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アプリ「東之宮古墳たび」

東之宮古墳の中心軸上に昇る日の出
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【共通】問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　　　　　�（℡68-2272　 9：00〜17：00 ㊊休館㊗の場合は翌平日休館 12/28〜 1 / 4 休館）
※展示準備のため12月 1 日㊋は臨時休館となります。

催 し

青塚古墳ガイダンス施設　催し
●企画展
「地域に眠る文化遺産in犬山西」
　上野遺跡・古墳群など犬山西地
区にある文化遺産を資料と展示パ
ネルで紹介します。
期間　12月 2 日㊌〜令和 3年 3月

28日㊐
費用　無料

　今年は12月21日が一年で一番昼の時間が短い「冬至」です。
　東之宮古墳では、冬至の日（前後 1週間）に古墳の中心軸から太陽がのぼります（表
紙写真）。この時期にしか見られない天体ショーを講師による現地解説とともに見学
します。希望者にはアプリ「東之宮古墳たび」を使った説明も行います。
※天候により内容の変更があります。
※暖かい服装で来てください。アプリでの説明を希望する人は事前にアプリをダウン
ロードの上、参加してください。
※アプリは右下の二次元コードからダウンロードできます。
日時　12月19日㊏ 6：45〜 8：30
集合　東之宮古墳成田山側入口
講師　NPO法人ニワ里ねっと理事長　赤塚次郎氏
定員　先着20人　　費用　無料
持物　アプリをダウンロードしたスマートフォンやタブレット（希望者）
申込・問合　11月18日㊌から青塚古墳ガイダンス施設（℡68-2272　㊊休館㊗の場合は翌平日休館）へ

● 9 月19日、アプリ「東之宮古墳たび」を使った東之宮古墳散策ツアーが開催されました

▲東之宮古墳北側で赤塚次郎氏（写真右）
の解説を聞く参加者

　犬山駅西口に集合した参加者18人は、事前にアプリをダウンロー
ドした自身のスマートフォンを使い、途中、御

お

旅
たび

所
しょ

（犬山字天王坂）、
妙感寺古墳、瑞泉寺などでデジタル上のスタンプを取得しながら、
約 1時間かけ目的地の東之宮古墳へ到着しました。
　東之宮古墳では各所に設置された二次元コードをアプリで読み込
むと、ドローンによる空撮映像や発掘時の古墳内の様子、出土品の
銅鏡の 3 Dデータなど特別な映像等を現地で体験できます。
　『スマホのアプリを使った散策ツアー』ということばに、最初は
戸惑っていた参加者も、このスタンプラリーを大いに楽しんでいま
した。

●あおつか歴史講座
「木曽川流域の後期古墳群」
日時　12月12日㊏10：00〜11：30
講師　関市文化財保護センター
　　　森島一貴氏
定員　先着20人　　費用　無料
申込　11月15日㊐から青塚古墳ガ

イダンス施設へ
STOP ！コロナ差別　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対す
る、誤解や偏見に基づく差別を行うことは、許されません。

新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合
1 　まずは、かかりつけ医に電話で相談を！
2 　かかりつけ医を持たない場合や相談する医療機関に迷う場合は、
　　　受診・相談センター（℡0587-55-1699�㊊〜㊎ 9：00〜17：30）に電話で相談
　　　※㊊〜㊎の上記以外の時間帯と㊏㊐㊗（24時間体制）は
　　　　夜間・休日受診相談窓口（℡052-856-0315）に電話で相談
　　　※聴覚に障害のある人、電話での相談が難しい人は（Fax0587-54-5422　㊊〜㊎ 9：00〜17：00）へ
※これまでの「帰国者・接触者相談センター」・「帰国者・接触者外来」の名称は廃止となりました。
●医療機関にかかるときは
・複数の医療機関を受診することにより感染が拡大した例がありますので、複数の医療機関を受診するこ
とはお控えください。また受診の際はマスク着用のほか、手洗いや咳エチケットを徹底してください。

堀部邸　催し
●第20回猪之子座
「旭堂南海の上方講談をたっぷ
り！ 6」
日時　11月28日㊏14：00〜15：30
費用　2,500円（予約）
　　　2,800円（当日）

●第21回猪之子座
「2020日本の芸術歌曲コンサート
〜犬山ゆかりの作詞家・作曲家を
訪ねて〜」
日時　11月29日㊐13：30〜15：30
出演　長江希代子（ソプラノ）
　　　内匠　慧（キーボード）
費用　2,000円　　申込　不要
問合　木之下城伝承館・堀部邸
　　　（℡90-3744　10：00〜16：00
　　　㊊㊋休館）

東コミュニティ
芸術祭・作品展

　東コミュニティ区内の皆さん
の、絵画・書・写真・彫塑工芸作
品の他、園児・小中学生の書や図
画工作品など約550点を展示しま
す。入場は無料です。
日時　12月 3 日㊍〜 7日㊊
　　　10：00〜16：00
　　　（最終日は14：00まで）
場所　長者町会館ホール
問合　東コミュニティ推進協議会
　　　伊藤（℡68-4105）

新年交礼会
開催中止

　新春の交礼の場として例年実施
している新年交礼会は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のた
め、令和 3年の開催を中止します。
　例年同時開催している叙勲・褒
章受章者のお祝いは、別日程で予
定しています。
問合　・新年交礼会について
　　　総務課（℡44-0300）
　　　�・叙勲・褒章受章者のお祝

いについて
　　　企画広報課（℡44-0310）

犬山国際交流協会
講演会

「多文化のおもしろさ」
日時　12月 6 日㊐14：00〜15：30
場所　市民交流センターフロイデ
講師　愛知県国際交流員　ユカ・

ハマテ氏、市国際交流員　
カタリナ・カウフマン氏

定員　70人
費用　500円（協会会員は100円）
申込　下の二次元コードから犬山

国際交流協会ホームページ
で詳細を確認の
上、申し込んで
ください。

問合　犬山国際交流協会事務局
　　　（℡48-1355）

外出や公共施設等利用時には
・�外出前に自宅で検温など体
調のチェックをし、いつも
と違うと感じたら、無理せ
ず静養しましょう。

・マスクを着用しましょう。
・�手洗い（手指消毒）を徹底
しましょう。

・「 3密」を避けましょう。

東之宮古墳　冬至の日の出見学会

羽黒げんき
「ぜんきゅう教室」
開催中止

　例年、造形作家にわぜんきゅう
氏を講師に招いて、翌年の干

え

支
と

の
置物を作る「ぜんきゅう教室」に
ついては、本年度は開催を中止し
ます。
問合　（有）ちゆき園
　　　（℡67-1614）
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募 集

　平成28年 7 月にオープンした市体育館や多目的スポーツ広場などがあ
る羽黒中央公園を管理する指定管理者を公募型プロポーザル方式により
選定します。
事業期間　令和 3年 4月 1日〜令和 8年 3月31日（ 5年間）
応募資格　市が指定する要件を満たす法人（複数の法人で構成する共同

団体での提案も可）
申込・問合　12月 7 日㊊までに申請書類を直接市役所 3階文化スポーツ

課（℡44-0352）へ
※申請書類の提出には事前に提出日の予約が必要です。
※指定管理者は12月下旬に予定している選定審議会の審査の後、市議会での議決を経て決定されます。
※詳細は、市ホームページ　ページ番号1007172　にある募集要項など関係資料を見てください。

羽黒中央公園の指定管理者

　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 3年 4月 1日採用予定の職員を下記のとおり募集します。

『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』

令和 3 年度採用市職員募集

【大学卒・高等専門学校卒】

募集職種 募集人数 学歴 年齢

行政職（土木） 2人程度
大学卒

昭和61年 4 月 2 日以降の出生者
高専卒

【専門資格枠】

募集職種 募集人数 年齢

保健職 3人程度 昭和61年 4 月 2 日以降の出生者

第 ₁次試験日・会場　筆記試験　12月13日㊐　集団面接　12月23日㊌　会場　犬山市役所
申込方法　犬山市職員採用試験受験申込書、受験票（市ホームページに掲載、市役所 4階総務課でも配布）を郵

送で総務課職員担当（〒484-8501　住所不要）へ
受付期間　11月16日㊊〜30日㊊�17：00（11月29日㊐の消印まで有効）
その他　・不正合格を働きかけるといった口利きなどの紹介行為があった場合は、即不合格となります。
　　　　・試験会場は、換気と間隔をあけた配席を行い、新型コロナ対策をとった上で実施します。
※令和 3年度職員採用に関する内容、各職種の受験資格等の詳細は、右の二次元コードから
市ホームページに掲載している募集要項を確認してください（市役所 4階総務課でも配布し
ています）。
問合　総務課（℡44-0302）

楽田ふれあい
センター
管理スタッフ

応募資格　18歳以上
※高校生不可、おおむね50代まで、
大学生歓迎
職種　管理スタッフ
勤務場所　楽田ふれあいセンター

（字外屋敷59番地 1）
業務内容　貸館業務の受付、施設

の管理
勤務時間　問い合わせてください
時給　927円〜（時間帯による）
勤務開始　採用決定後、随時
選考方法　書類選考の上、面接
申込　市販の履歴書に写真を貼付

し、郵送で楽田ふれあいセ
ンター（〒484-0857）へ

問合　楽田地区コミュニティ推進
協議会森岡（℡080-1552-
1234）

　

尾北看護専門学校
第13回生

　令和 3年 4月入学（全日制 3年
課程）の一般入学生を募集します。
　詳細は、ホームページ（https://
bihokukango.ac.jp/）を見てく
ださい。
願書受付　12月 4 日㊎〜18日㊎
試験日
1 次試験　令和 3年 1月15日㊎
2次試験　（ 1次試験合格者のみ）
　　　　　令和 3年 1月31日㊐
問合　尾北看護専門学校
　　　（大口町下小口 6 -122- 2
　　　℡0587-95-7022）

ごみ収集カレンダー
に掲載する広告

　令和 3年度版ごみ収集カレンダ
ー（A 2版）下部に掲載する広告
を募集します。詳細は、市ホーム
ページ　ページ番号1007200　を
見てください。
配布予定数　30,500部
使用期間　令和 3年 3月から
　　　　　令和 4年 3月まで
広告規格　縦4.5㎝×横8.5㎝
募集枠数　 2枠
掲載料　 1枠50,000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・意見広告・公序良
俗に反するものなど

申込・問合　12月11日㊎までに広
告掲載申込書を記入し、広
告案を添えて市役所 3階環
境課（℡44-0344）へ

コミュニティ通訳者
養成講座

　行政窓口で通訳を必要とする外
国人住民のため、適切な通訳・翻
訳ができる「コミュニティ通訳者」
の養成講座を開催します。講座を
受講し、最終日の試験に合格した
人を「コミュニティ通訳者」に認
定し、市の窓口などでの通訳や、
文書の翻訳を依頼します。

日時　12月20日、 1月10日・17日
日・24日・31日の㊐（全 5
回）各 9：00〜17：15

場所　市役所 2階205会議室
講師　金城学院大学教授
　　　水野真木子氏　他
費用　1,000円
定員　20人
対象　日本語と次のいずれかの言

語の両方が堪能な人
　　　�ベトナム語、タガログ語、

スペイン語、ポルトガル語、
中国語、英語、その他の言
語

申込・問合　11月30日㊊までに、
所定の応募用紙に必要事項
を記入し、直接または郵送
かEメールで、市役所 3階
地域協働課（℡44-0343�E
メール010410＠city.inuya

　　　ma.lg.jp）へ
※応募用紙は市ホームページ　ペ
ージ番号1005121　からダウンロ
ードできます。

創業セミナー
　犬山で創業したい人、創業を検
討している人、創業したけど経営
に関する知識を習得したい人など
を対象にセミナーを開催します。
※夜の部と昼の部は同じ内容です。
●夜の部
日時　12月10日㊍・11日㊎
　　　各18：00〜21：00
●昼の部
日時　12月12日㊏ 9：00〜16：00
場所　犬山商工会議所会館 4階
内容　創業の基礎知識やビジネス

プランの作成などの説明
講師　中小企業診断士
　　　鷺山はるこ氏　他
対象　創業を考えている人および

創業して 5年未満の人
定員　各部10人
費用　1,000円
申込・問合　犬山商工会議所（℡

62-5233）へ

▲イメージ図

広告 広告
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生 活
令和 3年度小中学校
体育施設の団体登録

社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書

　令和 2年中の国民年金保険料の
納付額の証明書が、日本年金機構
から11月上旬に送付されました。
　年末調整や確定申告の際に添付
が必要となりますので、大切に保
管してください。
※10月 1 日から年末までに今年初
めて保険料を納めた人は、来年 2
月上旬に発送されます。
問合　日本年金機構
　　　「ねんきん加入者ダイヤル」
　　　（℡0570-003-004）
　　　㊊〜㊎� 8：30〜19：00
　　　第 2㊏� 9：30〜16：00
※㊏㊐㊗（第 2㊏除く）と12/29
〜 1 / 3 は休み
※050から始まる電話でかける場
合は、℡03-6630-2525

市役所分庁舎は
令和 3年 3月31日
に閉館します

　市では、将来的な財政負担を軽
減するため公共施設の見直しを進
めています。
　市役所分庁舎は、平成30年10月
に消防署北出張所が移転してお
り、施設全体の老朽化も著しいこ
とから、令和 3年 3月31日をもっ
て閉館を予定しています。

　閉館に伴い、当施設の会議室利
用者で、代わりの施設の利用を希
望する人は、相談してください。
問合　総務課（℡44-0300）

　学校教育に支障のない範囲で小中学校体育施設を一般に開放します。
利用開放する小中学校体育施設

区分 施設 種目 開放時間

小
学
校

運動場 少年軟式野球、少年サッカー、
グラウンド・ゴルフなど

㊊〜㊎�開放なし
㊏㊐㊗ 8：00〜日没

体育館 バレーボール、卓球、バドミントン、
ミニバスケットボールなど

㊊〜㊎17：00〜21：30
㊏㊐㊗ 8：00〜21：30

中
学
校

運動場 軟式野球、サッカー、
グラウンド・ゴルフなど 4〜 9月19：00〜21：30

10〜 3 月18：30〜21：30
体育館 小学校と同じ

（バスケットボールは一般用）

※利用は30分単位です。小学校体育館の㊊〜㊎の開放時間は犬山北小が
17：30から、今井小、栗栖小、池野小は19：00からです。中学校運動場は、
犬山中と東部中のみ利用できます。
※学校行事などで利用できない日や時間が変更となる場合があります。
対象　次の条件を全て満たした団体
　　　①構成員が10人以上
　　　②�構成員の過半数が市内在住・在勤・在学者
　　　③責任者が20歳以上
　　　④登録確定後、全員が傷害保険（スポーツ安全保険など）に加入
申込・問合　12月14日㊊までに所定の様式を市役所 3階文化スポーツ課

（℡44-0352）へ
※所定の様式は文化スポーツ課と市ホームページ　ページ番号1005445　
にあります。
※ 1団体につき週 1回分の申請ができます。ただし構成員の過半数が小
中学生の団体および犬山市スポーツ少年団所属団体は、週 2回分まで申
請ができ、その他の団体と希望が重複した場合は、優先的に登録します。
※希望日が他団体と重複した団体は、登録調整会への出席が必要です。
※団体の条件や利用時間などの詳細は市ホームページを見るか問い合わ
せてください。
●登録調整会
日時　令和 3年 1月15日㊎19：00〜　　場所　市役所 2階201会議室
※登録調整の終了後、本登録の案内を送付します。
※新型コロナの影響により変更・中止となる場合があります。

警察署だより
地下鉄サリン事件を知っていますか

　1995年の「地下鉄サリン事件」は、オウム真理教という宗教団体が、
殺人やテロを次々と実行した事件のうちのひとつです。
　オウム真理教は現在も名前を隠して、若者を勧誘しています。今は
「Aleph（アレフ）」「ひかりの輪」などと名乗っています。勧誘すると
きは、本当の名前を言わず、ヨガ教室や悩みごとの相談等と言って近づ
いてきます。各種勧誘にはご注意ください。
問合　犬山警察署警務課（℡61-0110）

消費者トラブルに気をつけて
解約保証のはずが、定期購入扱いに
　ネット通販で「初回300円、90
日間解約保証」と表示されたダイ
エットサプリを注文した。効果を
感じられなかったので、 1か月後
に解約を申し出ると「 4か月以上
の定期購入が条件の契約なので、
解約には 4か月後に連絡が必要」
と言われた。「90日間解約保証の
はずだ」と言うと「その場合は通
常価格 1万 5千円の支払いが必
要」との回答だった。そのような
規約はページのかなり下部まで見
ないと分からなかった。

（60代　男性）

アドバイス
　商品を注文する際には、目立つ
表示の「初回300円」「初回実質 0
円」といった価格等だけでなく、
定期購入が条件となっていない
か、継続期間や支払うことになる
総額等、契約内容をよく確認しま
しょう。継続期間が定められてい
ない場合でも「解約には次回発送
日の10日前までに申し出が必要」
のように解約の申請期間に制限が
ある、通常価格を支払う必要があ
る等の条件が定められていない
か、返品の可否などもしっかり確
認しましょう。

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　11月20日㊎13：00〜16：00
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

県の基準地価格を発表
　国土利用計画法に基づき、県では毎年地価調査を行い、基準地価格を公表しています。
　この基準地価格は、国の地価公示価格とともに、土地を取り引きする時の参考になるものです。
●令和 2 年県の基準地価格（令和 2 年 7 月 1 日現在）

種別 所在地 1 ㎡当たり
の価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,300
2 橋爪字一丁田12番32 89,100
3 字西北野112番69 64,600
4 五郎丸字猿屋東77番17 69,300
5 上坂町 3丁目56番 1 84,200
6 善師野字伏屋13番 29,000
7 字荒井76番 3 37,800

商業地
5 - 1 天神町 1丁目 8番 133,000
5 - 2 字外屋敷82番外 68,300
5 - 3 松本町 2丁目102番 1 外 108,000

工業地 9 - 1 字味加田 1番 1外 57,700
林地 17 今井字宮下31番 1 820

●令和 2 年国の地価公示価格（令和 2 年 1 月 1 日現在）

種別 所在地 1 ㎡当たり
の価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,800
2 橋爪字万願寺39番16 72,900
3 羽黒字八幡20番 5 外 55,800
4 犬山字西古券468番 56,200
5 上野新町192番 75,500
6 犬山字辰ヶ池30番 3 64,700
7 羽黒字小安101番 7 59,100
8 前原字天道新田81番173 34,000
9 字中唐曽65番22 59,800
10 松本町 3丁目29番外 105,000
11 前原字井島 5番14 63,500
12 五郎丸字狭間82番 7 外 59,000
13 羽黒字堂ヶ洞14番43 43,800
14 字横町191番 3 60,000
15 内田東町 8番 3 69,700
16 犬山字中野33番 3 60,000
17 犬山字白山平53番 7 47,900
18 字城山69番 8 59,300

商業地

5 - 1 犬山字東古券195番 2 外 100,000
5 - 2 犬山字専正寺町14番 3 90,700
5 - 3 天神町 1丁目 8番 134,000
5 - 4 羽黒字東向畑35番 4 65,400

工業地 9 - 1 字惣作 1番 2 50,600

●一定面積以上の土地取り引きには届け出が必要
　市内の市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区
域では5,000㎡以上の土地を取り引きする場合（売買
や交換、地上権・賃借権の設定など）は、契約締結後、
契約日を含めて 2週間以内に土地の取得者による届
け出が必要です。
　届け出は、市で受け付け、県で利用目的を審査し
て妥当性を判断します。届け出をしないで取り引き
した場合は、国土利用計画法違反となり処罰される
ことがありますので、注意してください。
問合　企画広報課（℡44-0312）
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健 康

生 活

高 齢 者

医師による健康なんでも相談
　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。
　新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
日時　12月 4 日㊎13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　さとし眼科クリニック
　　　　山﨑哲氏
定員　なし（当日先着順）
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」

　江南保健所の管理栄養士と歯科
医師が「今日から始める低栄養予
防」、「今日からできるオーラルフ
レイル予防」について話します。
日時　12月 8 日㊋13：30〜15：00
場所　布袋ふれあい会館
　　　（江南市布袋町東359）
対象　パーキンソン病や脊髄小脳

変性症、多系統萎縮症など
の神経系難病患者とその家
族

申込・問合　12月 7 日㊊までに江
南保健所健康支援課（℡05

　　　87-56-2157）へ

精神科医による
こころの健康相談

　「最近眠れない日が続いている」
「何もやる気がしない」等、本人
の悩みや不登校・ひきこもりなど
に関する家族からの相談も可能で
す。
日時　12月 2 日㊌13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　市民健康館
相談員　ともこころのクリニック
　　　　髙木友徳氏
定員　先着 4人
　　　（要予約、初回優先）
費用　無料
申込・問合　11月27日㊎までに市

民健康館（℡63-3800）へ

ちょこっと歩こう
犬山

　青塚古墳周辺を健康づくり推進
員と歩きませんか。歩きやすい服
装で来てください。
　歩いた後に、青塚古墳ガイダン
ス施設で説明を受けることができ
ます。
※当日 8：30時点で雨天の場合は
中止します。当日血圧が高いなど
体調によっては参加できないこと
もあります。
※発熱や風邪症状のある人は参加
を控えてください。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
日時　12月 4 日㊎10：00から約 1

時間
集合　青塚古墳駐車場
持物　飲み物
問合　市民健康館（℡63-3800）

交通事故に
気をつけましょう

　県内では、交通死亡事故が多発
しており、10月28日現在、県内の
交通事故死者数126人のうち69人
が高齢者です。
　また毎年10月〜12月は 1年を通
じて高齢者の死亡事故が多く発生
しています。
　自転車や歩いて道路を横断する
時は、必ず横断歩道を利用し、夕
暮れ時や夜間には反射材を身に着
けるようにしてください。
　車を運転する人は自分自身が事
故を起こさないよう、巻き込まれ
ないよう、常に交通安全意識を
持ってハンドルを握ってください。
問合　防災交通課
　　　（℡44-0347）

飼い犬の手続きを
忘れていませんか

　狂犬病予防法により、犬の飼い
主には登録申請などの届け出義務
があります。
　登録済みの犬の飼い主には、市
から年 2回「狂犬病予防注射のお
知らせ」はがきを発送しています。
　 4月には全ての犬の飼い主、11
月には注射済票が未交付の犬の飼
い主に送付しています。
　次の場合は、保健センターまで
連絡してください。
●犬を飼い始めたが 4 月のはがき
が届かなかった
●犬が死亡したが市からはがきが
届く
※病院で死亡した場合でも、飼い
主が連絡する必要があります。
問合　保健センター（℡61-1176）

食の改善推進員による
「シニアのためのレシピ紹介」

自
じ

然
ねん

薯
じょ

「夢とろろ」の
直売と収穫体験

　市の特産品である自然薯「夢と
ろろ」の収穫が始まりました。
　下記期間中は、栽培している畑
で、新鮮な「夢とろろ」を購入す
ることができます。希望者は自然
薯掘り体験もできます。
日時　11月19日㊍〜23日㊗
　　　 9：00〜11：30（雨天中止）
場所　楽田今村地内
定員　50人
価格　400g当たり1,000円〜
　　　（市価の 3割引）
申込・問合　犬山東部じねんじょ部会　倉知（℡090-7958-8930）へ

〜DHA、EPAで認知症予防〜
　サバなどの青魚には「DHA」や「EPA」が豊富に含まれます。これらは血液をさらさらにする働きや、脳や
神経の機能を助け、脳を活性化します。青魚には、ほかにもカルシウムの骨への吸収を助ける「ビタミンD」、皮
膚や髪、爪などの細胞の再生に関与する「ビタミンB 2」などが多く含まれます。サバ缶などはこうした栄養素
を手軽に補給できます。缶詰の汁も捨てずに使用しましょう。� 問合　市民健康館（℡63-3800）

●さば缶の炊き込みご飯

◆作り方◆
　①缶詰はサバと汁に分けておく。
　②油あげ、にんじん、ごぼう、しょうがは細切りにし、まいたけは手で房をほぐしておく。
　③冷凍枝豆は解凍して、さやから出しておく。
　④�炊飯器に、洗って水気をきった米とAを入れて、2合の目盛りまで水を加え、ほぐしたサバと②を入れて炊く。
　⑤炊き上がったら昆布を取り出し枝豆を加え混ぜる。
　⑥10分程蒸らしてから、器に盛り、お好みで細切りした大葉を添えれば完成。

◆材料（ 5人分）◆
　米　� 　 2 合
　さば水煮缶　� 　 1 缶（100g）
　油あげ　� 　小 2 枚
　にんじん　� 　中1/4本（50g）
　ごぼう　� 　1/3本（50g）
　しょうが　� 　 1 かけ
　まいたけ　� 　1/2パック（50g）

冷凍枝豆　� 　50g（正味）
大葉　� 　適量
� 昆布　� 　 7 ㎝
� さば缶汁
A� しょうゆ　� 　大さじ 1と1/2
� みりん　� 　大さじ 1
� 酒　� 　大さじ 1

▲犬山市民健康館さら・さくら

12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

16日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

タカギ薬局
薬剤師
高木亮一氏

②保健師・看護師・
　管理栄養士による相談

要予約（㊏㊐㊗除く、 8：30〜17：00）
市民健康館（電話相談可）

③歯科衛生士による
　歯科相談

要予約（㊏㊐㊗除く、 8：30〜17：00）
保健センター（電話相談可）

※新型コロナの影響により中止する場合があります。事前に問い合わせ
てください。（相談は 1人15分程度）
問合　①②市民健康館（℡63-3800）、③保健センター（℡61-1176）

ご飯が残ったら熱いうちにラップ
に包んで、空気を抜きながら密閉
の袋に入れ、冷凍するとおいしく
保存できます。

朝日高見

兼清

羽黒

羽黒駅 南部高齢者活動
支援センター

JA愛知北犬山支店

国道41号

夢とろろ
のぼり旗あり
（楽田今村地内）

南部中 楽田 薬師川

県
道
春
日
井
各
務
原
線
文

N

※JA愛知北犬山支店前より南進
　★印まで約 3 km



10 11広報犬山　R2.11.15号 広報犬山　R2.11.15号

子 育 て

健 康 健康体力チェックと
運動処方（無料）

日時　11月26日㊍13：30〜15：00
定員　15人（要予約）
※ 3部制の各回 5人で実施
持物　健康手帳、室内用運動靴、

飲み物
申込・問合　11月25日㊌までに市

民健康館（℡63-3800）へ

母子健康手帳の
交付と説明会

日時　毎週㊋（㊗除く）� 9：15か
ら約 1時間

※予約制です。事前に電話してく
ださい。上記日時で都合が悪い場
合も個別に対応しますので電話で
相談してください。
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。
申込・問合
保健センター
（℡61-1176）
へ

映画鑑賞会・
新春カルタ取り大会
開催中止

　例年、市内在住・在学の児童と
その保護者向けに開催している12
月の映画鑑賞会と 1月の新春カル
タ取り大会について、今年度は新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、参加者の安心安全を最優先
し、開催を中止します。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

はちまるくんだより　犬山扶桑歯科医師会
咬

か

むことと肥満の関係
　「よく咬むこと」が肥満防止に
つながることを知っていますか。
　咬むことで脳内から「神経ヒス
タミン」という物質が生まれます。
これが大量に出ると、脳内の満腹
中枢を刺激し、満腹感を伝えます。
よって少量の食べ物でも、咬む回
数を増やせば、満腹感を感じるの
です。この方法は、糖尿病などの
食事療法でもアドバイスされてい
ます。
　現代は、以前に比べると肥満の
子どもたちが増えているといわれ
ています。昔に比べて柔らかいも
のの食事が増えたほか、習い事な
どで子どもたちの生活習慣が変化

　風しんの定期予防接種を受ける
機会が無く、他の世代に比べ抗体
保有率が低いとされる一定年齢の
男性に、抗体検査と予防接種（抗
体検査を受け、十分な抗体がな
かった人）を無料で実施していま
す。
　対象の人には市から 4月または
6月にクーポン券を発送していま
す。まずは、抗体検査の実施機関
に予約し検査を受けてください
（㊏に検査できる機関もあります）。
※クーポン券を使用して職場の定
期健康診断や特定健診の採血と一
緒に抗体検査ができる場合があり
ますので、積極的に活用してくだ

緑内障検診・
歯科健診

　対象の人には 5月下旬に受診券
を送りました。通常3,000〜4,000
円程かかる検（健）診料が市の補
助により、緑内障検診は700円、
歯科健診は無料で受けられます。
対象の人でまだ受診していない人
は、この機会に受診してください。
※受診券を紛失した場合は、市民
健康館で再発行します。
期間　12月28日㊊まで（休診日を

除く）
※新型コロナの影響により、中
止・変更する場合があります。
対象
・緑内障検診　本年度中に40歳、
50歳、55歳、60歳、70歳になる人
・歯科健診　本年度中に30歳、40
歳、50歳、60歳、70歳になる人
問合　市民健康館（℡63-3800）

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。超音波で
簡単に測定できます。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
※広報犬山 3月15日号13ページの
掲載内容から日時と場所を変更し
ています。
日時　12月15日㊋� 9：30〜11：30
※申し込み順のため時間の指定は
できません。
場所　南部公民館 1階展示室 2・3
対象　市内在住の20歳以上
※昨年12月以降に骨密度チェック
をした人を除く。
定員　先着40人
費用　300円　持物　健康手帳
申込・問合　11月24日㊋ 8：30か

ら直接または電話で市民健
康館（℡63-3800）へ

健康いぬやま応援メニュースタンプラリー
終了間近

　健康いぬやま応援メニュースタンプラリーは11月30日㊊までです。
　期間中に協力店の健康いぬやま応援メニューを食べて、スタンプを 3
つ集めて応募すると協力店で使用できる食事券2,000円分が抽選で22人に
当たります。応募箱は協力店に設置しています。
　詳細は右の二次元コードから市ホームページを見てくださ
い。
問合　市民健康館（℡63-3800）

オンラインいぬやま子育てシェア博2020
〜おうちで子育て応援イベントを楽しもう〜

　子育てと女性の活躍応援を目的として、ママや子育て家庭、子育てに
関わる人を対象に、コロナ禍でも楽しく気軽に参加できる、一日オンラ
イン体験イベントを開催します。市民以外で
も参加できます。
　当日は 3つのオンラインチャンネルで15の
番組風コンテンツの視聴や参加ができます。
「くわばたりえさんの子育てオンライントー
クライブ（限定YouTube�LIVE配信）」をは
じめ、人・場所・情報・体験・スキル・考え
方など、子育てに役立つ＆楽しめる内容を、
さまざまな方法でシェア（共有）する講座が
盛りだくさんです。オンラインが初めての人
は「見るだけ・聴くだけ」の参加も大歓迎です。
※詳細は市ホームページ　ページ番号1005143　内特設イベントウェブ
ページでお知らせしていきます。
日時　12月20日㊐ 9：45〜16：00（予定）
内容（予定）

午前
の部

・くわばたりえさんの子育てオンライントークライブ
・子育てに活用できるシェアサービス説明会

午後
の部

・（子ども向け）市長室を覗いてみよう！
・（子ども＆おとな向け）オンラインで犬山体験ツアー
・ママが知りたい働き方と扶養控除の話　　　　　　　　など

定員　先着100人
費用　無料（参加による通信料は自己負担）
※トークライブ以外のコンテンツは「Zoom」を利用します。参加には
アプリが利用できる端末を用意の上、Wi-Fi環境での参加を推奨します。
申込　特設イベントウェブページの専用フォームより申し込んでくださ

い。
※定員に空きがある場合は当日申し込みで参加できます。
※申し込み後、イベント参加用の接続情報をEメールで送ります。
問合　子ども未来課（℡44-0322　Eメール030135@city.inuyama.lg.jp）

対象の男性は
風しんの抗体検査・予防接種が無料

●風しんを拡散させないためにも受けましょう。
　無料は令和 4 年 3 月31日までの期間限定措置です。

さい。
※抗体検査の結果、抗体が不十分
の場合、予防接種実施機関に予約
の上、接種してください。
対象　市内在住で昭和37年 4 月 2

日〜昭和54年 4 月 1 日生ま
れの男性

※クーポン券を使用し、すでに抗
体検査・予防接種をした人は対象
外
抗体検査・予防接種実施機関
　市ホームページ　ページ番号
1005758　を見てください。
問合　保健センター（℡61-1176）

したことも影響していると考えら
れています。忙しい子どもたちは、
時間をかけて食事をとることがで
きずよく咬まない「早食い」にな
りがちです。そうすると満腹感は
得られず、不規則な時間に間食と
いうことになり、甘いもの中心の
間食で、高エネルギーの摂取の回
数も多くなり、肥満の原因となる
のです。
　また「早食い」は、肥満防止だ
けでなく、子どもの成長発育や集
中力の面でも問題があるといわれ
ています。
　咬むことを意識して食事をする
ようにしましょう。
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市 税 等
納 期 限

時間外受付

水道緊急時

　新型コロナの影響により納付
が困難なときは、納税の猶予が
受けられる場合がありますの
で、相談してください。

　納付は、市指定金融機関、コン
ビニ、アプリ決済、市役所・出張
所でお願いします。

納期限 11月30日㊊

国民健康保険税 6期

介護保険料 8期

後期高齢者
医療保険料 4期

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

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
11/17㊋、12/ 1 ㊋・15㊋
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
※マイナンバーカードの交付は事
前予約が必要
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
11/22㊐、12/13㊐ 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
※マイナンバーカードの交付は事
前予約が必要
（11/22㊐はマイナンバーカード
の交付や電子証明書に関する手続
きは行いません）
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2 ・第 4 日曜日
11/22㊐、12/13㊐ 9：00〜12：00
※新型コロナ対策のため納税相談
や納付書の発行については事前に
電話してください。
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）

市内の
巨樹・古木を訪ねる

日時　11月29日㊐ 9：30〜12：00
　　　（小雨決行）
集合　市役所正面玄関前
場所　妙感寺〜御旅所〜郷瀬川〜

圓明寺〜西蓮寺ほか
※歩く行程は約 5㎞です。
費用　200円（資料代、保険料）
問合　市エコアップリーダー巨樹

巨木調査グループ�木村
　　　（℡080-3642-8304）

2020「白帝フォト」
写真展

　会員18人が日頃の撮影活動の中
から、自然風景、街中のスナップ、
海外、動物など独自の視点で撮影
した作品36点を展示します。
日時　11月26日㊍〜12月 1 日㊋
　　　 9：00〜17：00
　　　�（初日11：00から、最終日

15：00まで　㊊休館）
場所　南部公民館 1階展示室 1
問合　中道（℡62-4365）

「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。 1月 1日号の締め切りは11月
18日 ㊌、 1月15日 号 は11月30日
㊊、2月1日号は12月16日㊌

スポーツスクール事業
●「シニア・レディースゴルフ教室」
　 9月 8日から11日の 4日間、青
地大輔ティーチングプロ、犬山ゴ
ルフ協会会員指導による「シニ
ア・レディースゴルフ教室」を犬
山カンツリー倶楽部で開催しました。雨天のため、
1日順延となりましたが、新型コロナと熱中症の対
策を取りながら、参加者は個々のレベルに合わせた、
きめ細かな指導を受けました。「前日の状態と比べて

もらえる」「指導がわかりやすい」
「すぐに球筋が良くなった」など
の声が聞かれ、皆さん、積極的に
取り組んでいました。

●「初心者バウンドテニス教室」
　 9月 5日・19日の 2日間、
バウンドテニス公認指導者
による「初心者バウンドテ
ニス教室」を市武道館剣道
場で開催しました。参加者
は、サーブ、レシーブ、ボレーなどの基本動作を教
わり、試合のルールを学んだ後、指導者とラリーを

楽しみました。実際に体験
して誰でも気軽にプレーで
き、健康維持に効果的なス
ポーツであると感じ取れる
内容でした。

第64号⑥

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

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
ホームページwww.inuyama-taikyou.net

催 し

結　 果1

第47回グラウンド・ゴルフ
秋季会長杯　優勝者

9 月15日　木曽川犬山緑地グラウンド
総合優勝　男子　亀谷外内司
　　　　　女子　戸松七生
Ⅰコース　男子　赤木建一
　　　　　女子　戸松七生
Ⅱコース　男子　亀谷外内司
　　　　　女子　後藤みち江

スポーツ少年団
優勝チーム

●前期ミニバスケットボール大会
9 月 6 日　エナジーサポートアリーナ
小学生男子　　　犬山B
小学生女子　　　犬山ベアーズ

会長杯ソフトテニス大会
日時　12月 6 日㊐ 9：00〜
　　　予備日12月20日㊐
場所　山の田公園テニス場
対象　犬山ソフトテニス連盟登録

者・ソフトテニス愛好家
（中学生以上）

費用　無料
申込　11月29日㊐までに、住所・

氏名・電話番号を明記し、
市体育協会事務局か連盟登
録者に直接申込み

犬山市U-13ソフトテニス大会
日時　12月24日㊍男子の部
　　　12月25日㊎女子の部
　　　 9：00集合
場所　山の田公園テニス場
内容　 3〜 4ペアによる予選リー

グ、予選上位ペアによる決
勝トーナメント

対象　市内在住13歳以下でソフト
テニス経験者（保護者の同
意必要、必ずペアで参加）。
犬山近隣（丹羽郡・江南
市・岩倉市）の学校・クラ

ブチームより推薦のあった
13歳以下の人（ 1チーム 3
ペア以内とする）

申込　市内の人は12月11日㊎まで
に電話申込。犬山近隣の学
校・クラブチームの人は12
月 4 日㊎までに申込用紙を
送付。

申込先　犬山市小中学生ソフト
　　　　テニス育成会庶務　浅井
　　　（℡67-0046　羽黒小学校内）

▲犬山B

▲犬山ベアーズ

新型コロナの影響により掲載
の行催事が変更・中止となる
場合があります。外出の際は
各自、検温やマスク着用をし
てください。

マイナンバーカードの交付には
予約が必要です
　予約状況については市ホーム
ページ　ページ番号1006949　
で確認できます。予約のない場
合は、窓口でマイナンバーカー
ドをお渡しできないことがあり
ます。
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「交通安全地域総ぐるみ街頭大監視」
　秋の全国交通安全運動（ 9 /21〜30）の期間中である
9月25日朝、県内一斉に「交通安全地域総ぐるみ街頭大
監視」が行われ、市内115か所の交差点で約500人が街頭
に立ちました。雨天の中、傘やかっぱ姿の町会長らは、
スクールゾーンや通学路を通行する車両に、「スピード
注意」などと書かれたプレートを掲げ、安全運転を呼び
かけました。この取り組みは同じ場所で、12月 4 日にも
行われる予定です。

株式会社アイチレッカーと協定を締結
　10月 2 日、江南市にある株式会社アイチレッカーと、
災害時に緊急車両の通行の妨げとなる車両などを排除す
るための協定を締結しました。
　この協定は、災害時に緊急車両の通行を妨げる車両を
市からの要請を受け、同社がレッカー車により排除を行
うというものです。
　協定を締結した山之城代表取締役（写真右）に、江口
副市長が「大変ありがたいことです。よろしくお願いし
ます」と話しました。

人権相談や人権尊重思想の普及に努めています
　10月 7 日、人権擁護委員感謝状贈呈式・委嘱状伝達式
が行われ、式の後、退任した市原尊光さんと新任の髙木
浩行さんが市長を訪問しました。12年間務めた市原さん
は「委員の任期を終え、正直ほっとしています。一緒に
やってきた他の委員のおかげです」と述べ、髙木さんは
「勉強しながら務めていきたいです」と述べました。
　人権擁護委員は、人権問題の解決に向けての相談業務
（南部公民館、毎月第 3㊌13：00〜16：00）のほか、人権
尊重思想の普及啓発のための活動等を行っています。

ありがとうございます
市役所1階の時計が見やすくなりました
　愛知さくらライオンズクラブ（会長 舟橋典子）から
市へ大型LEDデジタル時計が寄贈され、 9月29日、感謝
状贈呈式が行われました。
　縦37㎝横98㎝のこの大型時計は同クラブの結成15周年
を記念して寄贈されたもので、
市庁舎 1階に設置されました。
以前の丸時計から、大きく明
るくなり、時間の確認がしや
すくなりました。 ▲左が髙木さん、

　右が市原さん

昨年の

▲

子ども未来園での　
活動の風景　
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カティーの

独言
ひ と り ご と

27■市立図書館公式
　Facebookアカウント

図書館
だより

問合　市立図書館（℡62-6300）
開館時間　10：00〜18：00

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

江戸のおんな大工
泉ゆたか著

江戸城小普請方の家に生ま
れた峰。父を亡くし、おん
な大工として生きていくこ
とを決意し…。上方から
やってきた商人の新店舗、
数々の騒動を起こす男児の
長屋―おんな大工・峰が普
請で人々の心を救う！お仕
事時代小説。

命を守るための掃除術
宝島社

ウイルス、菌、ホコリ、カ
ビ…。家の汚れが大きな病
気のもとになっているか
も!?見えない危険を一掃し
て、家庭内感染を防ぐ、「命
を守るための掃除術」を紹
介する。

きみの声がききたくて
オーウェン・コルファー作
P.J.リンチ絵

心に深い傷をおい、ほえる
ことができなくなった子犬
と、父親とはなれ、声を出
すことをやめた少年。時間
をかけて親友になったふた
りは、「きみの声がききた
い」と、同じことをねがい
…。

一般書
『スキマワラシ』� 恩田陸
『二百十番館にようこそ』� 加納朋子
『こわい顔じゃ伝わらないわよ』� 尾木直樹
『「自宅オフィス」のととのえ方』� 主婦の友社
『ベージュ』� 谷川俊太郎
『さらば、神よ』� リチャード・ドーキンス
『ブルシット・ジョブ』�デヴィッド・グレーバー
『1日誰とも話さなくても大丈夫』�鹿目将至
『フードテック革命』�田中宏隆/岡田亜希子
『日本大道芸事典』� 光田憲雄
『幻のオリンピック』� NHKスペシャル取材班
『鳥獣戯画の国』� 金子信久

児童書（絵本）
『カールはなにをしているの？』
� デボラ・フリードマン
『トラといっしょに』� ダイアン・ホフマイアー
『つるかめつるかめ』� 中脇初枝
『おおぐいタローいっちょくせん』
� マスダカルシ
『きっとどこかに』� リチャード・ジョーンズ
『恐竜の迷路』� 香川元太郎/香川志織

児童書
『集めてわかるぬけがらのなぞ』� 盛口満
『団地のコトリ』� 八束澄子
『お庭番デイズ�上・下』� 有沢佳映

■令和元年度　最多貸出図書（児童書）ランキング
順位 資料名 著者名 出版社 利用回数

1 100かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 97

2 ちか100かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 84

3
深海のサバイバル ゴムドリco． 朝日新聞出版 82

かいけつゾロリの
じごくりょこう 原ゆたか ポプラ社 82

5 海のサバイバル 洪在徹 朝日新聞出版 78

6 極寒のサバイバル 洪在徹 朝日新聞出版 77

7
かいけつゾロリきょうふの
ちょうとっきゅう 原ゆたか ポプラ社 74

昆虫世界のサバイバル 洪在徹 朝日新聞出版 74

9

かいけつゾロリの
だ・だ・だ・
だいぼうけん！

原ゆたか ポプラ社 71

かいけつゾロリの
ゆうれいせん 原ゆたか ポプラ社 71

■図書館の照明がLEDに
　10月から図書館の照明がLED
に変わりました。
　読書に必要な明るさに配慮し、
館内の隅々まで光が行き渡るよう
になりました。本の文字等も以前
よりは鮮明に感じられるのではな
いでしょうか。
　LEDは自然光や蛍光灯と比べ、
紫外線をほとんど出さないことが
特徴で、人や本に優しい照明です。
　本年度、市立図書館は、建築後
30年を迎えました。
　本も建物も少しでも永く未来に
残せるように努めていきます。

※市立図書館でのイベントは当面の間、お休みしています。

　皆さんこんにちは。
　子どもの頃に両親や親戚に「何々
をするな」「何々をしなさい」と注
意されましたか。思い出す限り私も
姉も両親や祖父母によく言われまし
た。「足を引きずって歩くな」「足を
踏み鳴らすな」「ドアを静かに閉め
なさい」「ドアのハンドルを使いな
さい（音を立てないために開くとき
も閉める時もハンドルを押す）」
「（麺などを）すすらない」「くちゃ
くちゃ音をたてて食べない、口を閉
じてかみなさい」「食べ物を頰張っ
たまま話さない」「肘はテーブルに
載せるな」「全員が食事終わるまで
待ちなさい」「鼻をすすらない」「（あ
くびの時に）口に手をあてなさい」
などなど。すべてを書き留めると、
多くの注意は食べるときや歩くとき
の「音」と関係していますね。

　昔東京に住んでいたときも、今犬
山に住んでいるときも、周りの人が
私がドイツで小さいころに注意され
たことをしていることに気がつきま
す。しかし、それは当たり前なので
す。日本とドイツでは、子どもに対
しての注意やマナーが違います。初
めて日本に来て以来、この違いに気
づくことにより、少しずつ「なるほ
ど。日本ではこういうマナーなんだ」
と思い、日本でのマナーについて勉
強しています。問題は、ドイツでは
悪いマナーですが、日本では大丈夫
なものは比較的早く気づきますが、
日本では悪いマナーで、ドイツでは
大丈夫なことは気づくのがとても難
しいです。私は既に4年半日本に住
んだ経験がありますが、まだまだ全
てのマナーが分からず、日本で悪い
マナーだと思われることをしてしま
うことがあります。違いが分からな
いこともまだあり、感覚では、きっ
としないほうが良いだろうと意識し
ていますが、忘れることもあります。
例えば、たまに足を使って何かを動
かすことや足をゆすること、ファイ
ルなどを近いが隣ではないテーブル
に置く時に、きちんと立ってから置

くより、座ったまま体を伸ばして置
いたり、たまに軽く投げたりするこ
ともあります。もし、私が日本で生
まれ育てられたら、どのような注意
をされたのでしょうか。とても興味
深いです。
　もちろん外国へ旅行や留学をした
り、引っ越したりする時には「郷に
入れば、郷に従え」を基にし、でき
るだけその国のマナーに合わせま
す。しかし、人によっていくら頑張っ
ても慣れないこともあるかもしれま
せん。例えば、フランス人の知り合
いは小さい頃から強く「（麺などを）
すするな」と言われたので、麺をす
することがどうしてもできないよう
です。逆にその国の一部のマナーに
慣れすぎることもあります。私は日
本では鼻をすすることが大丈夫なこ
とに慣れてきて、ドイツに行っても、
頭を日本モードからドイツモードに
切り替えず、無意識的に鼻をすすっ
て、祖母に叱られることがあります。
　皆さんはドイツに行ったら、どの
ようなマナーの違いに気がつくので
しょうか。自分の子どもの頃と現代
では子どもが注意されることは変
わってきたでしょうか。

■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

■休日昼間診療
○犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡0₅₆₈︲₆2︲₈100
　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　℡0₅₆₈︲₈1︲1133
　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（0₅₆₈）

11月15日㊐
ハートクリニックさわだ�（犬山）
あいちせぼね病院� （犬山）

62-5556
20-9100

11月22日㊐
すみれ内科クリニック� （楽田）
松村クリニック� （犬山）

68-0025
61-1488

11月23日㊗
犬山駅西病院� （犬山）
こばやし眼科� （犬山）

61-2017
62-7278

11月29日㊐
村上内科� （犬山）
マザークリニックハピネス�（城東）

62-2201
63-4103

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表は、市ホームページ　　　　　　　　　　�を見てください。
※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。

■休日歯科診療　診療時間� 9：30〜11：30 
と  き 病・医院名 電話

11月15日㊐ 木下歯科� （扶桑） 0587-93-8161

11月22日㊐ 祖父江歯科� （楽田） 0568-67-9939

11月23日㊗ たきざわ歯科医院� （城東） 0568-61-5250

11月29日㊐ 羽根西ファミリー歯科�（扶桑） 0587-93-7669

※年間当番表は、市ホームページ　　　　　　　　　　�を見てください。
※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。
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「郷に入れば、郷に従え」…
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　日本に生息しているからニホンザ
ル、のどに大きな袋があるからフク
ロテナガザル。生物の名前はその生
物にどんな特徴があるのかを教えて
くれることがあります。今回は南米
館にいる「ハイイロウーリーモン
キー」を、名前からご紹介しましょ
う。ハイイロはそのまま、毛の色が
灰色っぽいことに由来します。では

ウーリーとはどういう意味でしょう
か。これはウール、つまりヒツジの
毛のような、ということです。でも
見た目はあまりヒツジらしくありま
せん。実際
には織物の
ビロードの
ように毛が
細かく「密
にはえている」のが特徴です。
　生物には日本語、英語など同じ種
でもいくつもの名前があります。し
かし言語によって名前が変わるのは
不便なもの。そこで生物には万国共
通で使う「学名」というラテン語の
名前が付けられています。種名看板
に書かれているのをご覧になったこ
とがあるのではないでしょうか。ハ
イイロウーリーモンキーの学名は�
Lagothrix�cana�ラゴスリックス・
カナといいます。ラゴスリックスに
はウサギの毛、カナには白とか灰色

といった意味があります。200年以
上前に名付けた人にはウーリーモン
キーの毛がウサギの毛のように感じ
られたのでしょう。
　ヒツジだったりウサギだったり、
人によって感覚は少しずつ違うもの
です。ここまで読んでいただいたあ
なたにはウーリーモンキーはどう見
えるでしょうか。ヒツジかウサギか、
はたまたまったく別のものかもしれ
ません。動物の毛の質感などは写真
や映像では伝えきれません。ぜひモ
ンキーセンターで実際の動物を見て
確かめてみてください。

犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

取り組み紹介
〜犬山中学校〜

　市内各中学校では、行事食の一環
として五節句を給食に取り入れてい
ます。節句は「季節が変わる節目の
日」のことを意味し、季節の変わり
目で体調を崩しやすいので、旬の食
材から生命力をもらい邪鬼をはらう
目的で各節句の料理があります。

　節句について、生徒がより関心を
もってくれるように給食だよりで紹
介し、 3年生の技術・家庭科では、
「食文化」を学ぶなど、給食と関連
付けて節句を伝え、給食が教材とし
て活用されています。継続して食べ

菊花は調理員が
手作業で摘みと
った花びらをす
まし汁に浮かべ
ました。

写真は昨年度のもの。例年冬休
み明けの給食開始日（本年度は
1月 7日）に提供されます。

重陽の節句献立（ 9月 9日に提供）

人日の節句献立

五節句
人日（じんじつ）の節句� 【 1 月 7 日】
上巳（じょうし・じょうみ）の節句�【 3 月 3 日】
端午（たんご）の節句� 【 5 月 5 日】
七夕（しちせき・たなばた）の節句�【 7 月 7 日】
重陽(ちょうよう)の節句（別名「菊の節句」）
� 【 9 月 9 日】
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納品時の菊花

さつまいもの
黄金煮

焼きなすの
みそかけ

ブリの
照り焼き

サバの
竜田揚げ

あいちの
大根葉
ごはん

変わり
七草汁

菊花の
すまし汁

栗ごはん

照り焼き

竜田揚げ

る体験をすることで、生徒が節句に
ついて関心をもつことを願っていま
す。
　今後も次代の食文化を担う生徒
が、和食の文化を伝承していけるよ
うな献立を提案していきたいと考え
ています。

ヒツジ？ウサギ？
ウーリーモンキーの毛の話

（公財）日本モンキーセンター
学術部 キュレーター     新宅勇太


