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催 し

カタリナさんの
ドイツ料理講座
台所からの国際交流

　「パスタかたつむり」（パスタ生
地を作り、その中にひき肉を入れ
て巻いた料理）、野菜ソース、デ
ザートを作ります。
日時　 4月19日㊐10：00〜13：00
場所　南部公民館 2階料理実習室
講師　市国際交流員
　　　カタリナ・カウフマン氏
対象　市内在住・在勤の人か犬山

国際交流協会会員

定員　先着25人
費用　1,200円（協会会員1,000円）
持物　エプロン、ふきん、密封容

器、筆記用具
申込・問合　 3月24日㊋〜 4月 3

日㊎に、件名「カタリナさ
んのドイツ料理講座」①氏
名②昼間に連絡がつく連絡
先③会員登録の有無（あれ
ば会員番号）を直接または
電話、ファックス、Eメー
ルで犬山国際交流協会事務
局（犬山国際観光センター
（犬山市民交流センター）
フロイデ 1階℡48-1355、
9：00〜17：00㊏㊐㊗第 2・
4㊊除くFax48-1356　Eメー
ルiia＠grace.ocn.ne.jp）へ

※ファックス、Eメールは返信を
確認してください。

東京大学犬山研究林
春のふれあい
自然観察会

日時　 4月11日㊏ 9：30〜12：00
場所　市民健康館　北玄関集合
※駐車場は第 3駐車場を利用して

ください。
定員　先着20人
※中学生以下のみでの参加や、乳
幼児同伴による参加は不可。
費用　 1人100円
持物　長袖、長ズボン、運動靴、

タオル、飲み物、ヘルメッ
ト（貸出可）

申込・問合　 3月16日㊊ 9：00から
　　　市役所 3階環境課（℡44-0
　　　345）へ

日本モンキー
センター特別展

●タンザニアの精霊・シェタニ
〜マコンデの彫刻と絵画〜
　霊長類研究を通じてつながりの
深いタンザニアに暮らすマコンデ
の人々の彫刻や絵画を展示します。
期間　 3月14日㊏〜 5月17日㊐
場所　日本モンキーセンター
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）�

犬山市民交流センターフロイデ（松本町四丁目21　℡61-1000）

休館日 第 2・ 4㊊、12月28日〜 1月 3日　※ 1階フロアは第 2・ 4㊊と12月28日も開館

開館時間 1 階は 8：30〜21：30、 2 階以上（貸館）は 9：00〜21：30、駐車場は 8：30〜21：45

会議室数 15会議室

貸館利用予約
申込開始日

市民…利用する月の 7か月前（営利目的の場合は 6か月前）�の月の初日
市民以外の人…利用する月の 6か月前の（営利目的の場合は 5か月前）の月の初日

入館団体情報
①犬山市観光協会（℡61-2825　Fax61-2512　㊏㊐㊗除く　 9：00〜17：00）
②犬山国際交流協会（℡48-1355　Fax48-1356　㊏㊐㊗第 2・ 4㊊除く　 9：00〜17：00）
③いぬやまe-コミュニティーネットワーク（℡62-1888　㊐㊗除く　 9：00〜17：00）
④適応指導教室「ゆう・ゆう」（℡・Fax63-0502　相談専用℡62-9911　㊏㊐㊗除く　 9：00〜17：00）
※電話・ファックス番号は移転前と変更ありません。相談専用電話は 4月 1日から利用可能。
⑤犬山市社会福祉協議会（℡62-2508　�Fax62-9923　㊏㊐㊗除く　 8：30〜17：15）
※電話・ファックス番号は移転前と変更ありません。
問合　地域安全課地域担当（℡44-0346）

犬山市民交流センターフロイデ
リニューアルオープン

　犬山国際観光センターフロイデは、 4月 1日㊌から犬山市民交流センターフロ
イデとしてリニューアルオープンします。会議室を 2部屋改修し、 1部屋新設、
1階北側には各種団体や個人が誰でも利用できる市民交流スペースを設けました。
交流や情報交換に、ぜひ利用してください。
　また 1階南側には社会福祉協議会と適応指導教室「ゆう・ゆう」が、福祉会館
の廃止に伴い移転します。

受付時間　 9：00〜17：00（毎週㊐、年末年始除く）

②つながる拠点「犬山市協働プラザ」

さまざまな人々で、アイデアとコミュニケーションを生む場

　協働プラザは市民活動の拠点施設として運営してきた市民活動支援センターの機能を移転し、新たなまちづく
りの拠点施設としてオープンします。分野を超えた人との出会い、さまざまなカタチで社会とつながるきっかけ
や、地域の資源が見つかる場所として、無料で利用できます。予約利用する場合には、市へ登録した市民活動団
体であることなど、一定の条件があります。
開館時間　 8：30〜21：30　休館��12月29日〜 1月 3日
運営業務受託者（予定）　いぬやま協働まちづくりコンソーシアム　ジョインいぬやま

①使用料、部屋の名称が変わり、部屋数も増設します
・使用料　市統一の算定方法により計算した結果、 4月 1日以降は平均で約14％減額となります。
・改修　 4階「特別会議室」（ソファ席）が「401会議室」（イス席）に。
　　　　 3階「円卓会議室」が「多目的室」（防音、ピアノ設置）に。
・増設　 2階自販機コーナーが「203会議室」に。自販機コーナーは 2階エレベーター前に移設します。

地域づくりを応援
・�市で平成29年度から取り組んできた地域資源バンク、フューチャーセッ
ション＠犬山を運営します。
・�「協力してくれる人を探したい」、「活動をどのようにPRしたらよいか」
など、市民活動や地域での活動に関する相談を受け付けます（予約制）。

申込・問合　協働プラザ（℡48-1221、Eメールinfo@inuyama-plaza.
　　　com）へ
※ 4月 1日㊌から利用できます。

グループの打ち合わせ、資料作成に
　自由にレイアウト変更が可能な
オープン空間の「市民交流スペー
ス」が無料で利用できます。印刷
機器（有料）や作業台を備えた
「ワーキングルーム」では、チラ
シや資料の作成が可能です。

協働プラザ

₁   階  平  面  図

地域安全課地域担当は 4月 1日㊌から地域協働課になります。

　新型コロナウイルス感染拡
大を受け行催事等の中止・延
期がありますので、開催につ
いては主催者へ問い合わせて
ください。市主催事業は市ホ
ームページ　ページ番号1006475
に掲載しています。

※広報犬山 3月 1日号17ページの
　ホームステイ事業は行いません
（詳細はB.ブリッジズ℡62-6016）。
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●聖火リレーの見どころ

①スタート（本町交差点）
華やかなファンファーレで聖火ラ
ンナーを送り出します。
〔演奏〕南部中・東部中の混成

⑤ゴール（犬山城）
城門内は入場制限を設けます。
※詳細は決まり次第、市ホームページ、市SNS、
広報犬山 4月 1日号等でお知らせしていきます。

③本町通り
通りの両側でランナーを
応援してください。

②どんでん館
中本町と鍛治屋町の車山 2輌が建
物前でリレーを盛り上げます。

④城前広場　

車山 8輌が並び、 4輌がからくりを披露します。
〔参加町内〕◎印がからくり披露予定
◎枝町・魚屋町・◎下本町・◎本町・練屋町・寺内町・余坂町・◎外町

・�このページの情報は 2月27日時点のものです。今後、変
更となる場合があります。
・�雨天時は事前プログラム・ウェルカムプログラムの内容
が中止か変更となる場合があります。
・�リレールート沿道は一部を除き指定エリア（道路両端）
で自由に観覧できます。
　除外エリア：�犬山城門内は入場制限、犬山城大手道は観

覧不可など
・�犬山城の一般観覧は 9：00〜12：00（入場は11：30）です。
聖火リレー観覧希望者も全員退出していただきます（こ
の時間に入場した人が城内で優先的に聖火リレーが見学
できるものではありません）。
・�交通規制の詳細は広報犬山 3月 1日号 6ページを見てく
ださい。

1

2

3

4

5

令和 2 年度 春季市民大会 問合　市体育協会
　　　�（℡54-1016　市勤労青少年ホーム 1階）

種目 開催日 会場 部門 参加料（支払い） 申込期限

少年軟式野球
4 / 4 ㊏〜 4 /18㊏ 木曽川犬山緑地　野球場 小学生、中学生 無料 3 /31㊋

※代表者会議　 3 /31㊋19：00勤労青少年ホーム

クレー射撃
4 / 5 ㊐

関国際射撃場
スキート 1種目200円

（当日） -
5 /10㊐ トラップ

ソフトテニス
4 / 5 ㊐（ 4 /26㊐）

山の田公園　テニスコート

一部（一般男子・高校生）
二部（女子・壮年）

1組400円
（当日）

3 /29㊐
4 /11㊏（ 4 /29㊗） 中学男子（団体・個人）

中学女子（団体・個人） 無料

サッカー
4 /12㊐〜 5 /10㊐
（雨天決行）

羽黒中央公園
多目的スポーツ広場

一般男子A 1チーム4,000円
（体協事務局） 4 / 3 ㊎

一般男子B（40歳以上）

※代表者会議　 4 / 8 ㊌19：30エナジーサポートアリーナ（市体育館）

テニス 4 /12㊐（ 4 /19㊐） 山の田公園　テニスコート 一般・壮年男子ダブルス
一般・壮年女子ダブルス

1組1,000円
（当日） 4 / 5 ㊐

バドミントン 4 /12㊐ エナジーサポートアリーナ
（市体育館）

一般男子ダブルス（ 1・ 2部） 1人600円
（当日） 3 /27㊎

一般女子ダブルス（ 1〜 3部）

弓道 4 /12㊐ 市弓道場 一般（男・女）
学生�（男・女）

1人�200円
（当日） 3 /27㊎

ソフトボール

4 /12㊐・19㊐
（ 4 /26㊐）

山の田公園野球場、
エナジーサポート㈱グラウンド 一般（男子） 1チーム4,000円

（代表者会議） 4 / 3 ㊎

5 / 9 ㊏（ 5 /30㊏） 山の田公園野球場 中学生女子 無料 5 / 2 ㊏

※代表者会議　 4 / 4 ㊏19：00勤労青少年ホーム

バスケット
ボール

4 /11㊏

エナジーサポートアリーナ
（市体育館）

中学生（男・女）
無料

-

5 / 9 ㊏ 小学生（男・女） 4 /19㊐

7 / 5 ㊐ 一般（男・女） 1人200円
（体協事務局） 5 /31㊐

※代表者会議　小学生は 5 / 2 ㊏19：00勤労青少年ホーム、一般は 6 /27㊏19：30エナジーサポートアリーナ（市体育館）。
※一般は 1チーム空調費1,000円（予定）

軟式野球
4 /19㊐〜 木曽川犬山緑地　野球場 一般 1部（A・B級）

一般 2部（C級・一般）
1チーム4,000円
（抽選会） 3 /29㊐

※代表者会議　 3 /29㊐19：00勤労青少年ホーム

柔道 4 /19㊐ 市武道館�柔道場
小学生（低・中・高学年） 無料

-
有段・段外・女子 1人200円（当日）

卓球 4 /19㊐ エナジーサポートアリーナ
（市体育館）

一般
（男子ダブルス・女子ダブルス） 1人200円

4 /12㊐
中学 3年（男・女）
中学 2年（男・女） 無料

バレーボール
4 /26㊐ エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
一般男子 1チーム3,000円

（当日）
4 /12㊐

5 /10㊐ 一般女子（ 1・ 2部） 4 /26㊐

グラウンド・
ゴルフ 5 / 9 ㊏（ 5 /11㊊） 木曽川犬山緑地

多目的グラウンド
ゴールド（男・女）、シルバー
（男・女）、ブロンズ（男・女）

1人500円
（体協事務局） 4 /17㊎

空手道 5 /24㊐ エナジーサポートアリーナ
（市体育館）

組手・形
（小学・中学 学年ごと）

1人1,500円
（当日） 5 / 7 ㊍

ハイキング 6 /14㊐ 車山・霧ヶ峰 一般（定員40人） 1人5,000円 5 /17㊐
9：00受付

バウンド
テニス 6 /21㊐ 市武道館　剣道場

ダブルス団体戦 1人300円（当日）
6 / 7 ㊐

ジュニア 無料

●コミュニティバス　一部運休
　東京2020オリンピック聖火リレー開催に伴う交通規制のため、開催地周辺の道路は渋滞が予想されます。
一部運休路線と区間　内田線　「犬山駅西口」バス停〜「駅前通り」バス停
※内田線「犬山駅西口」バス停から「犬山市体育館（エナジーサポートアリーナ）」バス停までの区間とその他
路線においては通常通り運行しますが、道路の渋滞に伴い遅延が発生する恐れがあります。ご迷惑をおかけしま
すがあらかじめご了承ください。
問合　地域安全課交通・防犯担当（℡44-0347） 地域安全課交通・防犯担当は 4月 1日㊌から防災交通課になります。

催 し

●タイムスケジュール/場所
10：30〜12：00/各町内→城前広場
　各町内から車

や

山
ま

8 輌（参加町内は右
の④参照）が順次集結します。
※10：30から聖火リレー周辺道路の交
通規制が開始されます。
12：40〜13：40/城前広場
　事前プログラムとして、車山 3輌が
からくりを披露します。
13：40〜14：00/本町交差点南
　市内中学校吹奏楽部が演奏します。
13：50〜14：15/城前広場
　ウェルカムプログラムとして、車山
1輌がからくりを披露します。

14：10/本町交差点
聖火リレーがスタート
　トーチに聖火を点灯し、聖火リレー
がスタートします。本町通りを北上し、
城前広場を目指します。
14：15〜14：25/城前広場
　中継地セレモニーとして、市長あい
さつ、トーチキスが行われます。
14：32/犬山城
聖火リレーがゴール
　最後のランナーが犬山城天守前でト
ーチを納火し聖火リレーが終了します。
〜16：30/城前広場→各町内
　中継地セレモニー閉会後、車山 8輌
が順次各町内に戻ります。
※16：30まで交通規制が続きます。

東京2020オリンピック聖火リレー
4 月 6 日㊊　14：10〜14：32

※写真はイメージです
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令和 2 年度犬山里山学センター講座
A.里山学センターボランティアスタッフ養成講座（全 8 回）

回 日時 場所 内容

1 4 月11日㊏

9：30

〜

15：00

里山学センター 春の観察と新芽の味わい、はじめの抱負

2 5 月 9 日㊏ 善師野里山園地 雑木林の生き方を知ろう（昼食は里山クッキング）

3 6 月 6 日㊏ 善師野里山園地 水生生物園を整備する（昼食は里山クッキング）

4 7 月11日㊏ 里山学センター 映像で学ぶ森の見方と感じ方、森のイメージ意見交換会

5 8 月29日㊏ 八曽ふれあいの森 ヒノキ間伐体験と丸太ベンチづくり

6 9 月19日㊏ 八曽ふれあいの森 ヒノキ人工林で自然を知る

7 10月17日㊏ 里山学センター 里山学センター周辺の生物風景づくり

8 11月14日㊏ 里山学センター 修了講義「里山活動で何を目指すか」、交流会（バーベ
キュー）、修了式

対象　18歳以上　　定員　15人　　持物　弁当（第 2、 3、 8回は不要）
費用　4,000円（受講料3,000円＋材料費1,000円、第 1回の講座日に支払ってください）

【共通】
申込・問合　 3月18日㊌〜29日㊐17：00（必着）に①講座名②氏名③年齢④郵便番号⑤住所⑥電話番号を明記し

直接またはファックス、はがき、Eメールで里山学センター（〒484-0094　塔野地字大畔364- 2 　℡・Fax
65-2121　Eメールsatoyama-gaku＠etude.ocn.ne.jp　㊊除く（㊗の場合は翌日） 9：00〜17：00）へ

※申し込み多数の場合は、抽選となります。電話での申し込みはできません。
※複数講座を申し込む人は、①に希望する全ての講座名を明記してください。
※天候により場所や内容の変更、時間を短縮する場合があります。

B.犬山八曽ふれあいの森
　春からのポールトレッキング講座　（全 2 回）
日時　①花の尾根コース
　　　　 4月29日㊗ 9：30〜12：00
　　　②沢の風景をたどる
　　　　 6月27日㊏ 9：30〜12：00
※雨天中止
集合　八曽亀割駐車場
対象　18歳以上
定員　20人　費用　無料

C.里山ウォッチング　（全 5 回）
　それぞれの季節の植物・鳥・昆虫などを観察しス
ケッチします。
日時　 4月16日、 5月21日、 6月18日、 9月17日、
　　　11月19日の㊍ 9：30〜14：30
場所　里山学センター、市内各所
対象　18歳以上
定員　10人
費用　2,500円
持物　弁当

前期公民館講座
対象　市内在住または在勤の18歳以上の人
受講料　 1講座　3,000円　（講座の初回に集金、材料費別）
※申し込み後のキャンセルの場合、材料費を負担していただくことがあります。
申込　 4月 9日㊍ 9：00から南部公民館 1階展示室 2・ 3へ
　　　① 9：00〜10：00　初心者の人を先着順に受け付けします。
　　　②10：00〜11：00　定員に満たない講座は経験者の人を先着順に受け付けます。
　　　③さらに定員に満たない講座は13：00〜17：00に 1 階事務所窓口および電話での申し込みを受け付けます。
　　　（定員に満たない場合は 4月14日㊋17：00まで受け付け）
問合　南部公民館　（℡68-0834　㊊休館）

●南部公民館
講座名・期間など 時間・場所・講師・定員・材料費・持物

手作りパン
4 月24日〜 9月 4日
（全 8回㊎）

手こねを学び、毎回 2種類のパンを作ります。
時間　 9：30〜13：00　場所　料理実習室　講師　寺沢有規　定員　24人　材料費　7,000円
持物　エプロン、ふきん（パン用 2枚、手拭き・台拭き用各 1枚）、持ち帰り用袋

リフレッシュ・ヨガ
4 月15日〜 9月16日
（全10回㊌）

初心者も安心して参加できます。ゆっくりポーズを行います。
時間　10：00〜11：30　場所　和室　講師　太田和世　定員　20人　材料費　無料
持物　動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、飲み物

健康太極拳
4 月15日〜 9月 2日
（全10回㊌）

床・立位ストレッチ、八段錦（気功法）、足の運びに手の動作をつけて練習など行います。
時間　13：15〜15：00　場所　展示室 1　講師　西代晃子　定員　20人
材料費　無料　持物　動きやすい服装、汗ふきタオル、底が厚くないシューズ、飲み物

うたごえ教室
4 月18日〜 9月 5日
（全 6回㊏）

声を出すことでストレス発散や気分転換に！お腹から歌って、笑って、良いことがいっぱい！
時間　10：00〜11：30　場所　講義室　講師　植村亞矢　定員　25人
材料費　2,000円　持物　筆記用具、飲み物、「歌はともだち」（初参加者に配布）

旬の食材を使った
ヘルシー料理
4 月23日〜 9月10日
（全10回㊍）

和食、洋食、中華料理をローテーションして 3品とデザートを作り、楽しく会食します。
時間　 9：30〜13：00　場所　料理実習室　講師　田中貴久枝　定員　16人
材料費　7,500円　持物　エプロン、ふきん、手拭き、筆記用具

おしゃれ園芸
（ガーデニング）
4 月24日〜 9月18日
（全 6回㊎）

「花は暮らしのアクセサリー」をコンセプトにコンテナガーデンを楽しみます。
時間　10：00〜12：00　場所　講義室　講師　安藤祥子　定員　20人
材料費　初回3,500円（ 2回以降 1講座3,500〜4,000円程度）
持物　手袋（園芸用か使い捨て）、わりばし、レジャーシート、ハサミ

季節を楽しむ
お菓子作り
4 月22日〜 9月16日
（全 6回㊌）

季節の行事のものや旬のフルーツで洋・和菓子を作ります。紅茶と台湾茶の実習もあります。
時間　10：00〜13：00　場所　料理実習室　講師　山田章子　定員　20人
材料費　4,800円　持物　エプロン、持ち帰り容器

俳句（入門編）
4 月22日〜 9月 9日
（全 8回㊌）

初心者向けのやさしい俳句入門講座です。名句鑑賞と実作を通して俳句を学びましょう。
時間　10：00〜12：00　場所　講義室　講師　宮地瑛子　定員　16人
材料費　無料　持物　筆記用具

やさしい初歩の日本画
4 月17日〜 9月11日
（全 6回㊎）

絵を描く用具から美しい線の描き方の基礎・基本を学びます。色紙を 3点製作予定。
時間　10：00〜12：00　場所　講義室　講師　伊藤恵以知　定員　20人
材料費　500円　持物　スケッチブック、筆記用具

●塔野地公民館

リラックス・ヨガ
4 月21日〜 9月15日
（全10回㊋）

呼吸に合わせて簡単な運動ポーズを行います。初心者でも大丈夫です。
時間　10：00〜11：30　場所　和室　講師　大原祐美加　定員　20人　材料費　無料
持物　動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、飲み物

募 集

いっしょに活動しませんか。
〜ボランティアスタッフ歴14年　福田秀雄さんより〜
　もともと山や自然が大好きで、山歩きを趣味としていました。
　何か自然への恩返しができないかと受講したのがきっかけです。
　ボランティアスタッフとして活動する中で、いつも新しい発見が
あり、今では犬山の自然の魅力にすっかりハマっています。
　親子対象の講座などで、子どもたちの喜んでいる姿を見られるの
も大きなやりがいのひとつですよ。

lgclt0575
矩形

lgclt0575
テキストボックス
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、この募集は中止となりました。
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健 康

採用種目 自衛隊一般曹候補生 自衛隊幹部候補生（一般）

応募資格 採用予定月現在、
18歳以上33歳未満の人

令和 3年 4月 1日現在、日本国籍の22歳以上26歳未満の人
※大学院の修士課程修了者（令和 2年学位取得見込みを含む）にあっ
ては28歳未満の人

試験期日 1 次試験　 5月23日㊏ 1次試験　 5月 9日㊏・10日㊐（10日は飛行要員希望者のみ）
受付期間 5 月15日㊎まで 5月 1日㊎まで
採用時期 令和 3年 3月下旬から 4月上旬 申込・問合 自衛隊愛知地方協力本部　小牧分駐所（℡73-2190）へ

自衛官採用案内

チャレンジ農業講座（全 4 回）　〜あなたも農業始めませんか〜
　農業（農作物栽培）を始めるための基礎知識を学べる農業講座を開設します。
　農業を始めたい人、農作物を販売してみたい人、もう一度農業の基礎を学んでみたい人はぜひ受講してください。

日時 場所 内容
4 月 9 日㊍ 10：00

〜

11：30

市役所 2階202・203会議室 春・夏野菜の栽培について
7月30日㊍ 市役所 2階205会議室 秋・冬野菜の栽培について
11月20日㊎ JA愛知北�犬山支店 農薬の基礎知識

令和 3年 2月 4日㊍ 市役所 2階205会議室 肥料と土づくり

講師　JA愛知北職員ほか　　対象　市内で農業を始めたい人、農業をやっている人
定員　20人（定員を超えた場合は抽選）　　費用　無料
申込・問合　 3月31日㊋までに市役所 3階産業課（℡44-0341）へ（電話可）

堀部邸の利用・見学
を再開

　保存修理工事中だった木之下城
伝承館・堀部邸は、 3月20日㊗よ
り利用・見学が可能となります。
　玄関と 2階の壁が塗り替えによ
りきれいになりました。伝統工法
を用いた修理の様子は、市ホーム
ページに掲載しています。
開館時間　10：00〜16：00
休館日　㊊㊋
　　　　（㊗の場合は翌平日休館）
観覧料　無料
問合　・利用・見学について
　　　木之下城伝承館・堀部邸内
　　　�NPO法人古代邇波の里・

文化遺産ネットワーク
　　　（℡90-3744）
　　　・その他のことについて
　　　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）

4 月 1 日からの
コミュニティバス

●栗栖・富岡線の一部路線変更
　「継鹿尾」と「寂光院口」のバ
ス停を移設し一部路線を変更しま
す。ダイヤ（時刻）の変更はあり
ません。
　対象路線の各バス停には変更点
を事前に掲示します。
運行開始日　 4月 1日㊌〜
● 6 か月間有効のパス券を販売
　コミュニティバス全線で 6か月
間使用できます。
販売開始日　 4月 1日㊌
販売場所　市役所 3階防災交通課
販売金額　大人13,000円（85歳以

上は6,500円）、
　　　小人（小学生）6,500円

※一部路線変更とパス券について
の詳細は 4月 1日発行の回覧、
「コミュバス通信〜第 8号〜」を
見てください。
問合　地域安全課（℡44-0347）

どんでん館
2 階活動室年間利用

　中本町まちづくり拠点施設（ど
んでん館）ではコミュニティ団体
とまちづくり団体の活動支援を
行っています。
　 4人程度の会議ができるスペー
スのある 2階活動室を、使用する
年度または月の始めから年度末ま
で、一括して使用を許可していま
す。希望する団体は、使用申請し
てください。
利用可能時間　 9：00〜21：30
申込・問合　所定の申請書、使用

者名簿、令和元年度活動報
告、令和 2年度活動計画を
市役所 3階歴史まちづくり
課（℡44-0354）へ

地域安全課交通・防犯担当は
4月 1日㊌から防災交通課に
なります。

長寿社会課は 4月 1日㊌から高
齢者支援課になります。

13〜16ページに成人保健事業の年間予定を紹介しています。
広報を読み終わった後も保存版として活用してください。

高齢者・障害者
タクシー利用券の
交付開始

　高齢者や障害者の外出支援とし
て、タクシー料金の基本料金相当
額を助成しています。助成を受け
るには、毎年申請が必要です。令
和 2年度の交付を希望する人は申
請してください。どちらにも該当
する人はどちらかを選んで申請し
てください（併給はできません）。
※いつでも申請できますが、申請
する月によって、交付枚数が異な
ります。
交付開始日　 3月23日㊊ 8：30〜

●満85歳以上の人（最大28枚）
場所　市役所 1階長寿社会課
※本年度高齢者タクシー利用券の
交付を受けている人は各出張所で
も申請できます。

持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝× 3
㎝） 1枚

問合　長寿社会課（℡44-0325）

●障害者（最大48枚）
　身体障害者手帳 1級・ 2級、療
育手帳A判定、精神障害者保健福
祉手帳 1級のいずれかを所持し、
各種自動車税の減免を受けていな
い人が対象です。
場所　市役所 1階福祉課
持物　印鑑、障害者手帳
問合　福祉課（℡44-0321）

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」など、本人の
悩みの相談の他、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　 4月 1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　 3月30日㊊までに市民健康館（℡63-3800）へ

ちょこっと歩こう犬山
　健康づくり推進員と一緒に歩いてみませんか。
日時　 4月 8日㊌10：00〜（約 1時間）
集合　市民文化会館第 2駐車場西側（旧プール側）
場所　五条川コース
費用　無料　　持物　飲み物
※歩きやすい服装で来てください。
※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。
問合　市民健康館（℡63-3800）

4 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

15日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

犬山薬局
薬剤師
江畑容子氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

11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

㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00
市民健康館（要予約、電話相談可）

④歯科衛生士による
　歯科相談

㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00
保健センター（要予約、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）

▲見本

写��
真
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道の駅エリア基本計画に関する説明会
　道の駅エリアは、市内に新たな活力、魅力を創り出すことを目指して
策定された「新たな都市拠点及び交流エリア基本構想（平成30年 6 月）」
に掲げられ、本年度は「犬山市道の駅エリア基本計画」が策定されました。
これは今後の道の駅整備等に関する基本的な考え方となるものです。
　道の駅エリアに関するこれまでの経緯、基本計画の内容、今後の進め
方について説明します。
※全日とも説明内容は同じです。

日時 場所
3 月24日㊋ 19：00〜20：00 南部公民館 1階展示室
3月25日㊌ 19：00〜20：00 楽田ふれあいセンター多目的ホール
3月26日㊍ 19：00〜20：00 市民健康館 1階交流ホール
3月27日㊎

10：00〜11：00 市役所205会議室
3月28日㊏

※会場の都合上、満席の場合は入場できません。
問合　都市計画課（℡44-0330）

固定資産の評価額の縦覧
固定資産課税台帳の閲覧

　固定資産の評価額の縦覧とは、固定資産税の納税義務者が自己の土地・
家屋の評価額と、他の土地・家屋の評価額とを縦覧帳簿を見ることで比
較することができる制度です。
　なお縦覧期間中は、自己の固定資産課税台帳を無料で閲覧できます。
日時　 4月 1日㊌〜30日㊍ 8：30〜17：15（㊏㊐㊗除く）
場所　市役所 1階税務課
必要書類　身分証明書
※納税者が法人の場合は委任状が必要です。委任状の形式は問いません。
様式が必要な場合、市ホームページからダウンロードできます。
問合　税務課（℡44-0315）

宝くじ助成金で整備
　宝くじの社会貢献広報事業「一般コミュニティ助成事業」助成金を活
用して、城東小学校区コミュニティ推進協議会に発電機、簡易物置、太
鼓などの備品整備を行いました。
　一般財団法人自治総合センター
では、地域文化の振興、コミュニ
ティ活動支援などをはじめ、地域
振興のための事業を通じて、宝く
じの普及広報のために各助成事業
を行っています。
問合　地域安全課（℡44-0346）

プレミアム付商品券　販売・使用期間が終了間近です
　所得の少ない人や子育て世帯を対象と
したプレミアム付商品券は下記までに使
用してください。
販売期限　〜 3月22日㊐
使用期限　〜 3月31日㊋
※期限を過ぎると商品券の使用ができま
せん。
※使用可能店舗等詳細は、購入引換券に
同封のチラシもしくは犬山商工会議所
ホームページ（https://www.inuyama-
cci.or.jp/premium6/）を見てください。

消費者トラブルに
気をつけて

えっ！通信販売はクーリング・オ
フできないの？
　ネット通販で靴を購入した。サ
イズが小さかったので交換を希望
したが、合うサイズがなく「返品
はできない」と言われた。注文前
に「返品できない」との表示は目
に入らなかった。クーリング・オ
フできないのか。� （80代男性）
アドバイス
　通信販売にはクーリング・オフ
制度はありません。返品について
は事業者が決めた特約（返品特約）
に従うことになります。「返品特
約」が定められていない場合、商
品を受け取った日を含めて 8日以
内であれば、消費者が送料を負担
し返品できます。
　通信販売では規約などで返品が
できるかどうか、必ず表記されて
います。商品等を購入する際は、
事前に返品の可否とともに返品・
交換が可能な場合の条件などをよ
く確認しましょう。

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　 3月27日㊎
　　　※通常は毎月第 3㊎
　　　（㊗除く）
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

問合　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）

「世帯主じゃなくても交換できました」
　世帯主の主人あてで購入引換券が届いたので、商品券への交
換も主人本人にしかできないと思いましたが、私でも交換がで
きました。使用期限まであとわずか
ですが、子どものための用品
に使いたいと思って
います。

子育て世帯

▲
ひろみさん　

ゆうとくん、ゆいかちゃん　

国民健康保険の異動は14日以内に手続きしてください

手続きが必要なとき 持物のほかに必要なもの

就職し、職場の健康保険に入ったとき 勤務先の健康保険証、国民健康保険証

退職し、職場の健康保険の資格がなくなったとき 健康保険資格喪失連絡票［注］

健康保険の扶養として認定されたとき 健康保険証、国民健康保険証

健康保険の扶養から外れ保険がなくなったとき 健康保険資格喪失連絡票［注］

健康保険を任意継続した人で、期間が終了するとき
（任意継続保険証を返却する前に手続きが必要）

・期間満了まで継続の人…任意継続の保険証
・期間満了前に資格を喪失し国保加入する人
　…健康保険資格喪失連絡票［注］

修学のため家族と離れて下宿や寮などに住むことに
なったときや、在学期間が延長したとき 在学証明書か学生証（写し可）、国民健康保険証

修学のため家族と別の保険証を受けていた人が修学
を終えたとき 修学者用国民健康保険証

［注］健康保険資格喪失連絡票とは、国民健康保険の加入日（健康保険の資格喪失日）を確認する書類です。離
職（退職）証明ではありません。離職（退職）証明と同じく会社から交付されるものです。会社に用紙が無い場
合は、市役所1階保険年金課国民健康保険担当、各出張所または市ホームページにあります。
問合　保険年金課（℡44-0327）

　国民健康保険（国保）は、病気やけがをした時の医療費を助け
合う制度です。市内に住所がある人で、職場の健康保険に加入し
ている人を除く全ての人が加入する制度です。
　 3月と 4月は、就職や退職、入学、卒業など国保の資格の異動
が多い時期です。異動のあった場合は必ず14日以内に国保の届け
出を行い、保険証の交付や訂正、返却の手続きをしてください。
　手続きを忘れたり遅れたりすると、医療費の保険給付が受けら
れない、国保税をさかのぼって支払うなど不利益を受けることが
あります（加入者本人以外でも手続きできますが委任状が必要な
場合があります）。

持物　印鑑、運転免許証など本人確認
書類、マイナンバーカードまた
は通知カード

※国民年金の手続きも同時にするた
め、年金手帳も持ってきてください。

　道の駅エリアは、市内に新たな活力、魅力を創り出すことを目指して
策定された「新たな都市拠点及び交流エリア基本構想（平成30年 6 月）」
に掲げられ、本年度は「犬山市道の駅エリア基本計画」が策定されました。
これは今後の道の駅整備等に関する基本的な考え方となるものです。
　道の駅エリアに関するこれまでの経緯、基本計画の内容、今後の進め
方について説明します。
※全日とも説明内容は同じです。

日時 場所
3 月24日㊋ 19：00〜20：00 南部公民館 1階展示室
3月25日㊌ 19：00〜20：00 楽田ふれあいセンター多目的ホール
3月26日㊍ 19：00〜20：00 市民健康館 1階交流ホール
3月27日㊎

10：00〜11：00 市役所205会議室
3月28日㊏

※会場の都合上、満席の場合は入場できません。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、この
催事は延期します。延期後の日程等詳細は
決まり次第広報犬山等でお知らせします。
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健 康

相 談

子 育 て

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

「帯
たい

状
じょう

疱
ほう

疹
しん

」
　「帯状疱疹」という病気を知っ
ていますか？神経組織の中に隠れ
ているウイルスが、突然暴れだし、
その神経の走行に沿って痛みと皮
膚に赤い発疹や小さな水ほうなど
ができる病気です。体の中を走っ
ているどの神経にも発症する可能
性があり、胸や背中、腹、顔によ
く出るのが特徴です。高齢者や疲
労・ストレスのたまっている人、
抵抗力が落ちている人などが発症
しやすいといわれています。
　顔のあたりでは、上あごと下あ
ごの神経の走行に沿って帯のよう
に現れます。片側に現れることが
多く上下唇や舌に現れることもあ
ります。最初は「発疹」で、次に
「水ほう」になり、それが破れる
と「びらん」や「潰

かい

瘍
よう

」に変化し
ていきます。
　発見が遅れると、治るのに時間
がかかりますので、早期発見、早
期治療が大事となってきます。
　口内炎だと思っていたものがな
かなか治らない場合、帯状疱疹の
可能性もあるので、かかりつけの
歯科医院へ相談してください。

県立名古屋盲学校
教育無料相談

　見えにくい、見えないなど見え
方が気になる子どもの教育相談や
社会人の相談を行っています。
申込・問合　県立名古屋盲学校

（名古屋市千種区北千種一
丁目8-22　℡052-711-0009

　　　9：00〜16：30㊏㊐㊗除く）へ

ふぁみりー教室
　子どもの月齢に合わせた取り分
け離乳食を作ってみませんか。
日 時　 4月23日 ㊍ 9：30〜12：30

（受付 9：15〜）
場所　保健センター
内容　大人ごはんと取り分け離乳

食の調理実習、子どもとふ
れあい遊び

対象　子どもが 7か月〜 1歳頃の家族（母子や父子での参加も可）
定員　16組
費用　大人 1人500円（当日集金）
持物　母子健康手帳、お茶、エプロン、おんぶひも、手拭きタオル
申込・問合　 3月23日㊊〜 4月16日㊍に保健センター（℡61-1176）へ

産前産後期間の
国民年金保険料が
免除されます

　申請により出産した月の前月か
ら 4か月間（多胎妊娠の場合は出
産した月の 3か月前から 6か月間）
国民年金保険料が免除されます
（平成31年 3 月31日以前の期間は
免除の対象外）。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。
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

※国民年金第 1号被保険者とは自
営業、学生、無職などの人です。
持物　年金手帳、免許証などの身

分確認証、出産前に申請す
る場合は母子健康手帳

申込　出産予定日の 6か月前から
市役所 1階保険年金課か各
出張所へ

問合　保険年金課（℡44-0328）
　　　一宮年金事務所国民年金課
　　　（℡0586-45-1418）

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）

保存版 ※広報を読み終わったあとも保存してください。

申込・問合　市民健康館（℡63-3800）
◆内容・時間等を変更することがあります。詳細はその都度、広報犬山を確認してください。
◆各事業に参加する時は、健康手帳を持ってきてください（その他持物は、その都度広報犬山に掲載します）。

令和 2 年度　成人保健事業のお知らせ

事業名 日時 場所 申込 内容

節目の人の
骨密度チェック

費用　300円

7 月17日㊎ 9：30〜11：30 市民健康館 6月22日㊊〜 令和 2年度に40歳、45歳、50歳、
55歳、60歳、65歳、70歳に達する
女性優先の骨密度チェックで
す。（下記骨密度チェックと同
じ内容）

令和 3年
3月� 1 日㊊ 9：30〜11：30 市役所 令和 3年

2月� 8 日㊊〜

骨密度チェック

費用　300円

5 月26日㊋ 9：30〜11：30 市民健康館 5月11日㊊�〜

骨密度の低下を超音波で簡単
に調べてみませんか。素足のか
かとで測定します。
対象　市内在住の20歳以上の人
定員　50人　
※過去 1年以内に受けたこと
のある人は受けられません。
※時間は受付順です。指定はで
きません。

7月17日㊎ 9：30〜11：30 市民健康館 6月29日㊊〜

9月10日㊍ 9：30〜11：30 南部公民館 8月24日㊊〜

11月� 1 日㊐ 9：30〜11：30 市民健康館 10月12日㊊〜

12月14日㊊ 9：30〜11：30
楽田ふれあい
センター
（予定）

11月24日㊋〜

令和 3年
3月� 1 日㊊ 9：30〜11：30 市役所 令和 3年

2月15日㊊〜

体力チェック

費用　無料

5月27日㊌ 10：00〜11：30 市民健康館 5月13日㊌〜

握力、柔軟性、バランス力等の
測定を行います。
※一部測定項目が変更されま
した
対象　市内在住の20歳以上の人

9月� 8 日㊋ 10：00〜11：30
楽田ふれあい
センター
（予定）

8月21日㊎〜

令和 3年
1月25日㊊ 10：00〜11：30 市役所 令和 3年

1月12日㊋〜

今日からできる！
ウオーキング講座

費用　無料

5月12日㊋ 10：00〜11：30 市民健康館 4月23日㊍〜
「面白い！できる！納得！」
のウオーキング講座です。
定員　25人
対象　市内在住の人

9月 1日㊋ 10：15〜11：45

エナジー
サポート
アリーナ
（市体育館）

8月12日㊌〜

体力に自信がない
人のための筋力ト
レーニングルーム
（全 6回）�

費用　1,800円
（初回に集金）

前
期

6 月 3・10・24日、
7月 1・8・15日
の㊌

13：30〜15：00 市民健康館 4月22日㊌〜
5月13日㊌

筋力を維持したいシニア向け
の筋力トレーニングです。
対象　市内在住の65歳以上の人
（受講したことのない人を優先）

定員　25人
後
期

10月13・20・27日、
11月17日、
12月 1・8 日の㊋

13：30〜15：00 市民健康館 8月26日㊌〜
9月16日㊌

　新型コロナウイルス感染拡
大を受け、 3月31日まで毎週
火曜日の母子健康手帳説明会
を中止とさせていただきます。
　母子健康手帳の交付は随時
（㊏㊐㊗除く）個別対応させ
ていただきますので、保健セ
ンターへ事前に電話してくだ
さい。
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事業名 日時 場所 申込 内容

初心者のための
運動講座
〜いつまでも若々
しく〜
（全 9回）

費用　2,700円
（初回に集金）

前
期

6 月
5・12・19・26日、
7月
3・10・17・31日、
10月30日の㊎

13：30〜15：00

エナジー
サポート
アリーナ
（市体育館）

・初めて受講する人
5 月 8 日㊎〜
6月 2日㊋

・受講したことがある人
5 月15日㊎〜
6月 2日㊋

初心者向けの運動講座です。ス
トレッチや椅子を使った運動、
ウオーキングなど自宅でもで
きる運動を健康運動指導士が
教えます。
対象　�市内在住の65歳以上の

人（受講したことのない
人を優先）

定員　25人

後
期

9 月
4・11・18・25日、
10月
2・9・16・23日、
令和 3年
1月22日の㊎

13：30〜15：00

エナジー
サポート
アリーナ
（市体育館）

・初めて受講する人
8 月 7 日㊎〜
9月 1日㊋

・受講したことがある人
8 月14日㊎〜
9月 1日㊋

健康講座
【骨強化・

　ロコトレ編】

費用　300円

4 月22日㊌ 10：00〜11：30

市民健康館

4月 8日㊌〜

骨粗しょう症、ロコモティブシ
ンドローム（運動器症候群）、メ
タボリックシンドローム予防
の運動をします。
定員　各日20人
対象　市内在住の人

6月16日㊋ 10：00〜11：30 6 月 1 日㊊〜

8月20日㊍ 10：00〜11：30 8 月 3 日㊊〜

10月16日㊎ 10：00〜11：30 9 月30日㊌〜

11月12日㊍ 10：00〜11：30 10月26日㊊〜

令和 3年
2月16日㊋ 10：00〜11：30 令和 3年

2月 1日㊊〜

健康講座
【脂肪燃焼編】

費用　300円

5 月13日㊌ 10：00〜11：30

市民健康館

4月27日㊊〜

令和 3年
2月 2日㊋ 10：00〜11：30 令和 3年

1月13日㊌〜

生き活き栄養講座

費用　無料

令和 3年
1月29日㊎

10：00〜11：30 市民健康館

令和 3年
1月 8日㊎〜

管理栄養士による講義と栄養
バランスチェックです。
1月は脂質異常、2月は高血圧
がテーマ
対象　市内在住の人2月17日㊌ 1月22日㊎〜

チャレンジおやこ運動塾
　親子で楽しみながら体を動かしましょう。
日時　 5月15日㊎10：00〜11：30　　場所　市民健康館
対象　市内在住の 2〜 3歳の子どもとその親
定員　20組　　費用　 1組300円　　申込開始日　 4月28日㊋

イスに座って初心者エアロビ
　初心者でも簡単にできるシニア向けのエアロビクスです。
日時　 8月27日㊍10：00〜11：30　　場所　市民健康館　　対象　市内在住の65歳以上の人
定員　25人　　費用　300円　　申込開始日　 8月11日㊋

健康づくり推進員事業

健康体操

ちょこっと歩こう犬山　　　　　　　　　　　　　　　　　季節を感じながら、自然の中を一緒に歩きませんか？
時間　10：00〜（ 1時間程度）
費用　無料　　持物　飲み物　　申込　不要　　※当日 8：30時点で雨天の場合は中止

コース 集合場所 コース 集合場所

5 月13日㊌　ひばりヶ丘コース ひばりヶ丘公園駐車場 11月25日㊌　成田山コース 成田山明王門南東砂利駐車場

6月 5日㊎　木曽川緑地コース 木曽川犬山緑地公園子供広場 12月 4 日㊎　青塚古墳コース 青塚古墳駐車場

7月 3日㊎　今井コース 市民健康館第 1駐車場 2月 2日㊋　天道宮神明社コース 市民健康館第 1駐車場

10月 6 日㊋　桃太郎コース 桃太郎公園河川敷駐車場 3月10日㊌　城下町コース 犬山駅東口からくり時計前

　　　　　　　　途中入退室OK！気軽に参加できる 4人の講師による体操講座です。
　　　　　　　　場所　市民健康館　　持物　室内用運動靴、飲み物　　費用　300円　　申込　不要
●ゆったりストレッチ体操　（音楽に合わせ全身を使ったストレッチ体操です。）　時間　 9：30〜11：00

4 月 5 月 6 月 ₇ 月
8 月〜10月は
ありません　

11月
12月〜令和
3年 2月は
ありません

3 月

9 日㊍・
23日㊍ 14日㊍ 11日㊍・

25日㊍ 9日㊍ 26日㊍ 11日㊍・
25日㊍

●たのしい体操　（これから運動を始めたいという人におすすめの体操です。）　時間　 9：30〜11：00

4 月21日㊋ 6月 9日㊋ 7月14日㊋ 令和 3年 2月 9日㊋ 令和 3年 3年23日㊋

●リフレッシュ体操　（軽快なリズムに合わせてカラダを動かします。）　時間　13：30〜15：00
4 月 5 月 6 月 ₇ 月

8 ・ 9 月は
ありません

10月 11月
12月・令和
3年 1月は
ありません

2 月 3 月

17日㊎ 15日㊎ 3日㊌・
19日㊎

1日㊌・
17日㊎ 16日㊎ 4日㊌・

20日㊎
3日㊌・
19日㊎

3日㊌・
19日㊎

●のんびり体操　（楽しい対話をしながらじっくりと関節等を伸ばす体操です。）　時間　13：30〜15：00
4 月 5 月 6 月 ₇ 月

8 〜10月は
ありません

11月
12月・令和
3年 1月は
ありません

2 月 3 月

21日㊋・
28日㊋ 26日㊋ 16日㊋・

23日㊋ 21日㊋ 17日㊋ 16日㊋ 16日㊋・
23日㊋

講師古谷さん（健康運動指導士）より
　子どもの力ってすごいんですよ。ハイ
ハイ競争やみんなで力比べをします。お
母さんはエアロビでリフレッシュできま
すよ。

さら・さくら会事業
さら・さくら会ウオーキング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　自然あふれる市民健康館周辺を一緒に歩きましょう。申し込みはいりません。誰でも参加できます。
日時　毎月第 2・ 4㊌ 9：30〜（ 1時間程度、雨天中止）　　集合　市民健康館正面玄関前　　費用　無料

らくらく体操
　イスに座ってできる肩こり・腰痛・膝痛予防の体操です。自宅でも継
続して行えるようポスターをお渡しします（地域の団体には、貸し出し
用のDVDもあります）。
時間　 9：30〜10：30（令和 3年 1月29日㊎のみ13：30〜14：30）
場所　市民健康館　　費用　100円　　持物　飲み物　　申込　不要

4 月 5 月 6 月 ₇ 月
8 ・ 9 月は
ありません

10月 11月 12月 3 年 1 月 2 月 3 月

10日㊎・
24日㊎

8日㊎・
22日㊎

12日㊎・
23日㊋

10日㊎・
21日㊋

23日㊎ 13日㊎・
27日㊎

4日㊎・
15日㊋

19日㊋・
29日㊎

5日㊎・
26日㊎

12日㊎

（上段の日付）　らくらく体操とフットケアを行います。
（下段の日付）　らくらく体操と脳トレを行います。
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市 税 等
納 期 限

時間外受付 水道緊急時警察署だより

　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 3月31日㊋

国民健康保険税 10期

介護保険料 12期

後期高齢者
医療保険料 8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
3 /17㊋、4 / 7 ㊋・21㊋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
3 /22㊐、 4 /12㊐ 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
（3/22㊐はマイナンバーカードの
交付は行いません）
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2 ・第 4 日曜日
3 /22㊐、 4 /12㊐ 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）

松本爽博遺作展
爽秋会作品展

日 時　 3月25日㊌〜29日㊐ 9：00
〜16：30（初日13：00から、
最終日15：00まで）

場所　南部公民館 1階展示室 1
内容　日本画、水墨画作品の展示
問合　吉田（℡62-2321）

市老連写真部
フォト写

し ゃ

憧
ど う

の会
第3₅回作品展

　今回は会員15人の個性豊かな作
品（風景・花・スナップ・祭りな
ど）を展示します。
日時　 3月20日㊗〜31日㊋
　　　 9：00〜17：00
　　　（最終日は15：00まで）
場所　市役所 1 �階市民プラザ
問合　加藤（℡61-0020）

木もれ陽＠犬山
LGBTQお茶会

　LGBTQ（セクシャルマイノリ
ティ）当事者向けののんびりお
しゃべりを楽しむ会です。ALLY
（理解者）の人も歓迎。途中入退
室もOK。
日時　 3月29日㊐13：00〜16：45
場所　余遊亭�和室 1・ 2
費用　300円（高校生以下100円）
問合　清水（℡090-8595-1611）

食の改善推進員事業
選んで楽しく健康レストラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　食品サンプルから自分の食べたメニューを選んでセンサーに乗せると、簡単にカロリーや栄養成分が分かりま
す。より良い栄養バランスになるよう、食の改善推進員がアドバイスします。
場所　市民健康館（令和 3年 3月 1日㊊のみ市役所 2階205会議室）
費用　無料　　申込　不要

「さら・さくら会」・「健康づくり推進員」・「食の改善推進員」は市民健康館で活躍するボランティアです。
　市民健康館における健康づくりイベントや講座を企画している「さら・さくら会」、らくらく体操や脳トレ
など市民の健康づくりを推進する活動をしている「健康づくり推進員」、乳幼児から高齢者まで各世代の食生
活をサポートする活動をしている「食の改善推進員」は新メンバーを募集しています。
※「健康づくり推進員」・「食の改善推進員」は養成講座を受講する必要があります。養成講座の詳細は募集時
に広報犬山に掲載する予定です。
問合　市民健康館（℡63-3800）

料理教室
場所　市民健康館1階調理実習室　　持物　筆記用具、エプロン、三角巾やバンダナ、手拭きタオル

事業名 日時 申込 内容

シニア料理教室 11月17日㊋ 9：45〜13：30
10月22日㊍〜
11月 9 日㊊

料理を始めるきっかけや健康づくり
のための料理教室です。
対象　市内在住のシニア世代の人
定員　16人　　費用　600円

中高年男性の
料理入門
（全 5回）

前
期

5 月22・29日、
6月12・26日、
7月10日の㊎

9：45〜13：30
4 月22日㊌〜
5月14日㊍

初心者の男性向けの料理教室です。お
米の炊き方やだしのとり方などから
始めます。
対象　市内在住の人
　　　（初めて受講する人のみ）
定員　16人
費用　�材料代実費、初回は1,100円程

度�（ 5 回分の米、調味料、消耗
品代込）、2 〜 5回は各600円程
度

後
期

令和 3年
2月 2日㊋・10日㊌・
　　16日㊋
3月 2日㊋・9日㊋

9：45〜13：30
令和 3年
1月 8日㊎〜
25日㊊

若い人のための
料理教室
（※託児あり）

6月 5日㊎ 9：45〜13：30
5 月 8 日㊎〜
29日㊎　 対象　市内在住の45歳くらいまでの人

定員　16人
費用　600円程度10月16日㊎ 9：45〜13：30

9 月23日㊌〜
10月 9 日㊎

日時

5 月26日㊋ 10：00〜11：30

6 月 7 日㊐ 9：00〜11：45

7 月17日㊎ 10：00〜11：30

日時

10月 9 日㊎ 9：30〜11：30

11月 1 日㊐ 9：30〜13：30

11月15日㊐ 9：00〜11：45

日時

令和 3年 1月29日㊎ 10：00〜11：30

2 月17日㊌ 10：00〜11：30

3 月 1 日㊊ 10：00〜11：30

　

選ぶなら
「正しいこと」をする
生き方がいい。

〜警察官・警察職員募集〜
　警察官や警察職員は皆さんの
「安全と安心を守る」ために仕事
をしています。「正しいこと」を
する生き方で人
を守る、あなた
もそんな生き方
をしませんか。
あなたの正義感
が誰かを守る！
●第 1 回警察官（A）［大卒程度］・
　（B）［高卒程度］採用
受付期間
　　　 3 月25日㊌〜 4月13日㊊
第一次試験　 5月10日㊐
●第 1 回警察職員［大卒程度］
　採用
受付期間
　　　 4 月22日㊌〜 5月25日㊊
第一次試験　 6月28日㊐
※受験申込書は犬山警察署、交番、
駐在所で配布しています。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

　LGBTQ（セクシャルマイノリ
ティ）当事者向けののんびりお
しゃべりを楽しむ会です。ALLY
（理解者）の人も歓迎。途中入退
室もOK。
日時　 3月29日㊐13：00〜16：45
場所　余遊亭�和室 1・ 2
費用　300円（高校生以下100円）

新型コロナウイルス感
染拡大を受け、この催
事は中止となりました。
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春 爛
らん

漫
まん

！
城下町の代表的な
サクラを訪ねる

　郷瀬川堤防道路や図書館前など
の平坦なコース約4㎞を歩きます。
日時　 3月29日㊐ 9：30〜
集合　市役所玄関前
　　　（小雨決行）
費用　300円（資料代、保険料）
問合　犬山市エコアップリーダー
　　　巨樹巨木調査グループ
　　　木村（℡62-2043）

いぬやま川柳クラブ
（川柳勉強会）

日時　 4月 1日㊌から毎月第 2㊌
場所　犬山市民交流センター
　　　フロイデ 2階
定員　15人
費用　500円（会場費、資料代等）
申込・問合　名古屋川柳社相談役�

松代（℡090-1478-1660）へ

きもの着付けクラブ
見学体験

　一人できものが着られるように
なりたい人、きもの着付けに興味
のある人、一緒に学びませんか。
日時　 4月 3日㊎・17日㊎
　　　10：00〜12：00
　　　13：00〜15：00
場所　南部公民館 2階和室
費用　無料
持物　腰ひも・伊

だ

達
て

締め
問合　山下（℡090-1753-3267）

お座敷
フィールドサイエンス
木曽川の魚たち

　岐阜大学准教授の向井貴彦さん
が木曽川の魚類を解説します。
日時　 4月11日㊏14：00〜15：30
　　　（受付13：30〜）
場所　旧堀部家住宅
定員　先着30人
費用　大人1,000円、高校生500円、

中学生以下無料
※飲み物代を含みます。
申込・問合　 3月15日㊐〜 4月10

日㊎にEメールで犬山フィ
　　　ールドサイエンス研究会

（Eメールinuyamafsk＠g
　　　mail.com）へ

子ども雅楽舞
体験講座

　犬山八景の一つ、寂光院の継鹿
尾秋月。10月 1 日㊍に行われる観
月会で子ども雅楽舞に出演しませ
んか。地域に貢献できる雅楽人を
育成するため子ども雅楽舞の体験
講座（ 6か月間）を開設します。
日時　 4月12日㊐〜
　　　13：30〜15：30（月 2回）
場所　栗栖字垣ノ内93
対象　小学 3年生以上
費用　無料
申込・問合　寂光院観月実行委員

会事務局寺澤（℡61-6632
　　　Fax61-6694）へ

じねんじょ栽培
サポーター募集

　犬山特産品であるじねんじょ
「夢とろろ」は県農業総合試験場
が開発して犬山の野畑で育ててい
る愛知のブランド自

じ

然
ねん

薯
じょ

です。
　種薯と成薯の栽培を会員と一緒
に年間 5日間（主に平日）以上作
業した人には 2㎏の種薯または食
用薯「夢とろろ」をプレゼントし

ます。一年後に興味が増せば会員
となって「夢とろろ」の栽培がで
きます。
定員　10人
問合　犬山東部じねんじょ部会
　　　宮島（℡090-2689-7468）

ホストファミリー
募集

　海外の高校生をボランティアで
家族の一員として受け入れるホス
トファミリーを募集しています。
日本にいながら多様な価値観や文
化を共有できる体験をしませんか。
日程　 8月下旬から 6か月または

10か月（応相談）
申込・問合　 4月30日㊍までに電

話（19：00以降）かEメー
ルで（公財）AFS日本協
会�三浦（℡090-9933-7779

　　　Eメールmitsutoshi.miura
　　　＠afs.or.jp）へ
※詳細はFacebookで「AFS日本
協会尾張支部」を検索してくださ
い。

猫の保護活動の
ボランティア募集

　「飢えた猫や、殺処分になる猫
を少しでも減らしたい！」と立ち
上げたグループです。
　TNR活動（飼い主のいない猫
を捕獲し病院で不妊・去勢手術を
してもらった後捕獲した場所へ戻
す）、子猫のミルクボランティア、
猫たちの預かりボランティア、譲
渡会のお手伝い、などの活動に協
力していただける人、猫の好きな
人、ぜひご連絡ください。
申込・問合　「福猫の里犬山」
　　　岡村（℡090-4798-7197）へ

「市民のひろば」に掲載を希望す
る人は企画広報課広報・広聴担当
へ。 5月15日号の締め切りは 4月
1日㊌、 6月15日号は 4月30日㊎

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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第63号⑪

催 し 結　 果1

親子剣道教室
日時　 4月11日㊏・ 5月16日㊏
　　　各日 9：30〜11：30
場所　市武道館剣道場
対象　市内在住の幼児（年中）〜
　　　小学生とその保護者
費用　無料
内容　親子で楽しみながら基本稽古
定員　10人（ 5組）
申込　�4 月 1 日㊌からメールで受け

付け　剣道連盟　木全まで
　　　Eメール　nori_kimata＠
　　　yahoo.co.jp

ソフトテニス初心者教室
日時　 5月 9日㊏〜12月19日㊏
　　　月 2回　10：30〜12：30
場所　山の田公園テニス場
対象　市内在住・在学の
　　　小学 4〜 6年生の男女
費用　1,000円/年間　（当日徴収）
内容　�ラケットの持ち方から指導し、

ゲームができるようにする
定員　20人
申込　 4月 1日㊌〜
　　　市体育協会事務局へ

令和 2 年度スポーツ教室� ※対象は市内在住・在勤・在学の人

教室名 日　時 場　所 備　考
一般バスケットボール 毎週㊋　19：30〜22：00 村田機械体育館 一般
女性バスケットボール 毎週㊐　19：00〜21：00 南部中学校体育館 一般

中級者・初級者テニス 5月24日〜 6月14日
毎週㊐　 8：30〜12：30 山の田公園テニス場 一般

テニス協会会員は参加可
サッカー 毎月第 2・ 4㊏　 8：30〜12：30 羽黒中央公園多目的スポーツ広場 小中学生
柔　道 毎週㊊・㊎　19：00〜21：00 市武道館柔道場 幼児（年長）以上

剣　道
毎週㊋・㊎　19：00〜20：00

市武道館剣道場
幼児・小中学生

毎週㊋・㊎　20：00〜21：00 一般

ちびっこ水泳
7月22日㊌〜25日㊏

フロイデプール 幼児・小学生
7月29日㊌〜 8月 1日㊏

スキー・ポールレッスン 令和 3年 1月17日㊐ アルコピアスキー場 小学生以上

※申込方法・参加料等の詳細は、開催期日が近づいた「体協だより」でお知らせします。

市民大会
優勝者または優勝チーム

●冬季スイミングフェスティバル
1 月13日　フロイデプール
100M個人メドレー
小学生男子/山田創汰　　女子/原田桃理
中学生男子/大津季久　　女子/高木愛
25M自由形
小学生男子/比嘉航誠　　女子/松井瞭
中学生男子/平林照英　　女子/尾関絢香
25M背泳ぎ
小学生男子/山田創汰　女子/加藤明日美
中学生男子/西ノ園賢樹　女子/山崎和泉
25M平泳ぎ
小学生男子/鬼頭謙志郎　女子/松井瞭
中学生男子/小笠原弘晃　女子/松田怜奈
25Mバタフライ
小学生男子/長谷川唯月　女子/原田桃理
中学生男子/石畑佑樹　　女子/三村優里
50M自由形
小学生男子/山崎颯大　　女子/早戸彩乃
中学生男子/大津季久　　女子/高木愛

●バスケットボール
12月 8 日、 1月11日、19日
エナジーサポートアリーナ他
一般男子　　IYC
一般女子　　LBC
中学生男子　犬山中学校
中学生女子　犬山中学校
小学生男子　城東ミニバス
小学生女子　犬山ミニバス

第30回バタフライ・ダブルス・
チームカップ犬山卓球大会

1 月12日
エナジーサポートアリーナ
参加者300人
ベテランの部　みなとクラブ
シニアの部　　ベリーズ
青年の部　　　D-pop!

スポーツ少年団
●第15回軟式野球お別れ交流会
　 1月11日、山の田公園野球場で「第
15回軟式野球お別れ交流会」を開催
しました。これまでチームメイトや
対戦相手として戦ってきた 6年生42
人が 3つのチームに分かれ交流試合
をしました。 1点を争う投手戦に応
援の声がグラウンドに響きわたりま
した。

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※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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尾張藩周遊ルート 広域観光プロモーションに向けて
　 2月 3日、名古屋城本丸御殿で「尾張藩連携事業推進
協議会　結団式」が行われました。この協議会は名古屋
市、犬山市、岐阜県郡上市、長野県塩尻市などかつての
「尾張藩」に所縁のある計12自治体と、（公財）名古屋
観光コンベンションビューローや名古屋鉄道など民間の
7事業者が連携し、海外からの集客を狙ったプロモー
ションを行っていく予定です。
　結団式では、協議会会長となった河村たかし名古屋市
長が設立趣意の宣言を行ったほか、名誉顧問に就任した
尾張徳川家22代当主�徳川義崇氏から設立に際して激励
の言葉がありました。

文部科学大臣賞を受賞
　 2月 7日、島根県松江市で開かれた「生涯スポーツ・
体力つくり全国会議」優秀組織表彰において、犬山市が
文部科学大臣賞を受賞し、山田市長が鈴木大地スポーツ
庁長官から表彰状と盾を受け取りました。
　36年間続いた犬山シティマラソンの後継事業として、
城下町を走ることを楽しむという趣旨で、いぬやまラン
ニングフェスティバルを再スタートしたことや、地元の
食材や野菜摂取など栄養を考慮した犬山ドッグレシピを
小中学生から募集し、給食で提供しているなど、本市の
継続的な取り組みが認められ、今回の受賞となりました。

「選挙」「投票」を考えよう
　 2月 5日、楽田小学校で選挙出前トークが行われ、 6
年生105人が参加しました。児童らは名古屋経済大学の
髙橋准教授より「投票って何だ？」と題した講座を受け
たのち、選管職員 2人が立候補者を演じる模擬選挙を体
験。どちらの政策に共感するかを考えながら、本物の投
票用紙と投票箱を使用した模擬投票を実施しました。初
めての投票を体験した児童からは、「簡単だった」「選挙
の大切さがわかったから、将来は選挙に行きたい」といっ
た声があがりました。

「城下町を気軽に、楽しく走ろう」
　 2月 9日、城下町周辺を会場とした「いぬやまランニ
ングフェスティバル」が開催されました。「城下町を気
軽に、楽しく走ろう」をコンセプトに 1㎞と 3 ㎞の 2部
門を設け、今回で 2回目の開催となりました。今年は事
前申し込みが1,791人、当日申し込みが363人あり、1,945
人が完走しました。 1㎞の部門では仮装やベビーカーを
押しての姿もあり、参加者らは快晴となった城下町で爽
やかな汗を流していました。（ 3㎞の部門は表紙）

動画はこちらから

▲

（YouTubeが開きます）　



27広報犬山　R2.3.15号26 広報犬山　R2.3.15号

■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

19
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
『超★簡単声まね・音まねあそび』

� 井上明美

『介護保険・障害者福祉のしくみ』

若林美佳監修

『現代感覚で描く水墨画の教科書』�伊藤昌

『あて字の素性』� 田島優

『しめ飾り造形とその技法』

鈴木安一郎、安藤健浩

『一冊でわかるドイツ史』� 関眞興

『美味しい進化』

ジョナサン・シルバータウン

『これからの図書館』� 谷一文子

『ひれふせ、女たち』� ケイト・マン

『四角い光の連なりが』� 越谷オサム

『音に聞く』� 高尾長良

『沃野の刑事』� 堂場瞬一

『高野山』� 山本音也

『小さいコトが気になります』� 益田ミリ

『力をぬいて』� 銀色夏生

児童書
【小学校低学年】

『カラスてんぐのジェットくん』

『家庭科室の日曜日』

【小学校高学年】

『マークの図鑑』

『子どもから大人までスラスラ読める

JavaScriptふりがなKidsプログラミング』

児童書（絵本）
【幼児向け】

『ししにゃいとおしょうがつ』

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

歩道橋シネマ
恩田陸著

秘かに都市伝説となった歩
道橋を訪れた「私」が記憶
と現実と世界の裂け目を目
撃する表題作ほか、ホラー、
SF、青春、ミステリなど
のあらゆるジャンルの全18
編を収録する。『小説新潮』
ほか掲載をまとめて単行本
化。

日本語をつかまえろ！
飯間浩明文
金井真紀絵

「どんぶらこ」はモモ専用
なの？五十音はどうやって
できたの？「おいなりさん」
は食べ物？「考えときま
す」って本心？辞典の編さ
ん者が、身近にあって気に
なることばの面白さをつづ
る。『毎日小学生新聞』連
載を書籍化。

わかる！応援できる！
パラスポーツ事典
高橋明監修

アーチェリー、陸上競技、
バドミントン、ボッチャ、
ゴールボール、シッティン
グバレーボール…。パラス
ポーツの中から、パラリン
ピック夏の22競技を写真と
イラストで徹底解説。パラ
リンピックの基礎知識など
も紹介する。

　楽田ふれあい図書館は、現在楽田小学校の体育館 1
階にある図書館です。水曜日のお昼休みは楽田小学校
の児童のために開放し、土曜日と日曜日は一般の人が
利用できるようになっています。
　楽田小学校の児童や卒業生、その保護者にとっては
なじみがある図書館だと思いますが、地元の方でも知
らない人もいらっしゃるのではないでしょうか。
　この度、この楽田ふれあい図書館は楽田小学校体育
館の建て替えに伴い、新体育館の 2階に移転し、 4月
11日㊏にリニューアルオープンします！
　リニューアルを機に、より多くの人にご利用いただ
ければと思います（土曜日と日曜日の10：30〜17：00に
開館しています）。

　またリニューアルオープンに合わせて館内装飾の作
成を行うボランティアを募集します。みんなで楽しく
作りましょう。
日時　 4月 4日㊏　10：30〜　14：00〜
　　　（各回 2時間程度）
場所　新楽田ふれあい図書館
内容　ペーパーファンの作成
※事前申し込みはありません。開始時刻に直接新楽田
ふれあい図書館に来てください。

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

11日㊏・25日㊏　「ももたろう」おはなし会 11：00〜

コラム：楽田ふれあい図書館について知っていますか？

　2018年 8 月に当時15歳のグレ
タ・トゥーンベリがより強い気候
変動対策のため、スウェーデン議
会の外でストライキを行い、ス
ウェーデン語で「気候のための学
校ストライキ」という看板を持ち
ました。その時から気候変動対策
を訴えるストライキが世界中にあ
ります。そのストライキは基本的
に金曜日に行うので、「Fridays�
for�Future」（未来のための金曜
日。略して「FFF」）という名前
が付いています。ドイツにも2018
年の冬から気候ストライキがさま
ざまな都市に広がり、各地でほと
んど毎週行われています。毎週金
曜日、何千人の生徒、学生、大人
が気候のために学校、大学、仕事
を休んで、ストライキに参加しま
した。2019年 9 月20日は世界中で
約400万人が参加した、今までで

最も大きいストライキでした。ド
イツだけでも140万人の人がスト
ライキに参加しました。ベルリン
市では、2019年12月13日「FFF」
が始まって 1年を記念したストラ
イキが行われました。中高生は学
校を休むことはよくないという声
もありますが、ストライキに参加
することを支援する人も多く、参
加する生徒は、未来のために勉強
するべきですが、温暖化でこの世
界が滅ばされ、もうすぐなくなる
可能性がある未来なら、何のため
に勉強すべきかと考えます。また
政府に対するもう一つの非難は、
世界人権宣言およびドイツの基本
法20条により、政府は環境および
次世代に対する責任を負っていま
すが、政府が今まで提案として出
したことだけでは足りないと考
え、不満を持っています。
　個人的にもFFFが言っているこ
とに賛成します。犬山だけではな
く、ドイツの実家でもこの前の冬
が暖かすぎて、例年雪が降ってい
るのに全然降りませんでした。自
分の小さいころと現在の天気は違
い、20年後の天気はどうなってい
るだろうかと考えると、かなり怖

いです。そのため、できるだけ個
人でもできることをします。日常
生活で見ると、車はほとんど使わ
ず、主に歩きか自転車で移動しま
す。しかし、どうしても仕事や帰
国のため、たまに飛行機に乗るこ
とがありますが、国内便はできる
だけ使いません。ごみを減らすこ
とも環境にいいことで、レジ袋よ
りマイバッグ、ペットボトルより
マイボトル、一個一個がプラス
チックにラップされたものよりプ
ラスチックが使われていないもの
を優先することなどに気をつけて
います。また家や会社、電車の中
で、エアコンを使うより適切な服
を着たほうがいいです（クールビ
ズ・ウォームビズ）。家にブラン
ケットを何枚か用意し、寒いと感
じたらそれを使い、電気を使う必
要がありません。もちろん、ラン
プやケトル、パソコンなどの電気
製品は毎日使いますが、できるだ
け省エネのものを買います。
　皆さんはFFFについてどう思い
ますか。温暖化防止のため何かし
ていますか。小さいことでも役に
立つので、みんなで頑張りましょ
うね。

■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

3 月15日㊐ たきざわ歯科医院� （城東） 0568-61-5250

3 月20日㊗ 佐藤歯科医院� （犬山） 0568-61-0037

3 月22日㊐ 木下歯科� （扶桑） 0587-93-8161

3 月29日㊐ 塚原歯科医院� （犬山） 0568-61-4540

■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（0568）

3 月15日㊐ 結ファミリークリニック�（楽田）
マザークリニックハピネス�（城東）

68-3311
63-4103

3 月20日㊗ 岡部医院� （犬山）
宮田眼科� （犬山）

62-7121
61-0200

3 月22日㊐ 樹クリニック� （犬山）
さとう病院� （羽黒）

62-3101
67-7660

3 月29日㊐ 黒川すこやかクリニック�（犬山）
カワムラ整形外科� （楽田）

61-0083
67-1134

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。

Fridays for Future
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こんな給食も
実施しています♪

お 楽 し み 給 食 い ろ い ろ
セレクト給食

校長先生との会食

他学年との交流

卒業お祝い会食

普段めったに入れない校長室で、
ちょっぴり緊張しながら食べる給食も
よい思い出です♪

お兄さんお姉さんが手際よく準備を行い、
一緒に会食をします。

大皿にきれいに盛られたおかずやデザートを
囲んだ会食は、会話も弾むひとときです♪

この日の給食は『ういろう』のセレクト♪自
分で選んだものを食べるのもうれしいですね。

　マカクには『ほお袋がある』『尻
だこがある』などの共通点がありま
すが、種類によって大きさや毛質、
毛色はさまざまで、現在22種に分類
されています。アフリカ北部に生息
しているバーバリーマカクを除く21
種はすべてアジアに生息していま
す。この22種の中で最も小さなマカ
クが、今回紹介するトクモンキーで
す。
　トクモンキーはスリランカにのみ
生息している固有種で、頭頂部から
放射状に生えている毛が「Toque」
と呼ばれる帽子をかぶっているよう
に見えることが名前の由来になって
います。野生では20頭以上の大きな
群れでくらすことが多く、マカクの
中では群れの中の優劣関係が弱く、
比較的けんかが少ないといわれてい
ます。アジア館にいるトクモンキー
たちも穏やかな印象があり、冬など
の寒い日にはみんなで体を寄せ合い
「サル団子」を作って体を温めあう
ようすがよく見られます。
　私は2019年 4 月にモンキーセン

ターに入社した新人で、この 1年間
にアジアのほかにマダガスカルと南
米のサルたちも担当しました。大陸
ごとにサルの特徴が大きく違ってい
て、サルの仲間の奥深さをつくづく
感じます。
　アジア館のマカクは見た目が似て
いて地味な色のサルたちが多いです
が、じっくり観察すると見た目だけ
でなく、種類や個体ごとに性格が異
なります。ぜひそういった相違点や
共通点を探しながら観察してみてく
ださい！

　私が担当しているアジア館では11
種のサルたちがくらしています。そ
のうちの 9種が「マカク」と呼ばれ
る、ニホンザルなどの仲間です。

15犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

　食べる場所、相手が変わると雰囲
気もずいぶん変わります。
　さまざまな会食により、いつもと
異なるコミュニケーションが育まれ
たり、マナーを身につけたり、食べ
る意欲が湧いたりし、楽しく食べる
ことにもつながります。
　青空給食や、弁当給食、他学年と
の交流給食、バイキング形式の給食
など、学校ごとにバラエティーに富
んだ給食ができるのは、各学校に給
食室があるから実現できる犬山の給
食の特長のひとつです。

頭が特徴的な『マカク』
トクモンキー

（公財）日本モンキーセンター
飼育員     武田康祐




