扶養されている人、生
活保護世帯の人を除く）

※紛失した人には再送付しますので
コールセンターへ問い合わせてくださ
い。

●申請後、対象の人には購入引換券（と
チラシ）が送付されます。
※子育て世帯へは、すでに発送済みで
す。

問合　・商品券使用に関すること　犬山市プレミアム付商品券事業実行委員会（犬山商工会議所℡62-5233）
　　　・申請に関すること　犬山市プレミアム付商品券コールセンター（℡39-5562）�　

▲ 7月に対象と思われる人に送付した申請書

▲購入引換券とチラシ
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生 活 所得税および復興特別所得税の確定申告

　退職などの理由で年末調整をしていない人や、新たに医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受けようとす
る人は、確定申告をすることで、源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

　自宅で申告書の作成ができます。国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）の
「確定申告書等作成コーナー」を利用してください。
問合　小牧税務署（℡72-2111 自動音声の案内に従って操作してください）

❶ 確定申告会場の開設

開設場所 開設期間 開設時間

小牧市公民館
2月17日㊊〜 3月16日㊊（㊏㊐㊡除く）
※ただし㊏㊐㊡について 2月24日㊡と
3月 1日㊐の 2日間に限り開設します。

9：00〜17：00（受付は16：00まで）

南部公民館 2月17日㊊〜28日㊎（㊏㊐㊡除く） 午前の部　 9：00〜12：00、午後の部　13：00〜16：00
税理士無料相談は 9：30〜12：00、13：00〜16：00

※両会場とも入場した人から順に受付番号札を配布します。なお受け入れ人数には限りがあります。当日の混雑
状況によって受け付けを上記の開設時間より早く終了する場合がありますので、ご了承ください。
※小牧市公民館はすべての申告ができますが、南部公民館は次の申告の場合は利用できません。
　�①土地、建物、株式の譲渡に係る所得または先物取引に係る雑所得の申告　②贈与税の申告　③平成29年分の
消費税等の課税売上高が3,000万円を超える場合の申告（このほか、所得の種類、相談の内容によっては、他
の会場へ案内することがあります。）

※所得税および復興特別所得税、贈与税の申告と納税の期限は 3月16日㊊、個人事業者の消費税および地方消費
税の申告と納税の期限は 3月31日㊋です。

❷ 確定申告に必要な主な書類
　勤務先や日本年金機構（年金事務所）などから交付された源泉徴収票（原本）、印鑑（認印）、本人名義の振込
先の分かるもの（例：預金通帳、キャッシュカードなど）、筆記用具、計算用具、マイナンバーカード（個人番号カー
ド） 1点、または個人番号通知カードと運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書の 2点
※個人番号確認のできる書類と身元確認のできる書類が必要です。

確定申告の内容 必要となる書類など

医療費控除
医療費控除の明細書または医療費通知（医療費のお知らせ）
※介護保険施設等へ支払った施設サービス費や介護サービス事業者へ支払った居住サービ
ス費、おむつ代などで、必要な条件を満たしているものも控除対象となります。

住宅借入金等
特別控除

住民票の写し（平成28年 1 月 1 日以降に入居した人については添付不要）、家屋の登記事項
証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、請負契約書、売買契約書などの
写し
※住宅の敷地を取得した場合や中古住宅を取得した場合、もしくは一定の増改築工事をし
た場合にはこれらのほかに必要な書類があります。

寄附金控除
寄附金受領証明書、寄附金領収書など（本人名義）
※ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人で、確定申告をする場合は、特例が適用さ
れなくなるため、確定申告で寄附金控除を申告してください。

年末調整を受け
ていない人 生命保険料控除証明書、社会保険料等の額を証明する書類など、所得控除に必要な書類

※上記以外の書類が必要となる場合があります。
　詳細は、国税庁ホームページを見るか、小牧税務署（℡72-2111）に問い合わせてください。

国税庁ホームページ

確定申告のための納付確認票を送付
　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料について、平成
31年 1 月 1 日から令和元年12月31日までの納付金額を記載した「納付確
認票」を 1月下旬に発送します。確定申告を行う際、社会保険料控除に
利用してください。
　なお納付確認票に記載されている金額は、普通徴収（納付書や口座振替）
による納付分のみとなります。特別徴収（年金天引き）による納付分に
ついては、1月下旬に日本年金機構や各種共済組合等から発送される「源
泉徴収票」で確認できます。
問合　収納課管理担当（℡44-0317）、保険年金課国民健康保険担当（℡

44-0327）、保険年金課医療担当（℡44-0328）、長寿社会課介護保
険担当（℡44-0326）

※「源泉徴収票」に関する問い合わせは日本年金機構、各種共済組合等
となります。

要介護認定者の障害者控除
　所得税の確定申告や市民税・県民税申告時に納税者本人または扶養親
族が障害者の場合には、障害者控除として一定の金額を所得金額から差
し引くことができます。
　介護保険制度に基づく要介護認定（要介護 1〜 5）を受けている65歳
以上の人のうち、一定の要件に該当する人は、障害者控除の対象になり
ます。対象者には「障害者控除対象者認定書」を 1月下旬に発送予定です。
問合　長寿社会課介護保険担当（℡44-0326）

長期勤続町会長らに感謝状
　昨年12月14日、南部公民館で犬山市町会長会が開催され、多年にわた
り地方自治に尽力した町会長に対し感謝状が、市内のごみ集積場の美化
に努めている優良町内会に対し表彰状が贈られました。

●長期勤続町会長
千田利光（西専正寺町）、飯坂正（丸山南別
祖）、林京三（大本町）岡田正春（新坂町）、
仙田忠男（材木町）、水野幸雄（桃太郎）
※順不同、敬称略

●ごみ集積場優良町内会
猪ノ子町、ハイタウン、
地産団地、木津白帝台、
青木団地、第 2桜ケ丘、
南椿台団地、金屋団地第
1、つつじケ丘、南ニュー
タウン、二ノ宮団地
※順不同

高齢者の生活を
支えるために

　在宅で介護している人の負担軽
減のため、次のサービスがありま
す。
●在宅高齢者介護用品給付事業
　要介護者を在宅で介護している
人に市が指定する介護用品を支給
します。
対象　要介護 4または 5の要介護

者を在宅で介護していて、
要介護者と介護者双方の世
帯全員が住民税非課税の人

品目　紙おむつ・尿とりパッド・
使い捨て手袋・清拭剤等

給付額　月額8,300円分までの用品
※ 4月・ 7月・10月・ 1月の年 4
回支給
申込・問合　長寿社会課
　　　（℡44-0325）へ

愛知県
特定最低賃金改定

　県内の特定産業（下記 4業種）
に適用される特定最低賃金は令和
元年12月16日から改定されました。

特定最低賃金名 最低賃金額
（ 1 時間）

鉄鋼業 975円
はん用機械器具製造業 947円
輸送用機械器具製造業 955円
自動車（新車）小売業 941円

問合　江南労働基準監督署
　　　（℡0587-54-2443）

令和 2年度岐阜基地
モニター募集

　応募資格等詳細は、岐阜基地
ホームページを見てください。
定員　10人（選考により男女各 5

人ずつ）
申込・問合　 1月31日㊎までに航

空自衛隊岐阜基地渉外室
　　　（℡058-382-1101　内線227
　　　3）へ

地産団地町内会、つつ
じケ丘町内会は今回で
4年連続の表彰です。
いつも集積場の美化に
努めていただきありが
とうございます。



10 11広報犬山　R2.1.15号 広報犬山　R2.1.15号

高 齢 者

健 康

日本人の食塩摂取量
（ 1人 1日当たり）

平成29年度の国民健康栄養調査結果

成人�男性 10.8g

成人�女性 9.1g

厚生労働省による
目標摂取量 7 g未満

厚生労働省による
目標摂取量 8 g未満 2.8g

2.1g

とりすぎの分

消防職員による
高齢者（88歳以上の
世帯）住宅防火訪問

　住宅火災による死亡事故の約 7
割が高齢者です。高齢者の死亡事
故を防止するため、消防本部職員
が自宅を訪問し、火気の取り扱い
方法の確認や、住宅用火災警報器
の設置相談などの防火に関する話
をします。
　訪問対象の世帯には、事前に文
書で連絡をし、訪問する消防職員
は、身分証を提示します。
期間　 2月上旬〜 3月上旬
対象　城東・池野地区に在住で88

歳以上のみの世帯（令和元
年12月31日現在）

※市内を犬山北、犬山南、羽黒・
楽田、城東・池野の 4地区に分け

高齢者用肺炎球菌
ワクチン予防接種
（定期）

　本年度の助成対象者には、 4月
に予診票を送付しました。本年度
の助成対象者で、まだ接種が済ん
でいない人は、必ず下記助成期間
内に接種をしてください。
助成対象者
　　　�過去に肺炎球菌ワクチンの

接種（商品名：ニューモバッ
クスNP）を受けたことが
ない人で、本年度に65歳、
70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳以上に
なる人

費用　自己負担2,000円
※接種時に医療機関へ支払う。

助成回数　生涯 1回
助成期間
　　　令和 2年 3月31日㊋まで
接種医療機関
　　　�犬山市・江南市・大口町・

扶桑町の受託医療機関
●手続きが必要な助成対象者
　下記の人は事前に手続きが必要
です。印鑑、健康手帳、保険証（②
は送付した予診票も）を持って、
保健センターに来てください。
①生活保護・非課税世帯
②犬山市・江南市・大口町・扶桑
町以外の県内・県外で接種を希望
する人
③60歳以上65歳未満の人であっ
て、心臓、腎臓または呼吸器の機
能に一定の障害のある人で身体障
害者手帳 1級相当の人、または医
師が、それに相当すると判断した
人（身体障害者手帳のコピーまた
は医師の診断書が必要）

問合　保健センター（℡61-1176）

後期高齢者医療制度加入者の
協定保養所利用料を助成

　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（平成
31年 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）。
　宿泊料金等、詳細は各保養所へ問い合わせてください。

場所 協定保養所名 電話番号

江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555（予約専用）

豊田市 豊田市　百年草 0565-62-0100

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 0594-42-3330

東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211

田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

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

　　　　　②宿泊当日に協定保養所の窓口で「後期高齢者医療被保険者証」
　　　　　　�と「利用カード（初回利用時に協定保養所で交付）」を提示

し、「利用カード」に押印を受けてください。
　　　　　③精算時に利用料金から1,000円が差し引かれます。
問合　愛知県後期高齢者医療広域連合　給付課（℡052-955-1205）

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　①1月31日㊎ ②2月7日㊎
　　　各13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　①宮崎整形外科・外科・
　　　　　内科　
　　　　　医師　宮崎貢一氏
　　　　②安藤クリニック
　　　　　医師　安藤重幸氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

1 年ごとに各地区の88歳以上の世
帯を訪問しています。
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

禁煙相談
　禁煙したい人やその家族を保健
師が応援します。
日時　 2月 4日㊋ 9：00〜12：00
　　　（ 1人20分程度）
場所　市民健康館
内容　・呼気一酸化炭素濃度測定
　　　　�（一酸化炭素はたばこに

含まれる有害物質のひと
つであり、どのくらい有
害物質を体内に取り込ん
でいるか測ることができ
ます）

　　　・�喫煙の害や禁煙外来につ
いて

　　　・血圧測定など
費用　無料
申込・問合　 1月31日㊎までに市

民健康館（℡63-3800）へ

生き活
い

き栄養講座
高血圧予防・対策
　減塩は意識していますか。塩分
のとりすぎは高血圧をまねく原因
の一つと考えられています。高血
圧で怖いのはほとんど自覚症状が
ないことです。自身の食生活を中
心に振り返りながら、減塩につい
て考えてみませんか。

日時　 2月14日㊎10：00〜11：30
場所　市民健康館　　費用　無料
持物　健康手帳、筆記用具、持っ

ている人は健康診断の結果
表

申込・問合　 1月20日㊊から市民
健康館（℡63-3800）へ

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、本人の悩みの相
談の他、家族への対応についての
相談も可能です。
日時　 2月18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）

費用　無料
申込・問合　 2月14日㊎までに市

民健康館（℡63-3800）へ

がん患者・
家族の集い

　がんの体験談や悩み、不安を語
り合ってみませんか。
日時　 2月13日㊍10：00〜11：00
場所　市役所 2階203会議室
内容　がん患者や家族同士の交流
費用　無料　　申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

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

日時 プチ講座テーマ 担当
2 月 1 日㊏
10：00〜
3 月 3 日㊋
10：00〜

アピアランスケアについて
〜自分らしく毎日を送るための外見ケア〜
※両日とも同じ内容です

がん看護
専門看護師

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

2 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

19日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

ウラタ薬局
薬剤師
浦田昭三氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

8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

要予約　市民健康館（電話相談可）

④歯科衛生士による
　歯科相談

要予約　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）

定期接種を受けられるのは、該
当年度の 1年間のみに限られま
す（対象となる年度においての
み定期接種としての公費助成が
受けられます）。
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健 康

子 育 て

市 税 等
納 期 限

選んで楽しく
健康レストラン

食事バランスチェック
　食べた献立を本物そっくりの食
品サンプルの中から選んでセン
サーボックスの上にのせると、カ
ロリーや栄養成分が一目でわかり
ます。食の改善推進員によるアド
バイスも受けられます。
日時　 2月14日㊎10：00〜12：00
　　　（受付10：00〜11：30）
場所　市民健康館　費用　無料
持物　健康手帳　　申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）

消費者トラブルに
気をつけて

子どもがライブ配信サービスで投
げ銭
　夫のクレジットカードに心当た
りのない高額な請求があり、カー
ド会社に問い合わせたら、ライブ
配信アプリでの課金だった。中学
生の娘に聞くと、以前教えても
らった夫のクレジットカード番号
を使い、ライブ配信で 1回約 1万
円の投げ銭を何度もしたようだ。

（30代女性）
アドバイス
　スマートフォン等でライブ形式
の動画を配信したり、視聴したり
する「ライブ配信サービス」の多
くは無料で利用できますが、ライ
ブ配信者を応援するためのいわゆ
る「投げ銭」という課金機能があ
ります。
　子どもが保護者のクレジット
カード情報や携帯電話のキャリア
決済を利用し、勝手に課金してし
まうケースがみられます。クレ
ジットカードやキャリア決済の暗
証番号をしっかり管理しておくこ
とが大切です。子どもがどのよう
なサービスを利用しているのか、
その決済の仕組みがどうなってい
るのかを理解し、使い方について
家族で話し合うようにしましょう。

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）

ドリームマップ
作成体験（全 3回）

〜子どもの未来だけでなく、自分
の未来についてゆっくり考える時
間をつくりませんか〜
　ドリームマップとは、自分の夢
をビジュアル化したものです。
　この講座では、自分が手に入れ
たい物やことなどの「自己」だけ
でなく、家族や友人、周りの人た
ちとの理想の関係、自分が住む理
想の地域といったような「他者」
や「社会」の視点も用いて、自分
の未来について考えます（託児あ
り、要申し込み）。
日時　 2月13日㊍・20日㊍・27日

㊍各回 9：30〜12：00
※原則、 3回全てに参加
場所　市役所 2階会議室
対象　市内在住の子育て中または

子育てに関心のある女性
定員　先着10人（子どもを除く）
申込・問合　 1月17日㊎から企画

広報課（℡44-0312）へ

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）

ひとり親家庭の
入進学児童激励会

日時　 2月15日㊏10：30〜12：00
場所　市役所 2階205会議室
内容　お祝いの会と図書カードな

どの記念品贈呈
対象　令和 2年 4月に市内の小・

中学校へ入進学予定のひと
り親家庭の児童（父母のい
ない児童も含む）

申込・問合　 1月31日㊎までに子
ども未来課（℡44-0323）
へ

●中学校卒業の記念品を贈呈
　市母子寡婦福祉会では、令和 2
年 3月に中学校を卒業予定のひと
り親家庭の児童（父母のいない児
童も含む）に記念品を贈ります。
（激励会への参加はありません）
※会員も募集しています。年会費
500円を添えて申し込んでくださ
い。
※入進学激励会・中学校卒業の記
念品はいずれも申し込みが必要で
す。

子育てハッピーコミュニケーション♪第 2期
〜カフェでゆったりミニ講座〜

　子育て家庭にまつわる「聞いてみたい」「話したい」話題をテーマに、
少人数でゆったり話せるミニ講座を開催します。子育てだけでなく家庭
や、ママ自身の今後、関心ごとなども話しながら、リフレッシュしましょ
う。 1回だけの参加もできます。

日時 テーマ
2 月19日㊌10：30〜11：45 ママが知っておきたい「子育て＆養育費」
3月 6日㊎10：30〜11：45 おこづかいで学ぶ「お金との付き合い方」

場所　ハチカフェ犬山店（犬山字富士見町14）
講師　キッズマネーステーション認定講師　齋藤清子氏
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
託児　先着 4人（生後 6か月以上児）
申込・問合　 1月20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
※本年度初めて受講希望する人を優先して受け付けます。

警察署だより

警察の相談ダイヤル　＃9110
　緊急性のない相談などは、110番ではなく警察相談専用電話「＃9110」
を利用してださい。
　たとえば　・警察署などの電話番号が知りたい
　　　　　　・運転免許の試験や更新などについて尋ねたい
　　　　　　・行きたい場所が分らないので教えてほしい
　　　　　　・困りごとの相談がしたい� などです。
　事件や事故に遭った人が、不安の中、一刻も早い警察官の到着を待っ
ています。110番の適切な利用をお願いします。
問合　犬山警察署警務課（℡61-0110）

　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 1月31日㊎ 3月 2日㊊ 3月31日㊋

固定資産税・都市計画税 − 4期 −

市民税・県民税 4期 − −

国民健康保険税 8期 9期 10期

介護保険料 10期 11期 12期

後期高齢者医療保険料 6期 7期 8期

●市税等の納付は便利な口座振替で
　市税等の納付は口座振替が便利です。申し込み手続きをすると、納付
に出かける手間や納期を忘れるなどの心配が無く、自動的に各納期限に
振替納付されます。預金通帳・通帳使用印・納税通知書か領収証書を持っ
て、市指定の金融機関で手続きしてください。
●期限までに納付できない、やむを得ない事情があるとき
　やむを得ない事情により市税等を納期限までに納めることができない
とき、次の要件に該当することを申請すれば、納税または差押え財産の
換価が 1年以内に限り猶予される場合があります。
納税の猶予
・財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
・納税者またはその生計を一にする親族が病気または負傷したとき
・事業を休廃業したとき
・事業について著しく損失を受けたとき
換価の猶予
・納税について誠実な意思を有していると認められること
・市税の納期限から 6か月以内に申請されていること
・猶予を受けようとする市税のほかに滞納がないこと
問合　収納課（℡44-0316、44-0317）
※猶予制度の詳細や納税のことでお困りの際は早めに収納課へ相談して
ください。
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時間外受付 水道緊急時

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
1 /21㊋、2 / 4 ㊋・18㊋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
1 /26㊐、 2 / 9 ㊐ 9：00〜12：00
　市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2 ・第 4 日曜日
1 /26㊐、 2 / 9 ㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

第 5回
犬山音楽まつり

日時　 2月 1日㊏13：30〜15：30
場所　市民文化会館大ホール
内容　陸上自衛隊第10音楽隊や東

部中学校吹奏楽部による演
奏など

費用　無料（入場整理券が必要）
申込・問合　 1月15日㊌〜31日㊎

に犬山市自衛隊協力会　斎
藤（℡090-3150-5211）へ

視覚障がい者交流会
　朗読グループ「ローレライ」と
の対面朗読会と交流会を行いま
す。マンドリンアンサンブル「四
季」による演奏会もあります。ど
なたでも参加できます。
日時　 2月 8日㊏13：00〜16：00
場所　福祉会館 4階中ホール
費用　無料
問合　社会福祉協議会
　　　（℡62-2508）

介護用食事の
調理実習会

日時　 2月15日㊏ 9：30〜12：00
場所　市民健康館 1階調理実習室
定員　先着20人

費用　無料
持物　エプロン（必ず）
※動きやすい服装で来てください。
申込・問合　 1月15日㊌〜31日㊎

に羽黒コミュニティ長谷川
（℡69-2039）へ

犬山まちづくり
エネルギービジョン
シンポジウム

　「地域を豊かにする再生可能エ
ネルギー」をテーマに京都大学大
学院諸富徹教授による基調講演が
あります。講演後には山田市長他
3人によるパネルディスカッショ
ンを行います。
日時　 2月15日㊏14：00〜17：00
　　　（開場13：30）
場所　福祉会館 4階中ホール
定員　100人
費用　無料（整理券が必要です）
申込・問合　 1月15日㊌〜 2月 5

日㊌に犬山再生可能エネル
ギー勉強会　西尾（℡090-
5857-1124）へ

第14回
新春女性日本画展

　彩榮会の女性による現代日本画
を40点展示します。
日時　 2月 1日㊏〜 6日㊍
　　　�10：00〜17：00（初日12：00

から、最終日15：00まで）
場所　清水屋犬山店 6階イベント

ホール
問合　彩榮会　伊藤（℡67-2482）

第63号⑨

結　 果1

市民大会
優勝者または優勝チーム

●射撃
7 月28日、 8月25日　関国際射撃場
スキート　久郷大完
トラップ　堀井保
●サッカー
9 月 1 日〜22日
羽黒中央公園多目的スポーツ広場
一般A　FLEHMENS
一般B　フェザーズパパ
●ソフトテニス
9 月14日、10月27日
山の田公園テニス場
一般男子　加藤聡一郎・竹内勇人組
中学生男子団体戦　犬山中学校
中学生女子団体戦　犬山中学校
中学生男子　東方蒼空・永井祐翔組
中学生女子　相京真依愛・多田れいな組
●弓道
9 月15日　市弓道場
一般男子　遠藤浩二
一般女子　大野良重
学生男子　岡田陽太
学生女子　大寺里奈
●卓球
9 月22日　エナジーサポートアリーナ
中学 2年生男子　加藤慎之助
中学 2年生女子　小笠原舞
中学 1年生男子　後藤聖智
中学 1年生女子　塚本紗菜
一般男子　森悠太
一般女子　水野朱菜
ベテラン男子　入尾範之
ベテラン女子　小川優子
●バドミントン
9 月29日　エナジーサポートアリーナ
男子 1部　大家智貴・宮島輝組
男子 2部　髙木政治・松浦稜組
女子 1部　大薮和子・各務由紀恵組
女子 2部　丹羽文音・篠田佑実組
女子 3部　水野幸恵・大住留美組
●テニス
10月13日　山の田公園テニス場
男子ダブルス　冨田一行・前田法久組
女子ダブルス　田中由香・酒井宏美組
壮年男子ダブルス
　　　　　　　杉江正行・溝口淳行組

●バウンドテニス
10月27日　市武道館剣道場
ダブルス　今石多恵子・水口幸子組
●グラウンドゴルフ
11月16日　木曽川犬山緑地グラウンド
ゴールド男子　田村吉弘
ゴールド女子　酒井よし子
シルバー男子　小島太一
シルバー女子　後藤みち江
ブロンズ男子　織田恭彰
ブロンズ女子　稲垣弘子

第46回グラウンド・ゴルフ
秋季会長杯

9 月13日　木曽川犬山緑地グラウンド
総合優勝　男子　�柿崎義一
　　　　　女子　�亀谷照代
Ⅰゾーン　男子　�優勝　坂井敏夫
　　　　　女子�　優勝　亀谷照代
Ⅱゾーン　男子�　優勝　柿崎義一
　　　　　女子�　優勝　後藤みち江

スポーツ少年団
●第10回後期バレーボール大会
11月 9 日　エナジーサポートアリーナ
6年生の部
優勝　犬北キティズ

5年生以下の部
優勝　こくまろkid's
●第 3 回わん丸君カップ
　ミニバスケットボール大会
9 月28日・11月 2 日
エナジーサポートアリーナ
男子の部
優勝　鵜沼ファルコンズ（招待チーム）
女子の部
優勝　一宮（招待チーム）

●愛河興業野球教室を開催
　11月 4 日山の田公園野球場で「愛
河興業野球教室」を開催しました。
元プロ野球選手の内藤尚行氏・小田
幸平氏を招き、市内スポーツ少年団
軟式野球部会所属の 5年生40人が参
加し、指導を受けました。内藤投手
との対戦では、歓声があがり会場が
盛り上がりました。

募 集

業務内容 体育協会事務・体育施設受付・管理（パソコン操作経験者）
勤務日数 月20日
勤務時間 8：15〜17：00
勤務場所 勤労青少年ホーム
雇用期間 令和 2年 4月 1日〜
募集人数 1 人
賃　　金 時給　1,000円　賞与あり
交 通 費 通勤距離 2㎞以上は通勤手当　 1日当たり200円支給
加入保険 雇用保険　社会保険　労災保険
定　　年 満60歳

申　　込 2 月15日㊏までに履歴書（写真貼付）を持参し市体育協会へ。
申込時に詳細について説明します。

選考方法 書類選考の上面接（面接日は 2月下旬を予定しています）

一緒に働く仲間を募集します
令和 2年度パート職員募集

▲準優勝の犬山ミニバスケットボール

問合　NPO法人犬山市体育協会
（9：00〜17：00）　℡・Fax54-1016
Eメールoffice＠inuyama-taikyou.net

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

「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。 3月 1日号の締め切りは 1月
20日㊊、 3月15日号は 2月 3日㊊
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西尾張のボランティア団体等が大集結
　12月 1 日、エナジーサポートアリーナで西尾張ブロッ
クボランティアフェスティバルが開催され、14市町村51
団体と一般来場者など約800人が参加しました。県内を
6ブロックに分け毎年開催されているもので、西尾張地
域のボランティア団体が活動紹介、交流を行いました。
障害者スポーツ・ニュースポーツ体験ができるコーナー
では、東京パラリンピックの競技でもあるボッチャの体
験が行われました。またパンや焼き菓子・手芸品などの
販売もあり、たくさんの人でにぎわいました。

「いじめはね 痛いよ嫌だよ いけないよ」
　12月 3 日、栗栖小学校で「子ども人権教室」が行われ
全校児童18人が参加しました。この教室は、人権擁護委
員が小学生や園児を対象に人権尊重思想について分かり
やすく伝える活動として行われています。
　児童たちは委員からの話やDVD鑑賞、グループに分
かれての「人権かるた」を通して人権とは何かを学びま
した。最後に「今日学んだことをしっかり守って毎日仲
良く過ごしたい」と振り返り、一人一人が人権の大切さ
について理解を深めました。

「ねんりんピック」で好成績！
　11月25日、「ねんりんピック紀の国わかやま2019」に
出場した二人が、山田市長を訪問しました。「ねんりん
ピック」は「全国健康福祉祭」の愛称で、60歳以上の人
を中心とした健康と福祉の祭典です。11/ 9 〜12に和歌
山県で開催された今回の大会に、二人は愛知県のメン
バーの一員として出場しました。サッカーで 5回連続出
場の奥村昌彦さん（写真中）はリーグ準優勝、弓道で初
出場の山羽賢市さん（写真左）も準優勝し「これからも
競技を続け、多くの人とのつながりを大切にしていきた
い」と笑顔で話しました。

「思いよ、届け」第 ₅ 回市民フリースピーチ
　12月 1 日、市役所議場において市民フリースピーチが
行われました。この制度は市政などについて自分の思い
や提案を 5分間自由に議員に発言できるというもので
す。今回は、 4人の発言者が壇上で自分の考えを語りま
した。犬山の歴史と文化に触れ、市主催の俳句会と茶会
によるおもてなしを提案した山田昌宏さんや、小規模校
が継続し地域が活性化するための提案をした小学生の松
浦令佳さんたちの訴えに、ほぼ満席の傍聴席の市民も真
剣に耳を傾けていました。
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■市立図書館公式
　フェイスブックページ

カティーの

独言
ひ と り ご と

17
図書館
だより

開館時間
　10：00〜18：00
問合
　市立図書館
　（℡62-6300）

一般書
『明日の僕に風が吹く』� 乾ルカ

『アンジュと頭獅王』� 吉田修一

『いちからわかる円山応挙』� 岡田秀之

『嘘と正典』� 小川哲

『菊花の仇討ち』� 梶よう子

『ごめん。』� 加藤元

『極上の罠をあなたに』� 深木章子

『最後の一文』� 半沢幹一

『BOOKMARK』� 金原瑞人

『セロトニン』�ミシェル・ウエルベック

『旅の作法、人生の極意』� 山本一力

『天保十四年のキャリーオーバー』

五十嵐貴久

『不審者』� 伊岡瞬

児童書
【小学校低・中学年】

『きほんの木　大きくなる』

『だれもしらない図書館のひみつ』

【小学校中・高学年】

『桃太郎は盗人なのか？』

『クレンショーがあらわれて』

児童書（絵本）
【幼児向け】

『ねことねこ』

『でんしゃパレード100』

『はたらくくるまパレード100』

『やさいのがっこう』

新着本の紹介（一部）㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

昭和4₀年男
佐川光晴著

昭和40年生まれで元体操日
本代表の主夫・三男が家族
のために奮闘!?
オリンピックを舞台に昭和
から平成、そして令和へと
時代をつなぐ、心温まる家
族小説。
『日刊ゲンダイ』連載を加
筆し単行本化。

キャパとゲルダ
マーク・アロンソン
マリナ・ブドーズ著

激動の1930年代、スペイン
内戦を世界に伝えた 2人の
カメラマン、ロバート・
キャパとゲルダ・タロー。
夢と理想に燃え、カメラを
武器に革命に身を投じた、
若き 2人の青春の物語。

とんでいったふうせんは
ダナ・ウルエコッテ絵
ジェシー・オリベロス文

みんなが持っている「思い出」
のふうせん。ある日、おじい
ちゃんの手を離れてふうせん
が飛んでいったのに、おじい
ちゃんは気づかなくて…。ア
ルツハイマー病を発症した祖
父と、優しい孫の姿を描いた
絵本。［シュナイダー・ファ
ミリーブック賞（2019年）�ゴー
ルデン・カイト賞（2019年）］

◎インターネットサービスについて
　市内在住の15歳以上（中学生を除く）で、図書館カー
ドを持っている人は、事前に窓口で登録をすることに
より、次のサービスを利用できます。
①資料の予約
　予約できる資料は、市立図書館と楽田ふれあい図書
館で貸し出し中の資料で、書籍、雑誌、紙芝居、AV
資料を合わせて10点まで予約することができます。
②借りている資料の貸出期間の延長
　延長できる資料は書籍、雑誌、紙芝居（一部対象外
あり）で、借りている資料の貸出期間の延長は 1回ま
で、延長期間は返却予定日から14日間です。ただし次
に借りたい人の予約が入っている資料や返却予定日を
過ぎている資料は延長することができません。

　自宅や外出先から利用できるサービスです。ぜひ活
用してください。

図書館まめ知識

2月のイベント（場所：図書館本館）
1 日㊏ 「けるるんくっく」紙芝居 11：00〜

5 日㊌ ひよこちゃんおはなし会（星とたんぽぽ） 11：00〜

8 日㊏�22日㊏　おはなし会「ももたろう」 11：00〜

14日㊎
読み聞かせボランティア
養成講座（第 2回）

14：00〜

16日㊐ DVD上映会「日本の昔ばなし」 14：00〜

●2₀1₉年 1 月〜1₀月末時点〈最多貸出図書〉
　（雑誌）ランキング

順位 資料名 出版社 利用回数

1 ESSE 扶桑社 759

2 サンキュ！ ベネッセコーポレーション 705

3 オレンジページ オレンジページ社 644

4 婦人公論 中央公論新社 620

5 こどものとも�0.1.2. 福音館書店 546

6 クロワッサン マガジンハウス 527

7 nicola 新潮社 471

8 こどものとも�年少版 福音館書店 437

■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右の二次元コードを
　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

1 月19日㊐ ごとう歯科� （犬山） 65-0503

1 月26日㊐ かみの歯科� （犬山） 65-4860

2 月 2 日㊐ あまの歯科クリニック�（扶桑） 0587-92-1678

■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。
○あいち救急医療ガイド 　https://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

1 月19日㊐
すみれ内科クリニック� （楽田）
ふなびきクリニック� （城東）

68-0025
62-8811

1 月26日㊐
犬山駅西病院� （犬山）
さとし眼科クリニック� （羽黒）

61-2017
68-3104

2 月 2 日㊐
村上内科� （犬山）
竹内整形外科クリニック�（犬山）

62-2201
61-7311

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。

　みなさん！明けましておめでとう
ございます！
　今年はねずみ年で、うるう年であ
り、ドイツが統一されてから30周年
の記念の年で、オリンピック・パラ
リンピックが東京で行われ、ヨー
ロッパではサッカーのUEFA欧州選
手権の開催など、さまざまなイベン
トがある一年になります。とても楽
しみにしています。
　みなさんも一年の目標を決意しま
したか？タバコをやめる、砂糖の
入った物を食べるのを 1日 1回にす
るとか、省エネをするなど、どんな
目標を決めましたか？ドイツでは年
の初めに 1年の目標を決意する人が
多いです。 1年の目標だけではな
く、何か新しいことを始める、何か
をやめるのも、やはり 1月がスター
トにふさわしいです。個人の生活で

も、政治や法律の中で変更があれば、
基本的に決めた年の翌年の 1月 1日
から有効になります。去年からドイ
ツ国内で話題になっていることは、
今年 1月 1日から最低賃金（時給）
が9.35ユーロ（約1,120円）に増額
となったことです。
　この政府が決める最低賃金は、ま
だ新しい法律で、2015年に初めて導
入されました。その時の最低賃金は
8.50ユーロ（約1,020円）でした。
導入した時はもちろん、賛成の声と
反対の声がありました。賛成意見は、
低賃金による社会格差を改善し、給
料だけで生活できる収入ではなく、
福祉手当を申し込まないといけない
人が多く、その人数を減らしたい気
持ちを持っています。反対意見は、
経済の悪化とリストラを案じ、別の
方法で社会的課題を解決するべきだ
と言います。
　最低賃金と名前が付いています
が、全ての働いている人が、これを
もらえるわけでもありません。職業
訓練をまだ終了していない18歳未満
の人・職業訓練中の人・義務的なイ
ンターンシップ（大学専攻や学校の
履修課程のため）をしている人・一
年間以上の長期失業者であれば、再
就職した後の最初の 6か月は、最低

賃金制度が適用されません。また政
府が決めた最低賃金以外にそれぞれ
の業界が決めた最低賃金もありま
す。この業界の最低賃金は、政府の
最低賃金を下回ることが禁止されて
いるため高く、労働組合と雇用者が
労働協約で定めます。ちなみに、ド
イツ連邦統計局で記録された最も低
い時間給（税金を引く前）は2006年
に東ドイツの州にありました。イベ
ントの警備員の時給は4.38ユーロ
（約520円）、訓練を終わったばかり
の美容師の時給は3.82ユーロ（約
450円）でした。
　確かに給料の増加でリストラの恐
れがあると思いますが、フルタイム
で働くなら、福祉手当なしでも生活
でき、年金の心配をしなくていい程
度の給料をもらえないのはおかしい
と考えます。ドイツの物価もどんど
ん上がり、今の最低賃金では足りな
いことは想定できます。最低賃金委
員会は2020年の中ごろに次の増額の
提案をあげます。ドイツ政府がそれ
に賛成するなら、2021年 1 月 1 日か
らまた新しい金額の最低賃金になる
かもしれません。
※注：本文中の為替レートは 1ユー
ロ＝120円（2019年11月現在）で計
算しています。

新しい年の始まり
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　昨年、野生のタイワンザルを探し
に、台湾南部の寿山を訪れました。
山の麓でさっそくサルの群れに出会
いましたが、ここでは禁止されてい
るにもかかわらずエサを与える観光
客が多く、サルの方もヒトを威嚇す
るような姿が見られ、残念に思いま
した。適切な距離や関係が大切であ
ることは、私たち日本人とニホンザ
ルの関係にも似ていますね。一方で
山の中で出会った群れはとても穏や
かで、こちらがマナーを守ってさえ
いれば、比較的近くで自然な行動を
見せてくれました。細い枝先に登っ
て新芽や果実を食べたり、枝のしな
りを使って子どもたちが遊んでいた
り。冬がなく 1年中緑豊かな森で、
長い尾でバランスをとりながら樹上
生活をするタイワンザルを見て、や
はりニホンザルとは違うなと感じま
した。
　日本モンキーセンターではアジア
館で 3頭のタイワンザルを飼育して
います。古い施設のため彼らにとっ

て十分な広さとはいえませんが、飼
育員が、止まり木を多く設置したり、
消防ホースでブランコやハンモック
を作ったりなど、限られた空間を立
体的に使えるよう工夫しています。
同じアジア館にはニホンザルもいま
すので、ぜひ比べてみてください。

　今回はタイワンザルをご紹介しま
す。台湾に生息するタイワンザルは、
大きさも雰囲気も一見ニホンザルに
そっくりです。しかしよく見ると、
顔の色がニホンザルほど赤くなく、
尾が長いことに気がつきます。日本
よりも暖かい台湾でくらしているた
め、尾が長くても体温を奪われる心
配がなく、樹上生活に役立っている
のでしょう。

13犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

　学校給食週間は、学校給食の意義や役
割について理解と関心を深める週間で
す。市では、これにあわせた献立や食育
活動を行っています。
学校給食の歴史
　日本の学校給食は、明治22年に山形県
で始まりました。その後、全国的に実施
されるも、戦争により中断してしまいま
す。戦後、子どもの栄養失調という問題
を抱えた日本にアジア救済公認団体から
食糧が寄贈され、昭和21年12月24日に一
部地域から給食が再開されました。それ
以来12月24日を「学校給食感謝の日」と
定めましたが、冬休みと重なることから、
1月24日から30日までの 1週間が「学校
給食週間」となりました。

1 月24日〜30日は
「学校給食週間」

学校給食週間には、
こんなメニューが

出ます
（昨年度の例）

さまざまな食育活動も行われます

ういろう

犬山産ほうれん草
とツナのあえもの

みそ煮込みおでん 楽田の香り米団子汁

ちくわの犬山産
茶衣天ぷら

にんじんの
かきまわし

八杯汁

八丁みそ入り
メンチカツ

▲調理員の教室訪問 ▲給食委員会による活動

「ニホンザルそっくり!?
��でも尾が長いタイワンザル」

（公財）日本モンキーセンター
キュレーター　赤見理恵


