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今井配水池 今井地区

犬山駅

犬山遊園駅

白山取水ポンプ室
（木曽川）

愛知県
犬山浄水場

犬山配水場

四季の丘配水池

第二加圧所
四季の丘加圧所

第一加圧所

今井配水池

前原配水池

緑ヶ丘加圧所

緑ヶ丘配水池

白山浄水場

城東1号,3号取水井

城東2号取水井

羽黒1号取水井

羽黒2号
取水井

城東浄水場

羽黒浄水場

楽田東部1号取水井

楽田東部2号取水井

荒井加圧所

入鹿加圧所

入鹿池

楽田3号取水井

楽田2号取水井

楽田1号取水井

楽田東部浄水場

楽田浄水場

犬
山
口
駅

羽黒駅

楽田駅

富岡前駅

善師野駅

木曽川

41

羽黒3号取水井

浄水場

配水場

加圧所

水源

こうして水は届きます
～蛇口に水が届くまで～

　新型コロナウイルスを含む感染症の対策には「手洗い」が欠かせません。手を洗う時、必要不可欠なのが水。
いつも当たり前に利用している「水」が、皆さんの使っている蛇口にどのように届くのかを紹介します。
問合　水道課（℡62-9300）

●犬山市の水道の水源
　地下水…地下からくみ上げられる水
　表流水…河川の表面を流れている水のこと
　　　　　犬山市では木曽川の水を差します
　　　　　（県営犬山浄水場の水源も木曽川の水です）

●水道施設

浄水場

　地下水や表流水を水道水に
する処理をしています。

配水場（配水池）

　一時的に水をためておきま
す。安定した配水を行うため
の施設です。

加圧所

　高い場所へ水を送水する施
設です。

取水井

　いわゆる井戸です。地下約
30〜60mの深さから水をくみ
上げています。

自己水
（表流水）
約18%

自己水
（地下水）
約19%

県水
約63%

◀年間総配水量の割合
　（令和元年度）

●蛇口に届くまで（主な配水経路）

水源

木曽川表流水
（白山取水ポンプ室）

木曽川表流水
（県営犬山浄水場）

水道水を作る・ためておく・送り届ける施設

白山浄水場

四季の丘配水池

第二加圧所

四季の丘加圧所

犬山配水場

第一加圧所

主な地区

犬山地区中心部

入鹿加圧所 入鹿地区

緑ケ丘配水池緑ケ丘加圧所 緑ケ丘地区

荒井加圧所 蓮池・倉曽洞地区

高根洞・楽田工業団地・西楽田団地・桃山台・つつじケ丘��等

前原台・長者町地区

犬山地区（丸山・橋爪・
五郎丸・上野・木津・
富岡新町・栗栖）

四季の丘・もえぎケ丘・富岡・
善師野・善師野台地区・

塔野地一部

▲県営犬山浄水場

前原配水池

城東浄水場

羽黒浄水場

楽田浄水場

楽田東部浄水場

城東地区（塔野地・前原）

楽田二ノ宮団地周辺

楽田中心部

羽黒中心部
地下水源
（取水井）

▲白山浄水場内の水槽
　木曽川の表流水をそのまま入れ、水の濁りや水槽のメダカの動きを監視しています。

元気に泳ぐメダカ
�メダカの元気がないと、水質
に異常がある可能性があり、そ
の目安のために入れています。

▲城東浄水場
　�左側のまるみを帯びた建物が水をためてお
く施設です。
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生 活

市消防団新役員
●本年度の役員（敬称略）
団長　　長瀨昭二
副団長　大澤誠治　安達芳郎

分団名 分団長 副分団長

第 1分団 丹羽浩司 土屋吉伸

第 2分団 廣瀬友二 池戸昭夫

第 3分団 大澤誠一 野村好哉

第 4分団 加藤慎司 奥村亮治

第 5分団 今枝良樹 鈴木智博

第 6分団 西島　大 宮島直也

女性分団 部長　寺西勢津

問合　消防総務課（℡65-3122）

6 月 1 日は
人権擁護委員の日

　人権擁護委員はあなたの街の身
近な相談パートナーです。
　体罰やいじめ、隣近所のもめご
と、職場におけるセクハラ・DV
等でお悩みの人は、気軽に相談し
てください。相談は無料で秘密は
厳守します。
問合　市民課（℡44-0303）

●全国共通相談ダイヤル
みんなの人権110番
　℡0570-003-110
子どもの人権110番
　℡0120-007-110（通話料無料）
女性の人権ホットライン
　℡0570-070-810

●インターネット人権相談
https://www.jinken.go.jp/

●LINEじんけん相談
＠名古屋法務局
アカウント名
　「SNS人生相談」
検索ID
　＠snsjinkensoudan

4 月 1 日から
受動喫煙対策が
強化されました

　 4月 1日から改正健康増進法が
全面施行されました。望まない受
動喫煙を防止するため、下記の
ルールが決められています。
①�公共施設や飲食店など多数の人
が利用する施設は原則屋内禁煙

②�20歳未満は喫煙エリアへの立入
禁止

③�飲食店などの屋内の喫煙には喫
煙室の設置が必要

④喫煙室には標識の掲示が必要
※詳細は厚生労働省ホームページ
「なくそう！望まない受動喫煙。」
（https://jyudokitsuen.mhlw.
go.jp/）を見てください。
● 5 月31日〜 6 月 6 日は禁煙週間
　世界禁煙デー（ 5月31日）は昭
和45年に世界保健機関（WHO）
が制定した禁煙を推進するための
記念日です。この機会に自身の、
家族の、そして周りの人たちの健
康のため、望まない受動喫煙の防
止について考えてみませんか。
問合　市民健康館（℡63-3800）

「飲み水を　未来につなごう　ぼくたちで」
6月 1日〜 7日　全国一斉水道週間

　水道は飲料水や調理を始め、洗顔、掃除、入浴などの日常の生活に欠
かすことのできない大切な施設です。
　期間中、市では市役所や各出張所で水道水に関するポスターの掲示、
指定水道工事店協同組合の協力を得て無人公共施設の水道設備点検など
を行います。
問合　水道課（℡62-9300）

●新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金・下水道使用料等の
支払いが困難なとき
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等の
事情により、水道料金・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料の
支払いが困難な場合、支払い猶予等に関し相談できますので、問い合わ
せてください。
問合　水道お客様センター（℡61-8711）

土のうを支給します
　台風や豪雨による風水害への備えとして、土のうを支給しています。
※配送はできません。
※支給した土のうは返却できません。
配布日時　 5月18日㊊〜29日㊎、 8月17日㊊〜31日㊊各 8：30〜17：00
申請場所　㊊〜㊎市役所 3階防災交通課、㊏㊐市役所 1階日直室
配布数　　 1世帯20個まで（年度内 1回まで、土入り）
※袋のみも可
支給場所　市役所駐車場
※緊急対応として、浸水する場所をべニア板で塞ぐ、ブルーシートを巻
いたプランターで塞ぐなど、身近なもので対応することも可能です。
問合　防災交通課（℡44-0346）

第47回人権を理解する
コンクール入賞作品

▲▲

教科書展示会
　県教育委員会では教科書に対す
る理解や関心を深めてもらうた
め、教科書展示会を開催します。
　会場には投書箱を用意しますの
で、教科書に対するご意見やご要
望をお寄せください。
　詳細は県ホームページ（https:
//www.pref.aichi.jp/soshiki/
gimukyoiku/）を見てください。
期間　 6月 5日㊎〜 7月 1日㊌
　　　 9：00〜18：30
場所　江南市立図書館
　　　（江南市石枕町神明82番地、
　　　第 4㊍休館）
問合　県教育委員会義務教育課
　　　（℡052-954-6799）

消費者トラブルに
気をつけて

　新型コロナウイルスの影響によ
る消費者トラブルが発生していま
す。
●たとえばこんな契約解除のトラ
ブルや問い合わせがあります
・�結婚式の 2次会をキャンセルし
たら解約料を請求された。

・�感染を心配し海外旅行のパック
旅行を解約したら解約料を取ら
れた。

・�大学生の息子のために賃貸ア
パートを借りたが、大学休校の
ため契約を一度、解除したい。

・�フィットネスクラブに通ってい
るが一度辞めたい。

・�子どもが塾に通っているが、感
染予防のため休ませると授業料
（月謝）はどうなるのか。

アドバイス
　それぞれの契約の中で、原則は
契約書に解約料の記載があれば、
それに従うことになります。しか
し新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、この状況の中でサービ
スを提供するかどうかは事業者の
判断により、変わってきます。あ
きらめずに自主交渉してみましょ
う。

無料相談窓口
●犬山市消費生活センター
　当面の間、電話相談のみとなり
ます。
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受付は16：30まで）
問合　℡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　 5月15日㊎13：00〜16：00
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

高齢者あんしん相談センターにおける相談
　市内 5か所の高齢者あんしん相談セ
ンターでは通常、地区ごとに相談など
の業務を行っています。
　しかし新型コロナウイルス感染拡大
の影響を受け、他地区のセンター職員
で対応することがありますので、ご理
解をお願いします。
問合　高齢者支援課（℡44-0325）

高齢者あんしん
相談センター 電話（0568）

犬山北地区 62-1166

犬山南地区 62-2270

城東地区 61-7800

羽黒・池野地区 68-1635

楽田地区 68-6165

新型コロナウイルス
に乗じた詐欺に
気をつけて

　愛知県内において、新型コロナ
ウイルスの感染拡大に乗じ、不審
な電話が相次いでかかっています。
●このような電話に注意！
・�「▲▲（事業者名）ですが、消
毒液が手に入ったので持ってい
きます。コンビニでお金を振り
込んでください。」

・�「業務用マスクが入ったので送
りましょうか。50枚くらい融通
できますよ。」

・「オレだけど。マスク在庫ある？」
●もし、かかってきても
　新型コロナウイルスに関連し、
お金を要求する電話を受けたとき
は、一人で判断せず、家族や警察
署に相談しましょう。
●詐欺にあわないために
　自宅の電話を常時留守番電話設
定にするなど、被害防止対策を徹
底しましょう。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

警察署だより

新型コロナウイルスの影響による行催事等の開催有無は、各問い合わせ先へ。 新型コロナウイルスの影響による行催事等の開催有無は、各問い合わせ先へ。
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健 康

子 育 て

健康いぬやま応援メニュー
〜めざせ 5つ星☆〜新規協力店の紹介

　健康に関する 5つの項目（エネルギー700kcal以下、野菜120g以上、
塩分 3 g以下、地産地消（県内食材使用）、禁煙）について 3項目以上を
満たすとともに、犬山に関連したものやイメージできるものを取り入れ
たお店を協力店として認定しています。新たに 3店舗が認定されました。

　市では、協力店を募集中です。協力店は市ホームページに掲載の他、
ウォーキングアプリ「てくてく」の地図上にも掲載されます。
問合　事業については市民健康館（℡63-3800）、保健センター（℡

61-1176）へ。メニューについては各店舗へ

特定健康診査・
後期高齢者医療
健康診査

　 1年に 1度、健康診査を受けま
しょう。詳細は対象者に 5月下旬
に送付する受診券を見てください。
期間　 6月 1日㊊〜12月28日㊊
　　　（医療機関の休診日は除く）
●特定健康診査
　メタボリックシンドローム対策
に着目した生活習慣病予防のため
の健診です。
対象　40〜74歳の国民健康保険
　　　加入者
問合　保険年金課国民健康保険
　　　担当（℡44-0327）
●後期高齢者医療健康診査
　フレイル（加齢により、心身の
活力が徐々に低下した状態）等に
着目した健康状態を把握するため
の健診です。
対象　後期高齢者医療保険加入者
問合　保険年金課医療担当
　　　（℡44-0328）

緑内障検診
　緑内障は視野が欠けていく病気
です。手遅れになる前に早期の検
査をすることが大切です。
　対象者には 5月下旬に受診券を
送付します。下記医療機関へ事前
に予約して受診してください。
期間　 6月 1日㊊〜12月28日㊊
　　　（医療機関の休診日は除く）
受託医療機関　犬山駅西病院、こ

ばやし眼科、さとし眼科ク
リニック、総合犬山中央病
院、宮田眼科

対象　本年度中に40歳、50歳、55
歳、60歳、70歳になる人

費用　700円
問合　市民健康館（℡63-3800）

成人歯科健康診査
　下記対象者には 5月下旬に無料
券を送付します。年に 1回は歯の
健康診査を受けましょう。
期間　 6月 1日㊊〜12月28日㊊
　　　（医療機関の休診日は除く）
対象　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）

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　 6月 4日㊍13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　市民健康館
相談員　くりきメンタルクリニッ

ク　栗木隆司氏
定員　先着 4人
　　　（要予約、初回優先）
費用　無料
申込・問合　 6月 1日㊊までに市

民健康館（℡63-3800）へ

大人の風しん
ワクチン（任意接種）
予防接種助成

対象　風しんワクチン（麻しん風
しん混合ワクチン含む）の
接種歴、既往歴がなく、接
種日に市内在住で、①②両
方に該当する人

①令和 2年 4月 1日〜令和 3年 3
月31日に風しん抗体検査を受けて
免疫が不十分と判断された人
※県では令和 3年 3月12日㊎まで
無料で風しん抗体検査を実施して
います（詳細は江南保健所℡
0587-56-2157へ）。
②妊娠を予定または希望している
女性（経産婦、妊婦を除く）
接種期間　令和 3年 3月31日㊌ま

で
手続期間　令和 3年 4月 6日㊋ま

で
対象ワクチン　風しん単独ワクチ

ン、MR（麻しん風しん混
合）ワクチン

助成回数　 1回
助成額　接種費用の半額（上限

5,000円）
※生活保護・非課税世帯の人は全
額
申請に必要な書類
　領収証（ワクチンの接種がわか
るもの）の原本、風しんの抗体が
陰性であることがわかる書類、印
鑑、預金通帳、本人確認書類
※生活保護・非課税世帯の人は、
接種前に保健センターで助成券発
行の手続きをすると、医療機関で
の支払いがありません。事前に問
い合わせてください。
問合　保健センター（℡61-1176）

　新型コロナウイルス感染症に
かかる緊急事態宣言の期間中
は、特定健康診査・後期高齢者
医療健康診査、緑内障検診、成
人歯科健康診査を中止します。
また状況に応じて中止、変更す
る可能性がありますので、最新
情報は市ホームページで確認す
るか問い合わせてください。

健
康
相
談

保健師・看護師・
管理栄養士による相談

㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00（電話相談のみ）
市民健康館（℡63-3800）

歯科衛生士による
歯科相談

㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00（電話相談のみ）
保健センター（℡61-1176）

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

むし歯菌はうつります
　生まれたばかりのお子さんの口
には、むし歯菌はいません。では、
なぜお子さんはむし歯になってし
まうのでしょうか。
　それは、むし歯菌がお父さんや
お母さんなどの身近な大人からう
つってしまうからです。
　むし歯菌は、箸やスプーンなど
の共有や、大人が咬

か

んだものを与
えたりすることでうつります。
　そのため、箸などを共有しない
こと、そして大人の口からむし歯
菌を減らしておくことが大切です。
　ご自身のためだけでなく、お子
さんのためにも歯科医院で歯の
チェックやメンテナンスを家族み
んなでしてもらいましょう。

母子健康手帳の交付
　新型コロナウイルス感染拡大を
受け毎週㊋（㊗除く）に実施して
いる母子健康手帳の説明会を 5月
31日まで中止しています。
　母子健康手帳の交付は随時（㊏
㊐㊗除く）個別対応しますので、
事前に保健センターへ電話してく
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。
問合　保健センター（℡61-1176）

●アジアンキッチンアスカ
　（五郎丸上前田）
　℡62-5561

　店のカレーはネパールのスープカ
レーをベースに独自の調合で日本の
カレーに近く、食べやすい味です。
アスカカレーはメニューの中でも特
に野菜が多く含まれています。栗栖
地区で栽培されたじゃがいもを使用
しています。

アスカカレーセット

【エネルギー】
658kcal

【塩分】
1.4g

【禁煙】【野菜】
162g

【地産地消】

●自
じ

然
ねん

薯
じょ

工房
　（犬山字東古券）
　℡080-5162-8123

　自家栽培した犬山の特産品、自然
薯「夢とろろ」と、むかごをのせたご
飯のヘルシーな定食です。自然薯は
長芋よりもミネラルや食物繊維、ビ
タミンC、葉酸が多く含まれており、
疲労回復や免疫力を高めるなど優れ
た効果があります。

とろろごはん定食

【エネルギー】
473kcal

【禁煙】【野菜】
127g

【地産地消】

【エネルギー】
631kcal

【禁煙】【野菜】
121g

【地産地消】

●活魚料理　みなみ
　（塔野地杉ノ山）
　℡62-8127

　毎日仕入れる愛知県産の地魚がメ
インの定食です。添えの牛スジ蒸し
は真空調理してから 2時間蒸してあ
り、やわらかくしっかりと味がしみ
こんでいます。魚の脂肪は中性脂肪
や血圧の改善に役立ちます。しじみ
汁のしじみには造血作用の成分や肝
機能によい成分が含まれています。

上刺身ランチ

※1月中旬〜 6月中旬限定メニュー

※ランチタイム限定
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令和 ₂ 年度　各種検診等のお知らせ 問合　市民健康館（℡63-3800）

地区 医療機関名 電話番号 胃 大腸 肺 前立腺 子宮 乳（MMG） 肝炎 胃がんリスク

犬
山

あいちせぼね病院 20-9105 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

安藤医院 61-0316 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

樹クリニック 62-3101 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

犬山駅西病院 61-2017 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

岡部医院 62-7121 × 〇 〇 〇 × × 〇 〇

黒川すこやかクリニック 61-0083 × 〇 〇 〇 × × 〇 〇

城南クリニック 61-0132 × 〜12/12○ 〜11/30○ 〜12/12○ × × 〜12/12○ 〜12/12○

総合犬山中央病院 62-8111 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ハートクリニックさわだ 62-5556 × 〜12/18〇 〜12/18〇 〜12/18〇 × × 〜12/18〇 〜12/18〇

松村クリニック 61-1488 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

村上内科 62-2201 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

吉田内科クリニック 62-9222 〜10/31〇 〜10/31○ 〜10/31○ 〜10/31○ × × 〜10/31○ 〜10/31○

城
東

安藤クリニック 62-8881 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

くわばらクリニック 61-1118 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

ふなびきクリニック 62-8811 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇

マザークリニックハピネス 63-4103 × × × × 〇 × 〇 ×

羽
黒

木村内科 67-0008 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

さとう病院 67-7660 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

みどり診療所 67-3311 〜11/30○ 〜11/30○ 〜11/30○ 〜11/30○ × × 〜11/30○ 〜11/30○

宮崎整形外科・外科・内科 68-0461 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

宮田医院 67-5566 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

楽
田

いたつ内科クリニック 67-6333 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇

カワムラ整形外科 67-1134 × 〇 〇 〇 × × 〇 〇

たくや整形外科 69-1800 × 〇 〇 〇 × × 〇 ×

結ファミリークリニック 68-3311 × 〇 × 〇 × × 〇 〇

【個別検診のできる医療機関】

　新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言期間中は、医療機関で実施するがん検診等を中止します。
また状況に応じて中止、変更する可能性がありますので、最新情報は市ホームページで確認するか問い合わ
せてください。

緊急事態宣言期間中は

がん検診
　勤務先等でがん検診を受診する機会のない市内在住の人が受診できます。
※検診日に犬山市に住民登録がない人は検診を受けることができません。

個別がん検診（医療機関で受診する検診）

種類 胃がん 大腸がん 肺がん 前立腺がん 子宮頸がん 乳がん

対象年齢
（　）は国が特に受診を

推奨する年齢

30歳以上
（40〜69歳）

35歳以上
（40〜69歳）

35歳以上
（40〜69歳） 50歳以上

20歳以上
2年に一度

（20〜69歳）

40歳以上
2年に一度

（40〜69歳）

検査方法 バリウム（直接撮影） 検便 X線撮影 血液検査 細胞診 マンモグラフィ

検診料
社会保険等加入 3,800円 1,100円 1,000円 1,000円 1,700円 1,700円

犬山市国保加入 1,900円 550円 500円 500円 850円 850円

持物 ①健康手帳　　　②健康保険証

検診実施期間 6 月 1 日㊊〜12月28日㊊　　休診日を除く　※医療機関へ直接事前予約をしてください。

※胃カメラによる胃がん検診は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本年度は実施しません。

がん検診受診時の注意点

〇令和 2年 4月 1日〜令和 3年 3月31日に対象年齢になる人は受診できます。
〇犬山市の検診は、すべて健康手帳と健康保険証を確認しますので必ず持ってきてください。
　健康手帳交付場所：市民健康館・保健センター・各出張所・市役所 1階保険年金課
　（ 8：30〜17：00㊏㊐㊗を除く）
〇検診の結果「要精密検査」となった場合は、必ず精密検査を受けてください。
・�胃がん・肺がん・乳がん（マンモグラフィ）検診は、X線撮影による検査のため、妊娠中および妊娠の可能
性のある人は受診できません。

・市の検診の対象にならない人が検診を受けると、実費等が請求されることがあります。
・�毎年「要精密検査」と判定される人、自覚症状のある人は、市の検診ではなく健康保険証を持って直接医療
機関で受診してください。

●乳がん・子宮頸がん検診を希望する人
・�乳がん（マンモグラフィ）検診と子宮頸がん検診は 2年に一度です。昨年市の検診（個別または集団検診）
を受けた人は受けられません（ただし本年度無料クーポン券対象の人は受けられます）。

・�乳がん（マンモグラフィ）検診は、ペースメーカーやVPシャントを入れている人、妊娠中の人、乳房形成
手術を受けている人は受けられません。

・妊娠中の人で子宮頸がん検診を希望する人は妊婦健診を利用してください。
・�乳がん（マンモグラフィ）検診を希望する人で授乳をやめて 6か月を経過していない人は、事前に医療機関
に確認してください。

・�男性で乳がん（マンモグラフィ）検診を希望する人は、あいちせぼね病院、総合犬山中央病院のみ受診可能
です。

がん検診料の免除

　下記のいずれかに該当する人は、がん検診の検診料が免除されます（②の人は、胃がんリスク検診も免除さ
れます）。
　対象　①後期高齢者医療保険加入者　②生活保護世帯の人　③世帯全員が非課税の人
　持物　保険証等身分の証明できるもの
※①後期高齢者医療保険加入者の人は後期高齢者医療被保険者証を医療機関の窓口で提示してください。
※�②生活保護世帯の人は、受診時、医療機関受付で生活保護世帯であることが証明できるもの(休日・夜間等
受診証等)を提示すると、医療機関で申請ができます。

※ ③に該当する人は「健康診査等実費免除申請書」の提出が必要です。 6月 1日㊊から市民健康館・保健セン
ターで申請を受け付けます（郵送可。詳細は事前に市民健康館へ電話してください）。交付に日数がかかる
場合がありますので受診日より前に手続きしてください。

※�②③の人で令和 2年 1月 2日以降に転入した人は、令和 2年 1月 1日時点に住民票があった市町村で交付さ
れた課税証明書が必要です。

集団がん検診（検診バス等で受診する検診）

　新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら、実施可否の判断をします。実施する場合は、広報犬山や市
ホームページでお知らせします。



11広報犬山　R2.5.15号10 広報犬山　R2.5.15号

市 税 等
納 期 限

水道緊急時

時間外受付

新型コロナウイルス感染症対策関係　特別給付金
無料　乳がん（マンモグラフィ）検診・子宮頸がん検診

　次の対象者には 5月下旬（予定）に無料券を送付します。個別がん検診（ 8ページ参照）と同じく、検診前に
医療機関へ個別に予約をしてください。詳細は無料券に同封の案内を確認してください。
対象　・乳がん検診　昭和54年 4 月 2 日〜昭和55年 4 月 1 日生まれ
　　　・子宮頸がん検診　平成11年 4 月 2 日〜平成12年 4 月 1 日生まれ
場所　個別がん検診医療機関一覧（ 9ページ）参照　　　持物　無料券、健康手帳、健康保険証

胃がんリスク検診（4₀歳以上）
　ピロリ菌に感染していないかを調べるヘリコバクター・ピロリ抗体検査と胃の粘膜の健康状態を調べるペプシ
ノゲン検査の 2種類の血液検査を組み合わせた検診です。受診前に申し込みが必要です。
※検診日に犬山市に住民登録がない人は検診を受けることができません。
対象　昭和56年 4 月 1 日以前生まれで、次の要件に該当しない市内在住の人
　　　①市の胃がんリスク検診を受けたことがある人
　　　②現在、ピロリ菌除菌治療中の人、もしくは除菌治療を受けたことがある人
　　　③現在、食道・胃・十二指腸に関する疾患で治療中または手術歴がある人
　　　④明らかな上部消化器症状があり、胃や十二指腸の疾患が強く疑われる人
　　　⑤腎不全および腎機能障害の人
　　　⑥プロトンポンプ阻害薬を服用中または 2か月以内に服用した人
　　　⑦勤務先等でヘリコバクター・ピロリ抗体検査、ペプシノゲン検査を受ける機会のある人
定員　100人（定員になり次第、締め切り）　　　費用　自己負担額　1,000円
持物　胃がんリスク検診票（＊）、一部負担金預かり書（＊）、健康手帳、健康保険証
※（＊）は市民健康館で交付するものです。
実施期間　 6月 1日㊊〜12月28日㊊　　場所　個別がん検診医療機関一覧（ 9ページ）参照
申込 予約開始日時 場所 申込時の持ち物

6 月 1 日㊊10：00 市民健康館 健康手帳、健康保険証
※電話でも申し込みできます。健康手帳を
　手元に準備して電話してください。

問合　市民健康館（℡63-3800）

肝炎検査（B型・C型）
　無料で受けられます。検査の前に必ず本人か家族が市民健康館へ受診履歴を確認の上、医療機関へ個別に予約
してください。
※検査日に犬山市に住民登録がない人は受けることができません。
対象　昭和56年 4 月 1 日以前生まれで、今までに市の肝炎検査を受けたことがない市内在住の人
持物　健康手帳、健康保険証
実施期間　 6月 1日㊊〜12月28日㊊　　　場所　個別がん検診医療機関一覧（ 9ページ）参照
問合　市民健康館（℡63-3800）

　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 6月 1日㊊

軽自動車税 全期

介護保険料 2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）

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

　手続きや申請など、用件によっ
ては市役所へ行くことなく手続き
ができる場合があります。新型コ
ロナウイルス感染拡大を防ぐため
にも、まずは担当の課まで電話で
問い合わせてください。

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
5 /19㊋、 6 / 2 ㊋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）

●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
5 /24㊐、 6 /14㊐ 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
5 /24㊐、 6 /14㊐ 9：00〜12：00
※納税相談は要事前予約。
※新型コロナウイルスの影響を受
け、電話相談も受け付けています。
事前に問い合わせてください。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

₇ 〜₁₀ページ掲載の健（検）診等受診時のお願い（新型コロナウイルス感染症の感染防止）

※受診前に自宅で体温を測定してください。受診時はマスクを着用してください。
※次の①〜⑤のうち一つでも該当する人は受診を見合わせ、体調の良い日に受診してください。
①�体温が37.5℃以上ある人　②体のだるさ（倦怠感）、喉の痛み、咳、痰、味覚、嗅覚異常（味、においがし
ない）、風邪の諸症状等、自覚症状がある人

③検診日を含め、 1週間以内に37.5℃以上の熱があった人
④海外への渡航歴があり、帰国後 2週間以内の人
⑤ 2週間以内に新型コロナウイルス感染症患者や濃厚接触者と接触があった人

●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）

特別定額給付金

子育て世帯への
臨時特別給付金

　全市民に対し、10万円が給付
されます。
　給付を受けるためには申請が
必要です。
対象　令和 2年 4月27日時点で

住民基本台帳に記録され
ている人

※対象者には、市から世帯単位
で申請書を発送します。
※現在、早急に給付できるよう
準備を進めており、詳細が決ま
り次第、市ホームページや広報
犬山、申請書に同封の案内文な
どでお知らせしていく予定です。
問合　犬山市役所（℡61-1800）

　児童手当を受給する世帯に対
し、臨時特別給付金（対象児童
1人につき10,000円）が支給さ
れます。
　犬山市から児童手当の振り込
みがある人は申請不要です。
※公務員の人は申請が必要で
す。職場（勤務先）から案内が
あります。
※支給を辞退する場合は届け出
が必要です。
※詳細は今後、公務員を除く対
象者に郵送などで案内していく
予定です。
対象　平成16年 4 月 2 日〜令和

2年 3月31日生まれの子
どもがいる児童手当受給
者（または受給者だった
人）

※平成30年の所得が児童手当の
所得制限限度額以上の特例給付
受給者（児童 1人当たり月額一
律5,000円が支給されている人）

は対象ではありません。
※令和 2年 4月分（または 3月
分）の児童手当の支給にあたっ
て指定していた口座等に支給し
ます。指定していた口座を解約
等している場合は口座変更の届
け出をしてください。
問合　子ども未来課
　　　（℡44-0323）
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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
〒484-0888　羽黒新田字上堅筬1-1

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

第64号②

ジュニアアスリート育成強化事業
「ソフトボール教室」

　令和元年11月12日から 3回にわたって、山の田
公園で「ジュニアソフトボール教室」を開催しま
した。市内中学校ソフトボール部に所属する参加
者36人は、日本ソフトボール協会 2部リーグで活
躍中の「ドリームシトリン」チームの選手を招いて指導を受けました。年齢
の近い現役選手から楽しく盛り上げてもらいながら、全体でのフットワーク、
マンツーマンでのピッチング指導などを受けました。冬の寒い時期でしたが、

一緒にプレーしながら
元気に練習に励みまし
た。これからの活躍を
期待できる充実した時
間となりました。

催 し 募 集

結　 果1

お知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、以下の催しは中止となりま
した。今後開催予定の催しについて
も中止・変更の可能性があります。
・ 6月14日㊐
　「春の市民ハイキング」
・ 6月14日㊐
　「第18回犬山藤田杯卓球大会」
・ 7月〜 8月

　「ちびっこ水泳教室」

第46回犬山市民家族
バドミントン大会

日時　 6月21日㊐ 9：00〜15：00
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　�市内在住の小学生と保護者の

ペア
費用　�1 ペア400円
申込　�6 月 7 日㊐までに氏名・住所・
　　　電話番号を市体育協会事務局
　　　へ（℡・Fax・メール可）

体協パート職員募集
勤務場所　�山の田公園・勤労青少年

ホーム
勤務時間　�8：15〜17：00、17：00〜

21：30、交代制で月12日
程度、㊏㊐勤務あり

業務内容　受付・清掃と施設管理
募集人員　 1人
賃金時給　926円（交通費支給）
雇用期間　�7 月 1 日㊌
　　　　　〜令和 3年 3月31日㊌
　　　　　（契約更新あり）
申込　�5 月31日㊐までに履歴書 1通

（写真添付）を郵送で市体育
協会事務局へ

選考方法　書類選考の上面接
その他　　�雇止め規定あり。面接時

に勤務条件を説明します。

スポーツスクール事業
●グラウンド・ゴルフ初心者教室
日時　�6 月 9 日㊋・ 7月14日㊋・
　　　 8月18日㊋・ 9月 8日㊋
　　　 9：00〜13：00
場所　羽黒中央公園多目的スポーツ
　　　広場
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　30人
費用　800円（小・中学生無料）
申込　�6 月 1 日㊊までに氏名・住所・
　　　年齢・電話番号を市体育協会
　　　事務局へ（℡・Fax・メール可）

スポーツ少年団
優勝チーム

●令和元年度後期
　女子ミニバスケットボール大会
2 月22日　エナジーサポートアリーナ
　　 6年生の部　犬山ミニバス
　　 4年生以下の部　南部ミニバス

メンバー募集
●バウンドテニス
　初歩から始めるバウンドテニス。
子どもから年配の方まで幅広く楽し
める生涯スポーツです。見学希望の
方は市武道館で練習しています。
日時　①毎週㊎　13：00〜16：00
　　　②毎週㊌　 9：00〜16：00
場所　①市武道館
　　　②エナジーサポートアリーナ
対象　市内在住・在学・在勤
費用　 1回300円
問合　犬山バウンドテニス協会
　　　水口（℡090-7683-0520）

▲犬山ミニバス（ 6年生）

▲南部ミニバス（ 4年生以下）

選挙管理委員会の
愛称は「ゆめ選」

　令和 2年 3月議会で「主権者意
識の向上によって犬山市の未来を
創る条例」が議決され、 3月27日
に公布しました。この条例では、
市民の主権者意識の向上と選挙管
理委員会の愛称「ゆめ選（犬山市
ゆめ選挙創造委員会）」を定めて
います。今後、選挙管理委員会は
主権者意識の向上に関する取り組
みを行う際には、この愛称「ゆめ
選」を使用して活動します。条例
の詳細は、市ホームページ　ペー
ジ番号1006516　を見てください。
問合　総務課（℡44-0300）

犬山市ゆめ選挙創造委員会の
スタート

犬山市ゆめ選挙創造委員会
委員長　石田芳弘

　世界中がコロナウィルス厄災で
大変ですが、この厄災の中に犬山
市で一つの夢が生まれました。民
主主義を実現するための選挙を、
夢を創造することだという趣旨の
条例が 3月の犬山市議会で議決さ
れたのです。全国の自治体で初の
挑戦です。

　ギリシャ神話に「パンドラの箱」
という話があります。ゼウスから
決して開けてはいけないと命じら
れた箱をパンドラは開けてしまい
ます。一気にこの世の厄災のすべ
てが箱から飛び出してしまいま
す。パンドラが慌てて閉めた箱の
底には夢だけが残りました。
　政治や選挙は複雑怪奇、無関心
を装いたいと感じるときもありま
しょうが、市民の皆さんには、そ
の選挙に民主主義の夢を託してほ
しいという願いを込めてこの条例
は生まれました。
　法律上は「選挙管理」ですが、
条例は「夢創造」です。
　条例とは自治体が作るルール、
法体系の中では国の作る法律と同
格です。ですから皆さんには今後、
この条例の意図するところを斟

しん

酌
しゃく

し、選挙を考えていただきたいと
思います。
　条例での委員会名はとても長く
「犬山市ゆめ選挙創造委員会」と
いいますが、略して「ゆめ選」と
呼んでください。
　ゆめ選では今後、議会や教育委
員会と一緒になって、市民の主権
者教育を推進したいと考えます。
主権者教育とは、シチズンシップ

（市民性）教育とも言いますが、
公共社会において平等な権利と義
務を担う市民を育てることを目指
すということです。人権・福祉・
ジェンダー・異文化理解などを包
摂しつつ、互いに支えあい、共感
しあう市民によるまちづくりを目
指すことです。
　最近、各種選挙の投票率が 5割
を切り、民主主義の危機が叫ばれ
る由々しい事態ですが、私たちは
単なる投票率を上げることだけを
考えているわけではありません。
市民皆さんと協働しなければなら
ないのは、政治や選挙に無関心で
はなく、政治や選挙に参加するこ
とによって公平で自由な公共社会
を創造していこうと考える市民を
育てていくことです。
　今後「ゆめ選」に市民の皆さん
のご意見お寄せいただきますこと
を心から期待いたします。

▲本年度犬山市主権者教育アドバイザー
　に委嘱された髙橋勝也氏（左）と筆者

　新型コロナウィルス感染拡大防
止のため不要不急の外出を控えて
家に閉じこもりがちになると、高
齢者は特に「動かないこと（生活
不活発）」による健康への影響が
危惧されます。
　動かないことや活動量が減るこ
とで体の機能が低下してしまう状
態を「フレイル」と呼びます。フ
レイルが進行すると心身や脳の機
能も低下してしまうといわれてい
ます。
問合　市民健康館（℡63-3800）

高齢者のフレイルを予防しましょう　〜フレイル予防に大切な 3 つの柱〜

●運動
　動かない時間を減らしましょう。自宅で
できるちょっとした運動をしましょう。
※市健康づくり推進員が普及している「ら
くらく体操」の内容を市ホームページ
 ページ番号1006656　で公開しています。
またポスターとDVDを希望する人は問い合
わせてください（数に限りがあります）。
●栄養
　病気に対する抵抗力を高めるため、ビタミン、ミネラル、食物繊維、
タンパク質をしっかり取り、 3食欠かさずバランス良く食べましょう。
水分補給も忘れずに。
●社会参加
　電話やファックス、メール・SNSなどを活用し、人との交流を絶やさ
ないよう工夫しましょう。
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「ほいくえんまでのぼうけん」
すごろく役立てて
　 3月26日、白帝保育園の岡田正順園長が、山田市長を訪
れ、すごろくを70部寄贈しました。これは創立70周年を記
念して同園の保育士らがアイデアを出し合い作成されたも
のです。 2月29日に南部公民館で記念事業を行い参加の子
どもたちにも配布する予定でしたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止により中止としたため、市への寄贈となりま
した。寄贈されたすごろくは今後、市内子ども未来園、犬
山幼稚園や児童センターで活用される予定です。

楽田小体育館が完成
　整備の進んでいる楽田小学校の体育館が完成しまし
た。新しい体育館は旧北舎の場所に建てられ、 2階は市
立図書館の分館である楽田ふれあい図書館兼高学年図書
室となっています。建設にあたっては、平成24年 7 月に
解散した財団法人「楽田林友会」からの寄附も活用され
ており、寄附目録と市からの感謝状、当時の新聞記事が
体育館玄関に掲げられています。
　新しい体育館は 4月 8日
の小学校入学式でお披露目
となりました。

手間を惜しみません「犬山の桃」
　 4月初旬、市内のモモ畑ではモモの花が満開となり、
桃農家の宮田清さんの畑では夫婦で摘花（実が大きくな
るように余分な花を落とす）作業が行われました。摘花
のほか、袋掛け、収穫、枝の剪定などモモの手入れはす
べて手作業。妻の富子さんによると「昔は市内にたくさ
んあった桃農家も（機械化ができないため）だいぶ少な
くなった」そうです。
　丹精込めて育てられた「犬山の桃」は早い品種で 6月
半ばから出荷されます。

1 年間よろしくお願いします
　 4月11日、令和 2年度の町会長317人に委嘱状が伝達
されました。本来、同日に南部公民館で開催される予定
であった委嘱状伝達式が新型コロナウイルス感染拡大の
影響を受け中止に。式の代わりに市職員らが、町会長宅
を個別に訪問しました。
　新たに町会長に委嘱された若井宗臣さんは「町内会の
中で引き継ぎもままならない状況だが、前の町会長さん
たちと協力しあって、責務を果たしたい」と語りました。
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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

21
図書館
だより

問合
　市立図書館
　（℡62-6300）

本の紹介 ㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

七度笑えば、恋の味
古矢永塔子著

容貌に強烈なコンプレック
スを抱く28歳の桐子は、職
場の単身高齢者向けマン
ション「みぎわ荘」でも、
人間関係をうまく築けな
い。もう辞めよう、そう思っ
ていた桐子の前に「みぎわ
荘」最上階の住人で、72歳
の譲治が現れ…。［日本お
いしい小説大賞（第 1回）］

ビジュアルパンデミッ
ク・マップ
サンドラ・ヘンペル著

ペスト、インフルエンザ、
エイズ、ジカ熱…。20の感
染症を取り上げ、データを
もとに感染経路や終息の
例、感染地域などをわかり
やすく地図化。感染のきっ
かけ、病原体発見の感動等
をストーリーでやさしく紹
介する。

ノブーナガ
丸山誠司著

ガイコクからやってきた、
ルーカス、ブルーノ、アン
トーニオが出会ったのは、
オヤ・ニョブニャガ!?�の
ぶながはコテコテの尾張弁
で3人に日本語を教えます
が…。日本語になった外来
語の単語も登場する絵本。

一般書
『海の十字架』� 安部龍太郎
『いいからしばらく黙ってろ！』
� 竹宮ゆゆこ
『赤の王』� 廣嶋玲子
『＃柚莉愛とかくれんぼ』� 真下みこと
『長生きしたいわけではないけれど。』
� 曽野綾子
『幕間』� ヴァージニア・ウルフ
『ロバート・ツルッパゲとの対話』
� ワタナベアニ
『保護者のための外国人保護者支援の本』

咲間まり子監修
『図解不動産ファイナンスのしくみ』

山下章太
『QRコードの奇跡』� 小川進
『姿勢と運動の力学がやさしくわかる本』

勝平純司、山本敬三
『そろそろ親とお金の話をしてください』

安田まゆみ

児童書（絵本）
『みならいうさぎのイースターエッグ』
『こんなおおきなかず、みたことある？』
『ガンピーさんのふなあそび』

児童書
『おおきくしてはっけん！ざりがにのひみつ』
『ゆるびーくんゆうえんちにいく』
『春をさがして』
『エンジニアになろう！』
『科学者になろう！』

●読書会藍の会の一冊
『玩具』津村節子
　小鳥や金魚・独

こ

楽
ま

鼠
ねずみ

など、小動物の飼育に執着する作家志望の夫に対し、
それらを忌み嫌う若妻。夫から「いい加減馴れそうものなのに、ちっとも
進歩しない奴

やつ

」とまで言われ、一喜一憂する妻の心の内を巧みに描いた、
芥川賞（1965年）受賞作品。
　ことに頭と尾以外骨だけで泳ぐ鯛の写真を見つけた妻が、迷いながらも
夫に話すと、出産間近の妻を残し実物を見るべくとんぼ返りで鳥羽へ行く
夫。この出産前後の 2人のやり取りに注目したい。

●市立図書館所蔵のその他の
　津村節子の著作
『明日への一歩』
　　　2018.4　河出書房新社
『時の名残り』
　　　2017.3　新潮社

◆令和元年度　ベストリクエストランキング
昨年度、予約回数が多かった本のランキングです。

No. 資料名 著者名 出版者
1 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文芸春秋
2 希望の糸 東野圭吾 講談社
3 ノースライト 横山秀夫 新潮社
4 むらさきのスカートの女 今村夏子 朝日新聞出版
5 ライオンのおやつ 小川糸 ポプラ社

■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

※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

5 月17日㊐ 四季の丘デンタルクリニック�（城東） 0568-65-1118

5 月24日㊐ 吉田歯科医院� （犬山） 0568-61-0122

5 月31日㊐ はまじま歯科医院� （扶桑） 0587-93-8448

■休日歯科診療　診療時間／9：30〜11：30

■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）

5 月17日㊐
城南クリニック� （犬山）
竹内皮膚科クリニック� （犬山）

61-0132
62-7511

5 月24日㊐
安藤医院� （犬山）
たくや整形外科� （楽田）

61-0316
69-1800

5 月31日㊐
安藤クリニック� （城東）
あいちせぼね病院� （犬山）

62-8881
20-9100

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。

　皆さんこんにちは。もう 5月にな
りましたね。季節が過ぎるのは速い
ですね。
　今回は「名前」について話します。
ドイツは日本と同じように姓と名に
分かれます。しかし、書く順番が逆
です。日本では姓→名、ドイツでは
一般的に名→姓の順番になります。
日本政府は、公文書などで日本人の
名前をローマ字で書く際、2020年 1
月 1 日から「姓→名」の順とするこ
とを決めました。その決まり自体に
問題はありませんが、官公庁以外に
対しては、対応はそれぞれの判断と
したため、各業界で姓と名の順番が
異なる可能性があり、表記の順番を
統一した方がいいと思います。どち
らが姓なのか名なのかを明らかにし
ないといけないと思います。田中太
郎さんが名刺に「Tanaka�Tarou」
と書くと「Mr.Tarou」と呼ばれる
可能性が非常に高くなります。その

理由は、多くのラテン文字を使う言
語（英語、スペイン語、ドイツ語な
ど）は名→姓の順で名前を書くし、
日本人の名前の構成をよく知らない
人だと、どちらが姓か分からなく、
自分が一番なじむ方を姓だと思い、
使ってしまいます。「Mr.Tarou」と
呼ばれたくなかったら、姓を大文字
で書くことをお勧めします。つまり
「TANAKA�Tarou」と書きます。
大文字で書かれる方は姓だという意
識を持つ国が多いです。一つの言葉
を大文字で書くと、その部分を強調
する効果があり、名前の場合は「こ
れは姓です」と伝えることができま
す。日本語の文章で強調したい部分
をカタカナで書くことと同じ効果か
もしれません。
　ところで、私は初めて日本に来て
から同じようなことがずっと続いて
います。ヨーロッパ風の順番で「カ
タリナ・カウフマン」、日本風の順
番で「カウフマン・カタリナ」、ど
の順番に書いていても、 9割くらい
の割合で姓ではなく、名前で呼ばれ
ます。皆さんは初めて会った人とす
ぐに名前で呼び合いますか。それを
する人はあまりいないと思うので、
私の場合は親しみを込めてだと思い
ますが、名前で呼ばれることが多く、
なぜなのかがよく分かりません。ド
イツでも日本でも最初は姓で呼び合

います。
　はじめにドイツでの名前の書き順
は名→姓と書きましたが、姓→名で
も可能です。しかし、その場合は姓
と名との間に「,」を入れます。つ
まり私は「Katharina�Kaufmann」
でも「Kaufmann,�Katharina」で
も書けます。その「,」がとても大
切で、有り無しでどちらの方が姓か
名かが一目で分かります。ドイツで
は多数の名を姓としても使え、
「Paul�Daniel」や「Thomas�Jakob」
のような組み合わせになります。そ
こで「Paul�Daniel」と書くと「Daniel」
が姓、「Paul,�Daniel」と書くと「Paul」
が姓です。それ以外は上記の姓を大
文字で書く場合もあります。「PAUL�
Daniel」「Daniel�PAUL」でも順番が
変わっても大文字で書いた方が姓に
なります。このように書く慣習があ
ることで、外国人の名前には便利で
す。個人的には姓名の順番を気にし
なくてもどれが姓か分かるので、大
文字で書く方が最も便利だと思いま
す。
　ちなみに、私の姓は日本語に訳す
と「商人」になると知っていました
か。ドイツでは職業を表す姓が多く、
名にもそれぞれ意味があります。さ
まざまな名前に関することについて
は来月に書きますね。

「Paul Daniel」
どれが名字でしょうか
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のショウガラゴまで多様なサルたち
をご覧いただけますが、今回はこの
小さなショウガラゴについてご紹介
します。
　ショウガラゴは夜行性で大きな目
と耳を持ち、頭と胴の長さより長い
尾でバランスを取りながら木から木
へと素早く飛んで移動します。食べ
るものは主に樹脂で、ときおり敏

びん

捷
しょう

な動きで昆虫やトカゲなども捕えて
食べます。また鳴き声や見た目から
「ブッシュベイビー」とも呼ばれ、
テレビアニメのキャラクターとして
人気が出たこともありました。
　私が動物病院でかれらと向き合う
問題はほとんどが歯の診察、治療で
す。同じ曲鼻亜目のスローロリスな
どもそうですが、本来の特殊な食性
からか、飼育環境によっては歯周病
を起こすことがあります。そこで定
期的な診察で歯

し

垢
こう

、歯石をチェック
して電動スケーラーという歯医者さ

んで使われる機械で汚れを落としま
す。 4年前に赴任した当初は多くの
歯周病患者がいましたが、継続的な
治療で現在は重症患者がいなくなり
ました。また同じく特殊な食性から
か肝臓など内臓疾患の患者が時折み
られますが、これらの診断を可能に
するのは超音波検査です。ありがた
いことに最近、検査機器をご寄贈し
ていただき、体重数百グラムの動物
も診察可能となりました。今後も動
物の健康管理をサポートしていきま
すので、臨時休園が終わったら、ぜ
ひ元気な動物たちをご覧下さい。

　日本モンキーセンターにはアフリ
カに生息する霊長類の展示施設「ア
フリカセンター」があります。ここ
では体重百数十キログラムのニシ
ローランドゴリラから百数十グラム ▲レッサースローロリスの検診

新茶の季節

17犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

　立春から数えて八十八日目の日を
『八十八夜』といいます。お茶の木の
新芽（一番やわらかい葉）を摘む時期
です。
　お茶には健康に役立つ成分が多く含
まれており、このお茶の葉の豊かな栄
養に注目して、近年は飲むだけではな
く『食べるお茶』も利用されています。
　 5月の小中学校や子ども未来園・犬
山幼稚園の給食にもお茶や抹茶を使っ
た献立や手作りおやつを提供すること
があります。
　市内善師野地区でも『お茶』が栽培
されており、総合的な学習の時間には
茶摘み体験をしてお茶について学ぶ学
習を行う学校もあります。

　給食には犬山産の香りのよい『お茶』
や『抹茶』を使用した様々な献立が登場
します。
　写真の献立のほかにも、お茶入りかき
揚げ、野菜のお茶あえ、抹茶入りすいと
ん汁、抹茶蒸しパンなどのメニューを提
供しています。

『食べるお茶・抹茶』を使った給食

2020年の八十八夜は5月1日でした。

ちくわの茶衣天ぷら

てん茶めし

手作り抹茶ケーキ

ショウガラゴの歯科検診

（公財）日本モンキーセンター
獣医師     岡部直樹


