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高齢者虐待を防ぎましょう
　高齢者が住み慣れた地域で、その人らしく尊厳を持って暮らしていくことは、誰もが望むことです。
しかし高齢化が進んだ近年、介護の需要が高まる一方で、高齢者に対しての虐待と思われる事案も増え
ています。虐待を未然に防ぐため、高齢者虐待について正しく理解しましょう。
問合　高齢者支援課（℡44-0325）

■  高齢者虐待とは
　65歳以上の人や、65歳未満で介護保険法などに定められている施設または事業所を利用している人が、
他者から権利利益を侵害されたり、生命・健康・生活が損なわれる扱いを受けたりすることです。
　具体的には下表のような行為が高齢者虐待にあたります。
　高齢者虐待は、虐待をしている側や受けている側、双方ともに自覚がない場合も少なくありません。
本人のためを思ってしていることが虐待に当てはまることもあることから、誰もが当事者になり得る問
題だという認識が重要です。　

■  あなた自身や周りの人が虐待の当事者にならないために正しい知識を持ちましょう
　家庭内での高齢者虐待は、長年の家庭環境を基にした人間関係や、介護疲れなど様々な要因が複雑に
影響しあって引き起こされます。また家庭など閉ざされた環境で発生するため表面化しにくいのも高齢
者虐待の特徴です。認知症や障害などの病気や症状を正しく理解できていないことから、虐待へつながっ
てしまうこともあります。病気や障害、症状などについて正しい知識を持つことが虐待を防止する一歩
となります。

●気づかずに、こんなことをしていませんか（養護者）
□周囲からは止められているが、本人には歩いてもらいたいので厳しいリハビリをさせている
□認知症の症状で話がかみ合わないので、話しかけられても無視している
□言うことを聞かないので、怒鳴ったり叩いたりすることがある
□徘
はい

徊
かい

すると探すのが面倒だし世間体もあるので、部屋に鍵をかけて閉じ込めている
□着替えが楽なのでオムツや下着のまま過ごさせている
□家計が苦しいので、本人には内緒で年金を全額生活費に充てている
□外出もしないし、汗もかかないので入浴や着替えをあまりさせていない

●地域での「気づき」「見守り」が虐待の早期発見につながります
　高齢者虐待は、早期に発見し第三者が介入することが重要です。
　通報者の個人情報は守られること、通報による解雇などの不利益な扱いは受けないことも高齢者虐待
防止法で定められています。異変に気づいたときは高齢者あんしん相談センターまで連絡してください。
また新型コロナウイルス感染症の影響で外出自粛が続き、高齢者虐待が起きやすい状態となっています。
少しでも異変に気づいたときには、迷わず連絡してください。

身体的虐待 心理的虐待

□殴る　　□蹴る　　□つねる
□やけどをさせる　　□ものを投げつける
□無理やり食事を口に入れる
□本人に向かって刃物を振り回したりする

など

□怒鳴りつける　　□ののしる
□悪口を言う　　□無視する
□侮辱を込めて子どものように扱う
□�自分でトイレに行けるが処理しやすいという
理由でオムツをあてる� など

介護・世話の放棄、放任（ネグレクト） 経済的虐待

□入浴させていないため異臭がする
□劣悪な環境で生活させる
□病気や徘

はい

徊
かい

の状態を放置する
□必要なサービス利用や受診をさせない
□強引に病院や施設から連れ帰る
□脱水症状や栄養失調の状態にさせる
□他の親族や知人などからの虐待を放置する

　など

□日常生活に必要な金銭を与えない、使わせない
□本人の自宅などを無断で処分する
□本人の年金や預貯金を無断で使用する
□�必要なサービスの利用料や受診の費用を支払わ
ない

など

性的虐待

□排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
□人前で排泄行為をさせる、オムツを交換する
□介助がしやすいという理由でオムツや裸のまま放置する　　□性器を写真に撮る、スケッチする
□性的行為を強要する　　□わいせつな行為をする� など

　平成18（2006）年 4月施行の「高齢者虐待の防止、
高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高
齢者虐待防止法）」では、高齢者虐待として、養護
者や養介護施設・事業所の従事者による「身体的
虐待、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待、性
的虐待」の 5つの虐待の定義を挙げ、虐待を発見した人は速やかに市町村に通報する努力義務があるこ
とが設けられています。
※養護者とは、金銭管理や食事・介護など何らかの世話をしている家族のことです。同居をしていなく
ても、現に身辺の世話をしている親族や知人も含まれる場合もあります。

養護者によるもの
虐待判断件数 1,024
相談・通報件数 1,745

養介護施設従事者
等によるもの

虐待判断件数 36
相談・通報件数 98
▲愛知県の認知件数（平成30年度）

各地区の高齢者あんしん相談センター
地区 開設時間 場所 電話番号（0568）

犬山北地区 ㊊〜㊎（㊗、年末年始除く）
9：00〜17：45 キャスタ▷ヨシヅヤ犬山店内 62-1166

犬山南地区

㊊〜㊎（㊗、年末年始除く）
8：30〜17：15

総合犬山中央病院内 62-2270

城東地区 特別養護老人ホームぬく森内 61-7800

羽黒・池野地区 老人保健施設フローレンス犬山内 68-1635

楽田地区 特別養護老人ホーム犬山白寿苑内 68-6165

●本人も養護者も自分をいたわる心を忘れずに
　虐待をしてしまった人を加害者として捉えるのではなく、原因を探り負担軽減などの解決方法を一緒
に考えるといった支援を行う必要があります。

ひとりで
抱え込まないで
悩みや思いは、ひとりで
抱え込まずに周囲に相談
することが大切です。

介護サービスや
様々なサービス・
制度を活用しましょう
養護者の自分の時間や暮らしを守るた
めにも、介護サービスや様々なサービ
ス・制度を利用することが大切です。

高齢者あんしん相談セン
ターでは、本人や養護者か
らの日常の介護にかかる思
いや悩みの相談のほか、
サービス・制度に関する相
談も受け付けています。
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犬山市民総合大学
敬道館　開催中止

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、受講者の安心・安全を
最優先し、令和 2年度犬山市民総
合大学敬道館の開催（全ての学
部・講座）を中止します。

問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

剪
せん

定
てい

樹木粉砕機を
利用してみませんか

　庭の手入れで出た木の枝を、剪
定樹木粉砕機を使ってチップにし
てみませんか。できあがったチッ
プは堆肥や⼟壌改良材に利用で
き、燃えるごみの減量にもつなが
ります。
　個人貸出用の小型機と、町内貸
出用の中型機があります。申請方
法、粉砕機の詳細については、事
前に問い合わせてください。
貸出期間　 7日間
対象　市内在住者か町内会
申込・問合　環境課（℡44-0344）へ

ごみ集積場には
パイプ椅子や
タイヤは出せません

　町内のごみ集積場にパイプ椅子
やタイヤが排出されていました。
　パイプ椅子の骨組みは、金属で
できているため焼却処理できませ
ん。50㎝以下の場合は「不燃ご
み」、50㎝以上の場合は「粗大ご
み」として排出してください。
　タイヤは、市で処理ができない
適正処理困難物になるため、次の
事業者に問い合わせのうえ、直接
処理を依頼してください。
●タイヤ処理業者
・（資）木納商店（℡61-0816）
・（株）絹庄�犬山営業所
　　　　　　　　（℡61-0871）
・（株）絹庄�楽田営業所
　　　　　　　　（℡67-3732）
・（株）丸江商事（℡67-0084）

　ごみの分別方法については「犬
山市ごみ収集カレンダー」を確認
し、適正に出してください。
問合　環境課（℡44-0344）

堀部邸
第₁₉回猪之子座

上方落語　九雀亭 5
　明治薫る屋敷での落語会。生の
お囃

はや

子
し

でお届けします。
※演者と観客の間、観客同士の間
隔を開け、戸口を開放して開催す

　　　　▶
広報犬山
4月 1日号
と同時配布
された入学
案内

▲ジャンボタニシの卵

消費者トラブルに
気をつけて

新聞購読契約のトラブルに注意
　別居の高齢の母が、よく分から
ないまま数か月先からの定期購読
の契約をしたようだ。母に購読の
意思はなく、以前から取っている
別の新聞もあるため解約したい。

（相談者40代女性）
　一人暮らしを始めた未成年の息
子が、数か月前に新聞購読の強引
な勧誘を受け、断りきれずに契約
した。販売店に「解約したい」と
申し出ても受け入れられない。ど
うしたらよいか。

（相談者40代女性）

アドバイス
　購読契約の勧誘を受けた際は、
景品等に惑わされず、必要がなけ
ればきっぱりと断りましょう。契
約を検討する際には、契約期間等
をしっかり確認し、高齢者など本
人が望まない契約をしていない
か、日頃から周りの人が気をつけ
トラブルを防ぎましょう。訪問販
売で契約した場合、契約書面等を
受け取った日を含めて 8日間は
クーリング・オフ（無条件解約）
することができます。

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
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　 6月19日㊎13：00〜16：00
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

　高等専門学校卒・短大卒の人を対象に令和 3年度採用の市職員を募集します。本募集は 6月 1日号に掲載すべ
きものでした。お詫びするとともに第 1次試験日・受付期間を下記のとおり設け募集します。募集要項等は 5月
26日より市ホームページに掲載しています（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）。
【高等専門学校卒・短大卒】　年齢要件　平成 7年 4月 2日以降の出生者�

募集職種 募集人数 学歴 第 1次試験日・会場
行政職（一般事務） 5人程度 高専卒・短大卒

集団面接　 7月22日㊌　会場　犬山市役所
筆記試験　 7月26日㊐　会場　犬山市役所

行政職（建築） 2人程度
高専卒

行政職（⼟木） 2人程度

受付期間　 6月 1日㊊〜26日㊎（ 6月25日㊍の消印まで有効）
申込・問合　犬山市職員採用試験受験申込書、受験票（総務課で配布、市ホームページにも掲載）
　　　を郵送で総務課職員担当（℡44-0302　〒484-8501　犬山市大字犬山字東畑36）へ

る予定です。会場には手指消毒液
を準備します。来場者はマスクの
着用と入口での手指消毒をお願い
します。
日時　 6月27日㊏14：00〜
　　　（開場13：30）
場所　木之下城伝承館・堀部邸
出演　桂九雀ほか
定員　30人
費用　2,500円（予約）
　　　2,800円（当日）
※当日支払いとなります。
申込・問合　木之下城伝承館・堀

部邸（℡90-3744　10：00〜
16：00　㊊㊋休館）へ

市民ゴルフ大会
　部門は男性一般の部、男性シニ
ア（満70歳以上）・レディースの
部の 2部門です。新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止する
ことがあります。
日付　 7月20日㊊
場所　犬山カンツリー倶楽部
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　各部門あわせて先着100人
費用　200円（参加料）
※プレー代（昼食代等を含む）
9,500円（メンバーは6,370円）と

ゴルフ場利用税が別途必要です。
※70歳以上の人はゴルフ場利用税
950円が免除されるので健康保険
証・運転免許証のいずれかを大会
当日持参してください。
※大会当日支払いとなります。
申込　 6月21日㊐10：00から犬山

カンツリー倶楽部 2階で受
け付けします。マスクを着
用して来てください。

問合　犬山ゴルフ協会　斎藤
　　　（℡67-1586）
※ジュニアゴルフ教室、シニア・
レディースゴルフ教室については、
市体育協会ホームページ（http://
www.inuyama-taikyou.net）を
見てください。

犬山市ICT講習会
　講習会を再開する場合はホーム
ページ（https://www.inuyama.
net）でお知らせします。
　受講を希望する人はホームペー
ジで開講状況を確認してください。
問合　NPO法人いぬやまe-コミュ
　　　ニティーネットワーク
　　　（℡62-1888
　　　 9：00〜17：00
　　　㊏㊐除く）

ホチキスとじの
プリント類は
雑誌・雑がみへ

　ホチキスの針は古紙の再生紙工
程で支障がありません。学校など
で出された宿題やプリント類な
ど、ホチキスでとじられたものは
針を取らずに、資源物として雑
誌・雑がみに出すことができます。
　またノートを雑誌・雑がみとし
て出すときは付箋やシールなどの
粘着物を取って出してください。

問合　環境課（℡44-0344）

ジャンボタニシの
駆除にご協力を

　田植え直後の柔らかい稲を食害
するジャンボタニシによる被害が
増加しています。駆除や拡大防止
に協力してください。
●卵の場合
　用水路の壁面などに産みつけら
れた鮮やかなピンク色の卵は水の
中へかき落としてください（ジャ
ンボタニシの卵は水中で孵

ふ

化
か

する
ことができません）。
●貝の場合
　有害な寄生虫がいる場合がある
ので、ゴム手袋などを着用のうえ
捕獲してください。
問合　産業課（℡44-0341）

令和 ₃年度採用　市職員募集
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●「いのちを守る」ために

自宅にとどまる

守れる 守れない

指定緊急避難場所
（災害の危機から
逃れるために一時
的に避難する場所）

災害発生
自宅で命を守れるか

消防団協力事業所
　消防本部では消防団活動に積極
的に協力している事業所に対し
て、消防団協力事業所表示証を交
付し、地域の消防防災力の充実強
化を図っています。
●新たに認定された事業所
・株式会社今仙電機製作所
　（字柿畑 1）
・あいちせぼね病院
　（五郎丸字上池31- 1 ）
●引き続き認定された事業所
・株式会社稲葉製作所犬山工場　
　（羽黒新田字笹野 1）
・村田機械株式会社犬山事業所　
　（橋爪字中島 2）
・大同メタル工業株式会社
　（前原字天道新田）
・愛知北農業協同組合
　（江南市古知野町熱田72）
問合　消防総務課（℡65-3122）

　避難所など密集した環境下での集団生活等により新型コロナウイルスなどの感染症が拡大するリスクが高まり
ます。ウイルスなどの感染が拡大している状況において、避難所が開設されるような大規模な地震や⾵水害など
が発生したときどうしたらよいかを考えておきましょう。
　下記を参考に、自宅の危険度を把握し、避難方法を確認してください。
●平時の事前準備や災害時の避難⾏動を確認してください
　『防災ハンドブック�犬山防災』や⼟砂災害・洪水ハザードマップ（防災ハンドブックに挟み込まれている地図）
で、自分の住む地域が洪水・浸水想定区域や⼟砂災害警戒区域なのかを改めて確認してください。

　自宅が危険な区域外の場所にある人（自宅での安全
確保ができる人）は、在宅避難を基本とした避難行動
をとりましょう。
※ただし周りと比べて低い⼟地に住んでいる人やがけ
の近くに住んでいる人は、市からの避難情報を参考に
必要に応じて避難してください。

　自宅が危険な区域内の場所にある人は、まずは親戚
や知人宅など安全な避難先を探してください。それで
も安全な避難先が確保できなければ、マスクなどの感
染防止対策をして避難所等へ避難してください。
　感染者で自宅療養している人および濃厚接触者は避
難所へ避難する前に連絡してください。

問合　防災交通課（℡44-0346）

犬山市土砂災害応急復旧対策費補助金
　近年全国各地で集中豪雨による⼟砂災害が頻発し大きな被害が発生し
ています。⼟砂災害により居住家屋等について被害を受け、自力で応急
措置をとることが難しい人への、住宅敷地に流入した⼟砂の撤去費用の
一部を補助（支援）する制度です。
　詳細は市ホームページ　ページ番号1004410　を見てください。
補助の対象となる人
　⼟砂災害により居住家屋等に⼟砂などが流入した場合、
　①⼟砂災害が発生した⼟地の所有者
　②居住家屋等の居住者または所有者
※同じ⼟砂崩れで①②双方から申請することはできません。
補助の金額
　�応急復旧対策（⼟砂などの撤去、運搬、処分）にかかる費用の 2分の
1の額（限度額20万円）

申請期限
　災害発生日から 3か月以内
※⼟砂などの撤去工事前に申請してください。
問合　整備課（℡44-0333）

▲昨年度愛知県消防操法大会
　準優勝チーム（消防団第 1分団）

犬山市健康づくり
推進事業所認定を
はじめます

　市では健康づくりに取り組む事
業所を「犬山市健康づくり推進事
業所」として認定し応援します。
　健康づくりの取り組み内容を市
に提出した事業所には審査後認定
書を交付し、市ホームページ等で
事業所名を紹介します。また事業
所の健康づくりに関する市のサ

ポートも受けられます。さらに次
年度以降その中から優秀な取り組
みを実施した事業所を表彰します
（認定・表彰は協会けんぽと共同
で実施します）。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1006696　を見てください。

健康づくり取り組み例
・社員の感染症予防
・健（検）診の受診勧奨
・運動機会の促進
・受動喫煙対策
市のサポート例
・�保健師や管理栄養士等による出
張健康講座
・健康に関する啓発資材の提供等
申込・問合　認定を希望する事業

所は市民健康館（℡63-380
　　　0）へ

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

健康は咬
か

むことから
　日常的に行っている「咬むこと
（そしゃく）」について、食べる
ための無意識の行動で当たり前の
ことだと思っていませんか。しか
し人間が今日まで進化してきた過
程には、この咬むという行為が大
きく関わっているのです。
　生命の維持や健康を育み、豊か
な人間生活を営むためにも咬むこ
とは必要不可欠な行為です。いろ
いろな種類の食物をしっかり咬む
ことで脳は飛躍的に成長します。
咬むために使う筋肉（咬

こう

筋
きん

）によっ
て脳が刺激され脳の血液循環が活
性化しました。つまり人類が進化
するには咬むことが不可欠と考え
られるでしょう。
　現代の日本人の咬む回数は弥生
時代の 6分の 1にしかなりませ
ん。そのため、あごが未発達な子
どもたちや生活習慣病の増加など
多くの弊害が生まれてきていま
す。近視の多さも咬まないことで、

眼
がん

窩
か

の形が変形していることと関
係しているという報告もありま
す。人類の退化にならないよう今
すぐにでも咬むことの重要性を考
え直しましょう。

犬山市ウォーキング
アプリ「てくてく」

　ウォーキングは身近にできる健
康づくりの一つです。「てくてく」
には歩数・消費カロリーを記録す
る機能のほか、市内のおすすめ
コースが10カ所掲載されているな
ど、自分のペースで健康づくりに
活用できます。
※ウォーキングの際は人混みを避
けてください。

➡

【iPhone】

【Android】
※てくてくの利用には、まずGoogle
Fitの設定が必要となります。

※アプリは無料で利用できますが通
信にかかる費用は利用者の負担とな
ります。

問合　市民健康館（℡63-3800）

令和元年度犬山市
情報公開請求
個人情報開示請求

情報公開条例運営状況
①公開請求受理件数　20件
②公開決定件数　20件
　（うち一部非公開　 5件）
③公開拒否件数　 0件
④審査請求件数　 0件
⑤審査請求処理状況　 0件
個人情報保護条例運営状況
①開示請求受理件数　10件
②開示承諾件数　10件
③開示不承諾件数　 0件
④訂正・消去等・中止請求受理
　件数　 0件
⑤審査請求件数　 0件
⑥審査請求処理状況　 0件
問合　総務課（℡44-0300）

新型コロナウイルス状況下での避難方法

GoogleFit てくてく
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健 康 子 育 て

時間外受付
市 税 等
納 期 限

水道緊急時

新型コロナウイルス
感染拡大に伴う
メンタルヘルス相談

　新型コロナウイルスの感染拡大
により、不安や疲れ、ストレスを
感じている人も多いと思います。
眠れない、不安な気持ちが続くな
どのメンタルヘルスの不調が続く
ときに利用してください。
日時　㊊〜㊎（㊗除く） 9：00〜

12：00、13：00〜16：30
●�メンタルヘルスに関する相談窓
口（県精神保健福祉センター）

問合　℡052-962-5377
●�医療従事者とそのご家族のため
の新型コロナウイルスに関する
こころの相談窓口（県精神保健
福祉センター）

問合　℡052-962-5379

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等に関する家
族からの相談も可能です。
日時　 7月14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　高沢悟氏
定員　先着 4人
　　　（要予約、初回優先）
申込・問合　 7月 9日㊍までに市

民健康館（℡63-3800）へ

健康なんでも相談
日時　 6月25日㊍13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　ふなびきクリニック医師
　　　　舟曳純一氏
問合　市民健康館（℡63-3800）

それ、給付金を装った
詐欺かもしれません！

健
康
相
談

おくすりなんでも相談
パール調剤薬局
薬剤師　永田淑規氏

6月17日㊌13：30〜15：00
※市民健康館へ直接来てください（ 1人15分程
度）。

保健師・看護師・
管理栄養士による相談

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

警察署だより

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に注意して
ください！
　不審な電話やメールが来たら犬山警察署または警察相談専用電話
（＃9110）に連絡してください。
特別定額給付金に関して
・�市や総務省などが現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすることは、
絶対にありません。
・�市や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込
みを求めることは、絶対にありません。また暗証番号を尋ねることは
ありません。
・�メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にあ
りません。
・�自宅に自治体等の職員が申請の手続きに来ることは絶対にありません
（自治体等をかたる職員が来た場合には、職員の名前や所属を把握し
て実際にその自治体に確認の電話をしてください）。

問合　犬山警察署警務課（℡61-0110）

熱中症に気をつけましょう
室内でも熱中症になります
　熱中症は梅雨頃から夏にかけて
増加します。短い時間で進行する
場合が多く、重症化すれば最悪の
場合死に至ります。早めの対策を
心がけましょう。特に高齢者は、
喉の渇きや温度の上昇に気がつき
にくいため、室内でも熱中症にな
ることが多くあります。
　新型コロナウイルスの影響によ
り外出自粛していることから暑さ
に慣れておらず、体力が低下して
いる場合があります。さらにマス
ク着用により熱が体にこもりやす
い、喉の渇きに気づきづらいなど
熱中症のリスクが高くなる可能性
があります。

母子健康手帳の交付
　新型コロナウイルス感染予防の
ため毎週㊋（㊗除く）に実施して
いる母子健康手帳の説明会を 6月
30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）

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
6 /16㊋、7 / 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
6 /28㊐、 7 /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
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2・第 4日曜日
6 /28㊐、 7 /12㊐ 9：00〜12：00
※新型コロナウイルス感染予防の
ため納税相談や納付書の発行は市
役所へ行かず電話してください。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

　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30日㊋
市民税・県民税 1期・全期
国民健康保険税 1期
介護保険料 3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）

市老連囲碁部
会員募集

　60歳以上の仲間が囲碁を楽しん
でいます。マスク着用や碁盤・碁
石等の洗浄消毒を徹底したり、碁
盤の配置は距離を置いたりするな
どの感染症予防対策をしたうえで
開催します。
曜日・場所
　　　犬山支部
　　　㊌㊎㊏　13：00〜17：00
　　　（南老人福祉センター）
　　　城東支部
　　　㊋㊍㊏　13：00〜16：30
　　　（東部老人憩の家）
　　　楽田支部
　　　第 1・ 2㊋、毎週㊍㊏
　　　13：00〜16：30
　　　（楽田老人福祉センター）
問合　小島（℡090-5109-5273）

「 7ヵ国語で話そう。」
ヒッポファミリークラブ

●オンライン講習会（無料）
日時　 7月 8日㊌10：00〜11：30
　　　 7月11日㊏19：00〜20：30
申込・問合　電話またはホーム

ページからヒッポファミ
リークラブ（℡0120-557-
761　 9：00〜17：30㊏㊐㊗
除く　ホームページhttp://

　　　www.lexhippo.gr.jp/）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。 8月 1日号の締め切りは 6月
22日㊊、8月15日号は 7月 3日㊎、
9月 1日号は 7月14日㊋。

●対策のポイント
　体温調節機能が発達していない
子どもや、気温の変化、喉の渇き
を感じづらい高齢者は特に注意が
必要です。
・�喉の渇きを感じなくてもこまめ
に水分補給をしましょう。小さ
な子どもには時間を決めてお茶
や水を飲ませるのも有効です。

・�室温をこまめに確認し、扇⾵機
やエアコンで温度調節をしま
しょう。

・�外出時には日傘や帽子を利用し
こまめな休憩を心がけましょう。

・�日頃から規則正しい生活をしま
しょう。

問合　市民健康館（℡63-3800）
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子育て支援に係る
連携協定を締結しました
　 4月23日、生活協同組合コー
プあいちと「子育て支援に係る
連携・協力に関する協定」を締結しました。
　協定の内容は児童虐待防止のため配送ドライバーによ
る見守り活動の実施や、市内の児童センターや子育て支
援センターなどで食育に関する講座を協働で実施すると
いうものです。また同組合が 1歳未満の子どもを持つ世
帯へプレゼントする「ハピハピボックス」（子育てに役
立つグッズの詰め合わせセット）の見本を保健センター
等に設置します。

文化史料館「おうちミュージアム」
　新型コロナウイルス感染症の影響による公共施設閉鎖
や学校の長期休業の間、文化史料館が在宅でもできる犬
山城や犬山焼のぬりえ等を市ホームページ上で紹介しま
した。
　この「おうちミュージアム」は「学校がはじまるまで
の間、おうちでミュージアムを楽しもう」と発案された
北海道博物館（札幌市）による企画で、その趣旨に賛同
し、実施されたものです。施設や学校が
再開した後もしばらくの間、公開される
予定です。

ありがとうございます
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため寄贈いただきま
した。皆さまのご厚意に心より感謝申し上げ、福祉、医療、教
育施設等で活用させていただきます。
（順不同、敬称略、 4月30日までの受付分）

・㈱義津屋　除菌用アルコール 15㎏
・㈱山善　マスク�5,000枚
・東洋紡㈱犬山工場　マスク�4,000枚
・㈱島由樹脂　飛沫感染防止パーテーション 49個
・㈱シマショウ　マスク 1,000枚、50,000円
・犬山アジア友好協会　マスク 10,000枚
・ナゴヤプラント㈱　マスク 1,000枚

●匿名分
・マスク　1,000枚
・手作り子ども用マスク　60枚
・消毒液・除菌シートなど
・手作りマスク　75枚
・マスク　100枚
・手作りマスク　100枚

▲

寄贈された品の一部
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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

22図書館
だより

問合
　市立図書館
　（℡62-6300）

●読書会藍の会の一冊
『星の王子さま』サン＝テグジュペリ
　砂漠に不時着した飛行士の前に「ヒツジの絵を描いて」と男の子が現れる。小さな星か
ら来た王子さまが誕生する。地球に着くまでの星で会った大人の支配欲、虚栄心などを揶

や

揄
ゆ

する場面が面白い。地球で多くのことを学んだ王子さまは、星に残してきたバラを守る
ため宇宙に帰る。
　作品に挿入された絵も実に楽しい。作者は第二次世界大戦中、偵察飛行で行方不明になっ
た。作品が発表されて60年以上経った今でも世界中の多くの人に読まれている。

◆洋書コーナーの紹介　～原語で読んでみませんか～
　市立図書館は現在洋書を205冊所蔵しています。洋書コーナーには英語や中
国語など様々な外国語の本が並んでいます。
　『星の王子さま』のフランス語版『Le�petit�prince』も所蔵していますので、
ぜひ原語でも読んでみてください。「フランス語だけでは読めないかも…」と
いう人には『星の王子さま　対訳フランス語で読もう』などの翻訳付きの本
もおすすめです。

自宅で過ごしている人へ

●ブックカバーの作り方を紹介します

　①�文庫本ならA 4サイズ、単行本ならA 3サイズ程度

の紙を用意し、裏返しにして本を真ん中に置きます。

　②�本の大きさに合わせて紙の上下を内側に折り込み

ます。

　③�両横も本の大きさに合わせて内側に折り込み完成。

　簡単にできるので、お気に入りのラッピング用紙な

どで気軽に試してみてください。図書館ホームページ

にもブックカバーを掲載していますのでダウンロード

して使ってください。

●「としょかんだより」を休
やす

まず発
はっ

⾏
こう

しています

　毎
まい

月
つき

、市
し

内
ない

各
かく

小
しょう

学
がっ

校
こう

の図
と

書
しょ

室
しつ

で見
み

ることができる「と

しょかんだより」。学
がっ

校
こう

休
きゅう

業
ぎょう

中
ちゅう

も市
し

立
りつ

図
と

書
しょ

館
かん

ホームページに休
やす

まずアップしています。学
がく

年
ねん

別
べつ

に図
と

書
しょ

館
かん

員
いん

おすすめの本
ほん

も紹
しょう

介
かい

しています。

●読み聞かせ動画を市ホームページで紹介しています

　自宅で過ごしている子どもたちや保護者に少しでも気晴らしになるよう東京子ども図書館の了承を得

て読み聞かせ動画を紹介しています。詳細は市ホームページ　ページ番号1006658　を見てください。

　先月はドイツの名前について、特

に姓名の順番について書きました。

では今月はお約束したとおり、名字

と名前をもう少し詳しく紹介してい

きます。

　この前も書きましたが、私の名字

「Kaufmann」は「商人」という意

味を持っています。このように職業

にちなんだ名字は、ドイツではとて

も多くあります。他にも、「Bäcker」

（パン屋さん）や「Fischer」（漁師）、

「Bauer」（農家）、「Müller」（粉屋）

などです。もう一つよくある名字の

カテゴリーは特徴にちなんだもので

す。つまり人の特徴が名字になって

います。例えば「Klein」（小さい）

や「Braun」（茶色）、「Neumann」

（新しい人）です。それ以外に、社

会的な立場、出身地、住んでいる場

所の特徴なども名字になりました。

しかし、職業にちなんだ名字が最も

多く、ドイツの「最もよくある名字

一覧」でも、最初の10位まではすべ

て職業の名字です。歴史から見ると、

名字は中世ごろに出てきたそうで

す。貿易が増え、村や町も増え、徐々

に人が集まって、生活し、普段の生

活の中で交流をする人が増えてきた

ので、名前に職業などを付け、人の

区別がしやすくなりました（例えば

漁師のPeter）。

　ちなみにドイツでは、全体で85万

以上の名字があるらしく、最もよく

ある名字は「Müller」（粉屋）だそ

うです。「Kaufmann」は136位でし

た。

　名前にも意味がありますが、名字

のように簡単にわかる意味ではあり

ません。名前は何千年前から伝わっ

てきたり他の言語から入ってきたり

して、地域によって違う名前があり

ます。私の名前「Katharina」も多

数の説がある名前です。この名前の

由来は古代ギリシャ語だと一般的に

伝われています。しかし、古代ギリ

シャ語のどの言葉から来たのかは多

数の説があります。一つは、ギリシャ

神話の女神「ヘカテー」と関係があ

り、もう一つは、「純粋」という意

味を持っている形容詞からきた説で

す。それ以外の説もあります。名前

は大昔からできたもので、たくさん

の場所へ広がったので、言語によっ

てスペルや発音が少し異なってきま

した。例えば、「Katharina」は、

「Catherine」（ケッセリン）、「Eka

terina」（エカテリーナ）、「Catalina」

（カタリナ）、「Kathrin」（カトリン）、

「Caitlín」（カトリン）などなど様々

な形がありますが、元の名前は同じ

です。

　ドイツ、たぶんヨーロッパでは、

多くの人が名前を一つ以上持ってい

ます。私には、少し残念ですが、一

つしかありません。母も父も、多く

の親友も少なくとも 2つ持っていま

す。多数の名前があれば、その中の

どちらかが呼び名になります。多く

の人の場合はそれが一番目になると

思いますが、たまには 2番目か 3番

目の名前が呼び名になります。

　皆さんは自分の名字や名前の意味

や由来を知っていますか？

■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

※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

6月21日㊐ きなな歯科� （扶桑） 0587-22-7599

6月28日㊐ きたのもんファミリー歯科�（楽田） 0568-67-0055

■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）

6月21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

6月28日㊐
みどり診療所� （羽黒）
宮田眼科� （犬山）

67-3311
61-0200

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。

私の先祖は「商人」？
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物は果実、樹液、昆虫など。サルの
なかまとしては珍しく双子を生み、
父親や兄弟も子育てに参加します。
　私は日本モンキーセンターに勤め
てもう30年。これまでオランウータ
ンやニホンザルなどさまざまな動物
たちを担当してきましたが、今回は
20年近く前にマスコミを賑わせた 1
頭のコモンマーモセットを紹介しま
しょう。
　彼女の名前はムーブ。特別展など
のためビジターセンターに設置され
たビバリウム⾵の施設でくらしてい
たときのことです。昆虫も食べる
マーモセットですので、水槽で泳ぐ
ネオンテトラやグッピーを目で追う
姿には特に驚きませんでした。しか
しそのあとムーブが始めた行動には
驚きました。朝エサを与えると、ひ
としきり食べたあと、その中からパ
ンを持って運び水面に落とします。
魚がパンに集まってくるのを少し離
れて待ち、そっと近づいて捕まえる
のです。この行動は「漁をするサル」

として話題になり、たくさんの取材
が来ました。一方で苦労もありまし
た。水槽の水が濁ったりポンプが壊
れたり、植物を維持するのも大変で
した。マーモセットはにおいを使っ
てコミュニケーションするのです
が、それが「くさい」と言われるこ
ともありました。
　ムーブにはもう会えませんが、環
境に合わせてさまざまな能力を見せ
てくれる動物たちには今でも驚かさ
れます。現在Webサイト上の「お
うちどうぶつえん」でいろいろな情
報をお伝えしています。においまで
はお伝えできませんが、ぜひおうち
からも動物たちの様子をお楽しみく
ださい。

　今回ご紹介するコモンマーモセッ
トは南アメリカに生息する体重
300gほどの小さなサルです。食べ

『衛生的手洗い』とは

18犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

　安全な給食を提供するために、給食室では衛生面などに細心の注意を払い
ながら調理をしています。給食室の一日は、手洗いから始まり、手洗いで終
わります。食品取扱者が行う手洗いは『衛生的手洗い』といい「洗って・拭
いて・消毒」という手順で行います。適切な手洗いを行うことで、日常生活
や周囲の環境により手に付着した菌やウイルスのほとんどを除去することが
でき、安心・安全な給食を提供することにつながります。
　正しい手洗いは、給食現場だけでなく、ぜひ私たちの日常にも取り入れて
いきたいですね。

ペーパータオル（家庭では清潔なタオル）でしっかり水分を拭き取る。
（水分が残っているとアルコール消毒の効果が弱まります。） アルコール消毒薬を手全体にしっかりすり込む。

ステップ1：洗う

ステップ2：流水でよくすすぎ、水気を拭く
ステップ3：消毒する

家庭ではステップ 3は省略OK

▲しっかり手洗いをする調理員

驚きの行動を見せてくれた
コモンマーモセット

（公財）日本モンキーセンター
飼育技術員�����堀込亮意


