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9 / 1健康いぬやま応援メニュー　スタンプラリー

①健康そのまんま定食

⑤色々野菜カレー

⑨花子トマトラーメン

④ヘルシー焼きうどんセット

　⑧1日の1/2分の野菜リゾットセット

⑫上刺身ランチ

③白身魚の赤酢あんかけ弁当

⑦入鹿池のダムカレー

⑪とろろごはん定食

②福玉ランチ

⑥犬山田カツ定食

⑩アスカカレーセット
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健康いぬやま応援メニュー　スタンプラリー
●健康いぬやま応援メニューとは
　健康に関する 5つの項目「エネルギー・野菜・塩
分・地産地消・禁煙」を 3つ以上満たし、犬山に関
連した内容（犬山産の食材を使用、犬山に絡んだネー
ミングなど）を取り入れたメニューのことです。
　市では、このメニューを提供している飲食店を「健
康いぬやま応援メニュー協力店」（以下、協力店）
として12店舗認定しています。外食でも健康に配慮
できる上、一人でも家族連れでも利用しやすい店舗が多く認定されています。

●スタンプラリーに応募して食事券をゲット
　「健康いぬやま応援メニュー」を食べてスタンプラリーに応募すると、
抽選で22人に協力店で使用できる食事券2,000円分が当たります。
実施期間　 9月 1日㊋〜11月30日㊊
応募方法　①�協力店で健康いぬやま応援メニューを食べた後（テイクア

ウトは注文後）、会計時にスタンプカード（各協力店で配
布しています）を提示するとスタンプが 1つもらえます。

　　　　　②�スタンプが 3店舗分集まったら、スタンプカードに氏名等
の必要事項を記入し、協力店に設置されている応募箱へ実
施期間中に投函してください。

※期間中は 1人何回でも応募できます（当選は 1人 1回まで）。ただし 1つのスタンプカードに 3店舗分違う店
舗のスタンプが必要です。当選発表は12月下旬に賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※食事券を使用できる店舗は券ごとに決められています（店舗の指定はできません）。
※協力店に関する情報は右の二次元コードを読み取るか、各協力店・市役所 1階・保健センター・
市民健康館で配布しているチラシを見てください。

●協力店の紹介（市外局番は0568、料金は税込み）
　「健康いぬやま応援メニュー」の写真は、表紙を見てください。

問合　市民健康館（℡63-3800）

◀▲このステッカー（上）
とのぼり旗（左）が協力店
の目印です。

エネルギー
700kcal
以下

エネルギー

塩分
3ℊ
以下

塩分

店内全面
禁煙

禁煙

野菜
120ℊ
以上

野菜

愛知県産の
食材を常時
1品目以上使用

地産地消

御食事処　志乃ぶ
（℡62-0991　犬山字富士見町）

健康そのまんま定食� 850円

お好み焼き　佳味
（℡65-0443　上野字大門）

福玉ランチ� 880円

炭焼き弁当　たまご家
（℡64-6031　五郎丸字隅田）

白身魚の赤酢あんかけ弁当� 600円

　野菜たっぷりの豆腐サラダには市内
豆腐店手作りの濃厚な豆腐に、お店の
手作りドレッシングや焼き豚がのって
いて、とても食べ応えがあります。お
茶は健康茶で、お店の知られざる配慮
がうれしい、その名の通りの定食です。

　お好み焼きは、こだわりの生地に県
内産の野菜や地元製造のこんにゃくな
どたくさんの具が入って、ふわふわし
た軽い焼き上がり。サイドメニューが
たっぷり付いても700kcal以内。リピー
ターさんが多いのも納得できます。

　日々挑戦を続ける情熱的な店長さ
ん。弁当に使用されているお店特製の
トマトが入った赤酢は一度食べてみる
価値あり。どのお弁当にも入っている
卵焼きは誰もが好きな優しい味です。
※テイクアウトのみのお店です。

エネルギー 塩分野菜 地産地消 エネルギー 禁煙野菜 地産地消 エネルギー 塩分 禁煙野菜 地産地消

1 2 3
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アジアンキッチン　アスカ
（℡62-5561　五郎丸字上前田）

アスカカレーセット� 930円

カフェ＆レストラン アイランド
（℡67-0998　字喜六屋敷）

珈琲　五条
（℡68-1701　長者町三丁目）

びすとろMARU
（℡080-4227-0141　五郎丸東一丁目）

アランチャ
（℡61-3070　塔野地北三丁目）

活魚料理　みなみ
（℡62-8127　塔野地字杉ノ山）

上刺身ランチ

上刺身ランチ� 1,320円

日本モンキーパーク内
オアシスレストラン 八仙
（℡090-1758-0389　犬山字官林）

花子トマトラーメン� 750円
※季節限定メニュー（11月〜）のため
　 9・10月はスタンプラリーの対象になりません。

自
じ

然
ねん

薯
じょ

工房
（℡080-5162-8123　犬山字東古券）

とろろごはん定食� 850円
※季節限定メニュー（ 1月中旬〜 6月中旬）のため
　今回のスタンプラリーは対象になりません。

キリン亭
（℡61-0264　天神町一丁目）

　スパイスの効いたネパールのスープ
カレーがベースですが日本人でも食べ
やすい味です。お肉と野菜がごろごろ
入っていて、ジャガイモは栗栖産のも
のを使っています。テイクアウトも可。
出前も一部周辺地区で可。

　入鹿池のイメージを一皿に表現して
います。「なぜこの形？」など天気の
良い日に入鹿池を眺めて想像しながら
食べてほしい一品。カレーは塩分控え
めなのに本格的な味わいで、ちょっぴ
り辛めです。テイクアウトも可。

　色々なおかずがちょっとずつ付くと
ころが、地元のお客さんの心をつかん
で離さない秘訣。旬の自家製野菜を積
極的に取り入れていて、ランチメニュ
ーが豊富なので何度も通いたくなる魅
力があります。

　玄米リゾットの上に大きめの野菜が
のっていて、色々な食感と味が楽しめ
ます。犬山名物「げんこつ」のきな粉
を使用したプリンも絶品。 2階建てロ
ンドンバスの中で味わえます。

　「野菜をたくさん食べてほしい」と
いう店長さんの思いから、ご飯が見え
ないくらい野菜がてんこ盛り。たっぷ
りのカレーと一緒に最後までおいしく
食べられます。手作りシフォンケーキ
もおすすめ。明るい雰囲気のお店です。

　メインは、毎日仕入れる愛知県産の
刺身ですが牛スジ蒸しも絶品です。 2
時間蒸してから地元野菜とタレを合わ
せて真空パックでさらに 2時間蒸すと
いう手間暇かけた一品。柔らかくて
しっかり味がしみ込んでいます。

　犬山特産のミニトマト「おいしい花
子」をスープやトッピングなどふんだ
んに使用。チーズが絡んでまるでイタ
リアンのような減塩ラーメンです。
※日本モンキーパークの入園料が必要。

　愛知県産の自然薯「夢とろろ」を自
家栽培したものを使用。一般的にはあ
まりお目にかかれない「むかご」も食
べられます。

　揚げたてでボリューム満点のカツの
中身は、実は豆腐。犬山の田楽をイメー
ジして考案され、手作りの味噌だれが
よく合います。700kcal以内で大満足
の食べ応えで「ダイエット中だけど揚
げ物が食べたい」という人におすすめ。

エネルギー 塩分 禁煙野菜 地産地消

エネルギー 塩分 禁煙野菜 地産地消

エネルギー 禁煙野菜 地産地消

エネルギー 塩分 禁煙野菜 地産地消

塩分 禁煙野菜 地産地消

エネルギー 禁煙野菜 地産地消

エネルギー 塩分 禁煙野菜 地産地消

エネルギー 禁煙野菜 地産地消

エネルギー 禁煙野菜 地産地消

10

7

4

8

5

犬山田
でん

カツ定食� 820円色々野菜カレー� 1,090円ヘルシー焼きうどんセット� 820円

1日の1/2分の野菜リゾットセット
1,450円

入鹿池のダムカレー� 800円

12

9

11

6
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催 し

募 集

市民ファミリー
サイクリング

秋の犬山をポタリングしよう
　市内に設置されたポイントをま
わります（20㎞程度）。
日時　10月11日㊐ 9：30〜15：00
　　　（当日 8：30から受け付け）
集合　内田防災公園
定員　先着100人（小学生以下は

保護者同伴）
対象　市内在住の人　費用　無料
※ヘルメットを着用してください。
※自転車のレンタルはありません。
※補助輪付き自転車は不可、子ど
も乗せは可とします。
※各ポイントで特典があります。
※新型コロナ対策のため各自検温
し、マスクを着用してください。
体調の悪い人は参加を控えてくだ
さい。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。
問合　犬山ポタリングクラブ（犬

山市総合型地域スポーツク
ラブ登録）事務局（℡080-
6987-1234　 9：00〜17：00）

とうしゅん創業塾
　これから創業を予定（希望）する
人のために創業する力を養成する
連続講座（全 5回）を開催します。
日時　10月10日㊏・17日㊏・24日

㊏、11月 7 日㊏・14日㊏
　　　各 9：00〜12：00
場所　東春信用金庫�本店 2階
　　　とうしゅんホール
　　　（小牧市中央 1 -231- 1 ）
定員　30人　費用　無料
申込・問合　東春信用金庫　地元

支援部（℡72-2181）へ

あいち消防団
応援の店

　「あいち消防団応援の店」とは、
消防団員やその家族に料金割引な
どのサービスを提供することで消
防団を応援するお店です。
　消防本部では
「あいち消防団
応援の店」への
登録を随時募集
しています。
対象　市内の店舗または事業所
※登録は無料ですが、サービス費
用は店舗または事業所の負担とな
ります。サービス内容や提供者の
範囲は自由に設定できます。
申込・問合　消防総務課（℡65-

3122）へ
●市内の「あいち消防団応援の店」
　サービスを受けるときは団員カ
ードまたは団員家族カードを提示
してください。

店舗・事業所名 電話番号
有限会社
インテリアコウノ

0568-
61-3310

地ビール処�巴克斯
昭和横丁店

090-
9265-5456

マクドナルド41号
犬山エッソSS店

0568-
63-3125

中華じゃりん子 0568-
62-1722

※サービス内容については各店舗
または事業所に問い合わせるか
「あいちの消防団ポータルサイト
（https://shobodan.pref.aichi.
jp/ouen-shop/）」で確認してく
ださい。

さくら工房後期教室
受講生募集中止

　さくら工房の後期教室は、新型
コロナの影響により中止となった
前期教室の申込者を対象に実施し
ます。そのため後期教室の受講生
は募集しません。
問合　市民健康館（℡63-3800）

（一社）尾北医師会
尾北看護専門学校生

　令和 3年 4月入学（全日制 3年
課程）の学生（第13回生）を募集
します。
定員　40人（12月に受け付け予定

の一般入学を含む）
【推薦・社会人入学】
願書受付期間
　　　　10月19日㊊〜30日㊎
試験日　11月15日㊐
問合　尾北看護専門学校
　　　（大口町下小口 6 -122- 2
　　　℡0587-95-7022）
※詳細はホームページ（https://
bihokukango.ac.jp/）を見てく
ださい。

介護に関する
入門的研修

　介護に興味・関心があり勉強し
たい人や介護事業所で活躍したい
人に、基礎講座と入門講座の演習
を交えた分かりやすい研修（無料）
を実施します。
　受講した人は、あいち介護サ
ポーターバンクに登録し、サポー
ターとして介護事業所で活躍する
こともできます。
日時　①基礎講座　10月27日㊋
　　　　�13：30〜16：30、入門講座
　　　　�11月 5 日㊍・10日㊋・17

日㊋ 各 9：30〜16：30
　　　②�基礎講座　令和 3年 1月

9日㊏13：30〜16：30、　
入門講座　令和 3年 1月
23日㊏・30日㊏、 2月11
日㊗ 各 9：30〜16：30

※各講座のみの受講も可能。
場所　ウインクあいち（名古屋市

中村区名駅 4丁目 4 -38）
対象　県内在住の高校生以上の人
申込・問合　あいち介護サポータ
　　　ーバンク運営事務局
　　　（℡0800-200-4415　 9：00〜
　　　17：45�㊏㊐㊗除く）
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犬山桃太郎かかしコンクール 応募作品
　里山を楽しむ秋のイベント「犬山桃太郎かかしコンクール」に、かかしを楽しく手作りして応募しませんか。
●かかし作り
日時　10月 4 日㊐10：00〜15：00　場所　桃太郎公園
定員　先着20人　費用　無料
持物　かかしの材料（竹、わら、古着の無料準備あり）
※作品のテーマは自由ですが桃太郎に関するものは加点があります。
※受賞者には地元産米60kg等の賞品があります。
申込・問合　栗栖桃太郎発展会（℡61-8195）へ

後期公民館講座
対象　市内在住または在勤で18歳以上の人
申込　①�9 月 8 日㊋ 9：00〜17：00　初心者（平成30年度・令和元年度に受講していない人）を対象に電話で受け

付け
　　　�②�9 月10日㊍ 9：00〜17：00　①で定員に満たない講座（ 9月 9日㊌に市ホームページで公開）は経験者を

対象に電話で受け付け
　　　※①、②で定員を超えた場合は、抽選となります。
　　　�③�さらに定員に満たない講座は 9月11日㊎13：00〜 9 月12日㊏17：00に南部公民館 1階事務所窓口か電話で

先着順に受け付け
※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。
※受講料は講座の初回に集金します。材料費は表に記載のとおりです。
※新型コロナの影響により講座内容が変更・中止となる場合があります。
問合　南部公民館（℡68-0834　 9：00〜17：00㊊休館　㊗の場合は翌平日休館）
●南部公民館

講座名・期間など 時間・場所・講師・定員・受講料・材料費・持物

リフレッシュ・ヨガ
10月21日〜12月16日
（全 5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　12人　受講料　2,500円
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
9 月16日〜12月16日
（全 5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 2・ 3　講師　西代晃子　定員　12人　受講料　2,500円
材料費　無料　持物　動きやすい服装、汗拭きタオル、底が厚くないシューズ、飲み物

おしゃれ園芸
（ガーデニング）
9 月18日〜12月18日
（全 4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　12人　受講料　2,000円
材料費　初回3,500円（以降 1回につき3,500〜4,000円程度、各回ごとに集金）
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

俳句（入門編）
10月 7 日〜12月16日
（全 5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　12人　受講料　2,500円
材料費　無料　持物　筆記用具

やさしい初歩の日本画
9 月25日〜12月11日
（全 5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・会議室　講師　伊藤恵以知　定員　12人
受講料　2,500円　材料費　500円（初回に集金）　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
10月 6 日〜12月15日
（全 5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　12人　受講料　2,500円
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

●かかしコンクール
　（応募作品の展示、投票期間）
期間　10月10日㊏
　　　　〜11月15日㊐
●表彰式
日時　12月 5 日㊏11：00〜11：30
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募 集 生 活

犬山国際交流協会
後期語学講座

　10月から令和 3年 2月の期間に
開催する語学講座（英会話・ドイ
ツ語・韓国語・中国語・スペイン
語・ポルトガル語）の受講生を募
集します。
場所　市民交流センターフロイデ
対象　高校生以上
定員　各15人
申込　 9月 1日㊋〜11日㊎に下の

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
　　　確認して申し込
　　　んでください。
※ 9月 6日㊐開催のランゲージカ
フェ（無料オープン講座）は、 9
月 4日㊎までに申し込み。
問合　犬山国際交流協会事務局
　　　�（℡48-1355� 9：00〜17：00
　　　㊏㊐㊗第 2・ 4㊊除く）

後期英会話サロン
期間　10月から令和 3年 3月の期

間の㊊（全11回）
　　　各19：30〜20：30
場所　市民交流センターフロイデ
対象　高校生以上で簡単な英会話

ができる人
定員　先着15人
申込・問合　 9月 1日㊋〜11日㊎

に直接またはファックスか
Eメールで件名「英会話サ
ロン」、郵便番号、住所、
氏名（ふりがな）、連絡先
を犬山国際交流協会事務局
（℡48-1355� 9：00〜17：00�
㊏㊐㊗第 2・ 4㊊除く� Fax
48-1356　Eメールiia＠grace.

　　　ocn.ne.jp）へ

蛍光管などの分別
　蛍光管などの製品の内部には微
量ながら水銀が含まれており、市
では専用破砕装置で適正に中間処
理を行い、その後、専門業者で最
終処理をしています。
　水銀使用製品が分別されずに他
の処理施設に入ると、処理過程の
中で水銀が気化し外部へ放出され
てしまいます。
　気化した水銀を吸い込むと中毒
症状を起こすなど健康を害する場
合がありますので、適正なごみの
分別に協力してください。

●電球や蛍光管の使用後の分別
　LEDや白熱電球と表記がな
く分別の判断がつかない時は、
型番の最初のアルファベットを
確認して次のとおり分別してく
ださい。
・型番の最初が「F」「EF」で
始まる場合は「蛍光管」へ分別
してください。割れた蛍光管は
新聞紙などに包んで出してくだ
さい。
・型番の最初が「LD」はLED、
「L、LW、G、NL、R、KR」
などは白熱電球を指しますので
「不燃ごみ」へ分別してくださ
い。

※詳細は犬山市ごみ収集カレン
ダーの11ページを見てください。
問合　環境課（℡44-0344）

善意ありがとう
ございます

●市へ
株式会社義津屋
　ドリンクゼリー120個
匿名　200,000円
●福祉基金寄附金として
K・K　3,000円

私有地内の
動物の死骸処理

　私有地内で動物（野良猫、野生
動物など）の死骸があった場合は、
土地所有者の責任で処理してくだ
さい（市では回収できません）。
　死骸は尾張北部聖苑へ直接持ち
込むか、下記の一般廃棄物収集運
搬許可業者へ回収の依頼をしてく
ださい（いずれも有料）。
　50㎝未満の小型動物の死骸は、
可燃ごみ収集日に指定ごみ袋に入
れて出すことができます。
●土地所有者が直接持ち込む場合
場所　尾張北部聖苑（善師野字奥

雑木洞 1 - 1 　℡62-4144
　　　 8：30〜16：30）
処理手数料　 1頭1,500円
●一般廃棄物収集運搬許可業者に
回収を依頼する場合
　回収時間や料金は各事業者へ問
い合わせてください。
・合資会社　犬山衛生社
　天神町 5丁目25　℡61-7888
・株式会社　東海SUNKEY
　中山町 2丁目37　℡63-3711�
問合　環境課（℡44-0344）

野焼き行為は
やめましょう

　野焼きによる煙や臭いで困って
いるという声が多く寄せられてい
ます。
　屋外でのごみの燃焼行為（野焼
き）は、農業を営むためにやむを
得ない場合など一部例外を除き、
法律や条例で禁止されています。
　農業を営むためのやむを得ない
場合であっても近隣住民に迷惑が
かからないよう周囲の住宅環境等
に十分配慮してください。また枯
れ草やもみ殻は可燃ごみで出す
等、野焼き行為そのものをできる
だけ控えるよう努めてください。
問合　環境課（℡44-0344）
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ごみ・リサイクル　 9 月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 9 月13日㊐
9：00〜16：00

9 月19日㊏
9：00〜12：00

9 月27日㊐
9：00〜12：00

場所

わん丸リサイクル小屋
敷地内
（上坂公園西）
※リサイクル品販売は
中止

南部公民館
駐車場

市役所西庁舎
※市役所前公共北
駐車場から場所を
変更しています。

回収
品目

新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・布類・飲料用紙パック・アルミ
缶・スチール缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装・植物
性廃食用油（わん丸リサイクル小屋のみ）・ダウン率50％以上の羽
毛ふとん（わん丸リサイクル小屋のみ）

対象 市内在住の人

その他

・各自で資源容器に投入してください
・�廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れて容
器ごと出してください
・羽毛ふとんは濡れないように出してください

●わん丸エコステーション（常設）

日時 平日　 8：30〜12：00　13：00〜15：30
土曜　 8：30〜11：30　※㊐㊗は休業

場所 都市美化センター敷地内

回収
品目

エコステーションの回収品目に加えて空きびん（無色・茶色・そ
の他）、植物性廃食用油・小型家電 9品目・パソコン・ダウン率
50％以上の羽毛ふとん

対象 市内在住の人

その他

・各自で資源容器に投入してください
・�廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れて容
器ごと出してください
・羽毛ふとんは濡れないように出してください

●わん丸リサイクル小屋収益　20,018円（ 7月分）
　市環境保全基金へ積み立てさせていただきます。

●地域で行われる資源回収
［小中学校］
5日㊏　城東中学校PTA
　　　　（℡61-0501）
12日㊏　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）

［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内℡61-0667）
毎週㊋㊍　（社福）まみずの里
　　　　　きりり作業所
　　　　　（℡62-4733）
第 2・ 4㊍ 9：00〜10：00
　　　　（雨天中止）
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦�℡61-2200）
6 日㊐　県営橋爪住宅自治会
　　　　（甲斐�℡090-3481-9287）
12日㊏　本町町内会
　　　　（兼松�℡090-9901-8097）
22日㊗　�犬山市身体障害者福祉協

会�（ふれんど�℡61-8008）
27日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）

［羽黒地区］
5日㊏　�尾張富士グリーンハイツ

子供会
　　　　（荻野�℡97-7821）
9 日㊌　�羽黒子ども未来園保護者

会（羽黒子ども未来園
　　　　℡67-0129）

※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。
※日程の変更・回収等については
各団体に確認してください。
問合　環境課（℡44-0344）

◀�わん丸リサイクル小屋敷地内のエコス
テーションには「ワン丸ボラ会」のボ
ランティアスタッフがいる場合があり
ます。

お手伝いしますので気軽に声を
かけてください。
（ワン丸ボラ会代表�三輪さん）
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生 活

犬山駅東西周辺が禁煙になります
　令和 2年10月 1 日から犬山駅東
西周辺が路上喫煙禁止区域とな
り、区域内では喫煙所以外でたば
こを吸うことができなくなります
（右図参照）。たばこを吸う人は、
必ず喫煙所を利用してください。
　たばこを吸う人、吸わない人、
ともに協力をして快適な環境づく
りにご協力ください。
問合　環境課（℡44-0345）

プレミアム商品券
購入引換券を送付

　10,000円分使用できるプレミア
ム商品券を5,000円で販売します。
　 9月から順次、全ての市民（令
和 2年 8月15日時点）あてに購入
引換券を郵送します。
　購入方法やプレミアム商品券を
使えるお店などは、広報犬山 9月
15日号と一緒に配布するチラシを
見てください。
問合　産業課（℡44-0340）

市役所 1 階窓口で
PayPayが使えます

　市役所 1階窓口（市民課、税務
課、収納課）で発行している証明
書等の手数料の支払いに、 9月 1
日㊋からPayPayが使えるように
なります。使用する際は支払い時
に「PayPayで」と職員に伝えて
ください。
　なおPayPayの登録方法や使い
方については、PayPay公式ホー
ムページ（https：//paypay.ne.jp）
を確認してください。
問合　情報政策課（℡44-0304）

令和 2 年国勢調査
　10月 1 日を基準日として令和 2
年国勢調査を実施します。日本に
住んでいる全ての人および世帯が
対象です。
　 9月から調査員が順次、各世帯
を訪問します。
　新型コロナ対策として調査員は
マスク着用のうえ訪問します。訪
問時は原則インターホン越しに必
要事項の聞き取りを行い、調査票
は郵便受けに投函します。
　回答の際は、対面を避けるため
インターネットや郵送での回答に
ご協力ください。
問合　総務課（℡44-0300）

航空機救難消防訓練
のお知らせ

　航空機事故等発生時の被害を最
小限に止めるため、法律等で定め
られた訓練を行います。本訓練に
伴い黒煙が発生しますが、環境に
配慮し、灯油の使用は最小限とし
ていますので、ご理解をお願いし
ます。
日時　 9月17日㊍ 5：20〜 8：30
　　　（予備日 9月18日㊎）
場所　岐阜基地内
問合　航空自衛隊岐阜基地渉外室

（℡058-382-1101内線2271）

自主防災活動
支援補助金

　市では地域の自主防災組織が災
害時の救助道具や備蓄食料を購入
する経費を補助しています。
対象　町内会などで構成される自

主防災組織
補助金額　防災用資機材購入費の

2分の 1（上限 5万円）
※マンション等のエレベーター内
に設置する備蓄品を収納した防災
イスなども対象にしています。
※詳細は事前に市役所 3階防災交
通課へ確認してください。
問合　防災交通課（℡44-0346）

停電情報お知らせ
サービス 無料アプリ

　中部電力パワーグリッド（株）
が提供するこのアプリでは広域停
電発生時に停電の発生・復旧情報
などをお知らせします。台風等の
災害に備えて活用してください。

問合　中部電力パワーグリッド㈱
小牧営業所

　　　（℡0120-929-580）

※犬山駅東側は、現在、灰皿を 2カ所設置して
　いますが10月からは、からくり時計横の 1カ
　所となります。

●犬山駅東側●犬山駅西側
□：路上喫煙禁止区域
●：喫煙所

□：路上喫煙禁止区域
●：喫煙所（高架下に設置）

【iOS用】 【Android用】

犬山郵便局

犬
山
駅

犬
山
駅

犬
山
駅
東

犬山商工会議所
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健 康
イスに座って
簡単エアロビ

　低下した体力や筋力を取り戻し
たい人におすすめの教室です。
日時　10月 2 日㊎10：00〜11：30
場所　保健センター
講師　愛知県エアロビック連盟
　　　横井純子氏
対象　65歳以上の市民
定員　先着12人　費用　300円
持物　飲み物、汗拭きタオル
※動きやすい服装で来てください。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
申込・問合　 9月 9日㊌から電話

で市民健康館（℡63-3800）
へ

工夫して
朝食をとりましょう

　令和元年度に農林水産省が18〜
39歳の男女2,000人を対象に行っ
た「若い世代の食事習慣に関する
調査」では、 2割を超える人が朝
食を「ほとんど食べない」という
ことがわかりました。
　また「朝食を食べることは自分
の健康に良い」と思う人は 6割を
超える一方、「朝食を作るのは面
倒だ」という人が過半数を占めま
した。
　朝食を食べることは、日中の集
中力アップやイライラ防止につな
がります。
　朝食を作る時間がないという人
は、そのまま活用できる市販の煮
豆や煮物類、ミニトマトなどの洗
えばすぐに食べられる野菜類、皮
を手でむけるバナナ、牛乳やヨー
グルトなど準備に手間のかからな
いものを選んでみてはどうでしょ
うか。
　「朝は忙しいから何も食べない」
という選択をするのではなく、ま
ずはバナナ 1本や食パン 1枚など
簡単に摂取できるものから取り入
れてみましょう。
問合　市民健康館（℡63-3800）

※犬山駅東側は、現在、灰皿を 2カ所設置して
　いますが10月からは、からくり時計横の 1カ
　所となります。

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。
日時　 9月17日㊍13：30〜15：00　場所　市民健康館
相談員　たくや整形外科　西川卓也氏　定員　なし（当日先着順）
※新型コロナの影響により中止する場合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

9月はがん征圧月間
　「がん」は、日本人の死亡原因の第 1位であり 4人に 1人はがんで亡く
なっています。しかし早期発見をすれば90％以上が治ります。
　令和元年度は、のべ23,332人が市のがん検診を受け、胃がん、大腸がん、
前立腺がんなど合わせて63人にがんが見つかりました。
　今年度も12月28日㊊まで市内医療機関で市のがん検診を実施していま
す。通常 3 〜 4万円かかるがん検診が、この期間は市の助成により 1万
円以内で受診できます。
　詳細は広報犬山 5月15日号 8 〜10ページまたは市ホームページ　ペー
ジ番号1002033　を見てください。
　例年11〜12月は混み合いますので、受診を希望する人は早めに医療機
関で受診してください。

　昭和35（1960）年から日本対がん協会と日本医師会が毎年 9月を「が
ん征圧月間」と定め、がんと、その予防についての正しい知識の徹底
と早期発見・早期治療の普及に全国の組織をあげて取り組んでいます。

問合　市民健康館（℡63-3800）

9月10日〜16日は自殺予防週間
　自殺対策基本法では、 9月10日の世界自殺予防デーにちなんで毎年 9
月10日〜16日を自殺予防週間と位置づけています。
　日本では年間約 2万人の尊いいのちが自殺によって失われています。
また一人の自殺は少なくとも周囲の 5〜10人の人たちに深刻な影響を与
えるといわれています。
　こころの不調が長く続いたり日常生活に支障が出たりしている場合は
早めに専門機関に相談しましょう。
　また身近な人の悩みに気づいたら、声をかけ、支えあい、必要時は相
談窓口につなぎましょう。

●あいちこころほっとライン365　℡052-951-2881
　匿名で電話相談ができます。 9月10日㊍〜16日㊌は、20：30まで受付
時間を延長しています（上記期間以外は 9：00〜16：30）。

問合　市民健康館（℡63-3800）
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子 育 て

　各施設で子育て支援事業を実施しています。日程は変更することがあります。
　施設の利用については新型コロナ対策のため人数や利用時間を制限しています。親子ともに検温をした上で、
健康状態が良好な人のみ参加をお願いします。大人はマスクを着用してください。また当面の間、施設内での食
事はできません。

★児童センター　問合　犬山西児童センター（℡62-3041）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容 その他

子育て広場
「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0歳から）と
保護者

毎週㊊〜㊎
（㊗除く）
10：00〜10：45
11：00〜11：45

市内児童
センター

親子ふれあい遊び
体操

利用時間を区切り、
入れ替え制とします。

パパも
　あそぼう

未就園の乳幼児と
父親

9月19日㊏
10：30〜11：00

犬山西児童
センター 親子ふれあい遊び −

★子育て支援センター
申込　①〜③は開催日の前日までに電話でさら・さくらつどいの広場（℡63-3817）へ、④⑤は申し込み不要
問合　さら・さくらつどいの広場（市民健康館）（℡63-3817）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

①さくらっこ
　あひる

1歳〜 1歳 6か月の
子どもと保護者

9月25日㊎
10：30〜11：00

市民健康館
2階
204研修室

親子ふれあい遊び・お話

②すくすく
　タイム

3〜 5か月の
子どもと保護者

9月 2日㊌
10：30〜11：00

情報交換・あやし遊び・
絵本

③わくわくっこ
令和 2年 4月 1日以前に
2歳の誕生日を迎えた
就園前の子どもと保護者

9月17日㊍
10：30〜11：00 英語で遊ぼう・絵本

④にこにこ
　タイム

未就園の多胎児と保護者
多胎児妊婦

9月 3日㊍
10：30〜11：00 東児童センター

さんにぃれ

親子遊び・情報交換

⑤赤ちゃん
　サロン 0歳の子どもと保護者 9月23日㊌

14：00〜14：30 あやし遊び・絵本

★相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て
毎日（㊋㊗除く）10：00〜15：00※㊐は12：00まで 犬山市子育て支援センター（℡66-5700）

（東児童センターさんにぃれ内）

毎日（㊐㊊㊗健康館休館日除く）10：00〜15：00 さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）
（市民健康館内）

家庭児童 毎日（㊏㊐㊗除く） 9：00〜17：00 家庭児童相談室（℡62-4300）
（保健センター 2階）

利用者支援 毎日（㊏㊐㊗除く） 8：30〜17：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などを行います。

子ども未来課（℡44-0324）
（市役所 1階）

発達支援
（要予約）

9月11日㊎・29日㊋　　 3歳児〜中学生
① 9：15〜　②10：45〜　③13：00〜　④14：30〜

子ども未来センター（℡61-1295）
（保健センター 1階）

すくすく❣

いぬまる

毎日 8：30〜17：00（㊏㊐㊗除く）※妊娠、出産、子育て期の相談に保健師や助産師等が対応します。
専用電話　℡44-0359（保健センター内）
専用アドレス　sukusukuinumaru＠city.inuyama.lg.jp
（電話で対応しますので名前や電話番号を記載してください）

9 月の子育て支援事業
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高 齢 者

子育て世帯応援特別給付金
　児童手当受給世帯等に対し、市独自の応援特別給付金（対象児童 1人につき 1万円）を 9月17日㊍に
支給予定です。
　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。
　公務員など、犬山市から児童手当を受給していない人は申請が必要です。
　犬山市から児童手当を受けていない世帯のうち、対象の年齢の児童がいる世帯に 8月31日㊊に案内を
送付しましたので、該当の人は申請書を市役所 1階子ども未来課へ提出してください。申請受付後、随
時支給します。
申請期間　 9月 1日㊋〜11月30日㊊
対象　平成17年 4 月 2 日〜令和 2年 7月31日生まれの子どもがいる児童手当受給者
※児童が令和 2年 7月31日時点で市内在住の場合、受給者が市外在住でも対象となります。
※令和 2年 8月分の児童手当の支給にあたって指定している口座等に支給します。指定している口座を
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。
※令和元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。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

9 月に
満85歳になる人へ

　タクシー料金の基本料金相当額
を助成しています。85歳の誕生日
の前日から手続きができます。
対象　満85歳以上の人（障害者タ

クシー料金助成の対象とな
る人を除く）

枚数　 9月申請は18枚交付
持物　印鑑、顔写真（縦 4㎝×横

9 月の子育て支援事業

犬山リトルリーグ
無料体験

　硬式少年野球に興味のある人は
体験しに来てください。
日時　毎週㊏㊐㊗ 9：00〜、13：00〜
場所　城東地区犬山リトルリーグ
　　　専用グラウンド
対象　年少〜小学生の男女
申込・問合　下の二次元コードか

らホームページ
　　　のメールフォー
　　　ムで犬山リトル
　　　リーグへ

「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。10月15日号の締め切りは 9月
2日㊌、11月 1 日号は 9月23日㊌。

新型コロナに係る施策（犬山市独自）

高齢運転者の
踏み間違い事故
防止のために

後付安全運転支援装置設置費補助
制度（本年度限りの制度）
　高齢運転者の交通事故に多いブ
レーキとアクセルの踏み間違いに
よる交通事故防止のため、安全運
転支援装置を購入設置する人に経
費の一部を補助します。
申請期限　令和 3年 2月 1日㊊ま

で
※装置設置後の補助金申請はでき
ませんので必ず設置前に申請をし
てください。
対象者　市内在住の65歳以上（令

和 3年 3月31日時点）の人
対象装置　ペダル踏み間違い急発

進等抑制装置としての機能
があるもの（国の性能認定
制度を受けている装置）

※設置業者から設置の説明を受け
てください。

対象設置業者　国から認定を受け
た取扱事業者か、取扱事業
者から指定を受けた業者

※それ以外で設置されたものは対
象になりません。
補助金額　装置購入設置費の 5分

の 4の額
※装置により上限が変わります
（障害物検知機能付きは上限
32,000円、それ以外は上限16,000
円）。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1006588　を見るか問い合わ
せてください。
申込・問合　防災交通課（℡44-

0347）へ

3㎝） 1枚
問合　高齢者支援課（℡44-0325）



12 広報犬山　R2.9.1号

体調管理をバッチリにして、訪問準備中
　市では犬山動物総合医療センターの協力を得てセラ
ピー犬訪問事業を行っています。市の職員ならぬ「職犬」
に任命されているココちゃん（ラブラドルレトリバー）
は月に 1〜 3回程度、子ども未来園や高齢者施設を訪問
していましたが、新型コロナの影響により 3月から訪問
をお休みしています。
　 7月16日、同センターを訪れると、見習い犬のおとひ
めちゃんと次の訪問がデビューとなる幸

ゆ

来
き

男
お

くんと元気
に過ごしていました。訪問事業は、新型コロナ対策をとっ
た上で、 9月下旬から再開される予定です。

内閣府特命担当大臣がからくり文化を視察
　 7月20日、まち・ひと・しごと創生を担当する北村内
閣府特命担当大臣が「IMASEN犬山からくりミュージア
ム�玉屋庄兵衛工房」を視察しました。この施設は地方
創生拠点整備交付金を活用してからくり文化の発信拠点
となるよう整備され、今年 6月にオープンしました。資
料展示や九代玉屋庄兵衛氏による人形の製作公開、操作
実演などを行っています。
　北村大臣は山田市長や犬山祭保存会の石田会長らと地
方創生に関する意見交換を行ったのち、施設内でからく
り人形の実演を見学しました。

▲

ココちゃん
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ほとんどすべて手作りです
　犬山里山学センターで行われている企画展示「里山の
くらしと生物多様性」の展示物は、ボランティアスタッ
フそれぞれの得意分野を生かし手作りされています。里
山の様子をビニールシートや色画用紙で飾り付け、紙粘
土で作られた人形や精工に描かれた動物や魚が配置され
ています。 7月23日、スタッフ 6人は見学に訪れた子ど
もたちを気づかいながら追加作業をしていました。この
企画展示は 9月から第 2期として「私たちと自然・動植
物のつながり」をテーマに人の暮らしにかかわる展示物
を追加していく予定で、来年 3月31日まで行われます。

NPO法人「にこっと」が設立総会
　 7月26日、子育てを担う女性の活躍を応援する活動団
体「にこっと」が、NPO法人としての設立総会を行いま
した。この法人は、子育てに関わる全ての人や団体が輝
くことのできる場や機会のある地域づくりを基本理念と
し、「子育て家庭や子育て期の女性の可能性を広げる”
はじめのいっぽ”を応援する事業」や「地域の子育て応
援者が連携できるネットワークづくりに関する事業」な
どを行っていく予定です。
　代表理事の森好佐和子さんは「子育て中の皆さんを応
援することはもちろん、私たち自身が楽しみ、支えあい、
喜びを共有しながら活動したい」と語りました。
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■各種相談コーナー（無料）
内　容 日　時 場　所

市 民 毎日（㊏㊐㊗除く）8：30〜17：00
市役所 1階市民相談室
下記時間帯は手話通訳が利用できます
㊌㊎ 8：30〜16：00

行 政 9月25日㊎　10：00〜15：00 市役所 1階市民相談室

登 記 9月 9日㊌　13：00〜15：00 市役所 2階相談室②

不 動 産 取 引 9月15日㊋　13：00〜16：00 市役所 2階相談室②

行 政 書 士 9月23日㊌　13：30〜15：30 市役所 2階相談室②

弁 護 士 に よ る 法 律
（要予約）

10月 1 日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※ 9月 3日㊍13：00から社会福祉協議会で
予約受付先着 6人（電話受付のみ）

フロイデ 1階社会福祉協議会（℡62-2508）

当 事 者 に よ る
身 体 障 害 者 9月 2日㊌　10：00〜15：00 身体障害者活動センターふれんど（℡61-8008）

保 護 者 に よ る
知 的 障 害 者 9月14日・28日㊊　10：00〜12：00 市役所 1階相談室

くらし自立サポートセンター
（生活困窮者相談）

毎週㊊〜㊎（㊗・年末年始は除く）
8：30〜17：00 福祉課相談室（℡44-0319）

ポ ル ト ガ ル 語
ス ペ イ ン 語
外 国 人

毎週㊎　13：00〜16：30 市役所 1階相談室

英 語 ・ 中 国 語
タガログ語・外国人 9月 4日㊎　13：00〜16：30 市役所 1階相談室

人 権 9月16日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

青 少 年 の 悩 み 相 談 毎日（㊏㊐㊗除く）9：00〜17：00 市役所 3階文化スポーツ課
青少年センター（℡44-0353）

児 童 生 徒 の
不 登 校 相 談 室 毎日（㊏㊐㊗除く）9：00〜17：00 フロイデ内適応指導教室「ゆう・ゆう」

（℡63-0502　相談専用℡39-5522）

児 童 虐 待 に 関 す る
情 報 提 供 毎日（㊏㊐㊗除く）8：30〜17：15 市役所 1階子ども未来課（℡44-0322）

※電話（℡61-6288）は24時間対応です

ひ と り 親 自 立 毎日（㊏㊐㊗除く）9：00〜16：00 市役所 1階子ども未来課（℡44-0323）

住 宅 相 談（要予約） 予約により決定（㊏㊐㊗・年末年始は除く） 相談者宅など（予約により決定）
※予約は市役所 2階都市計画課（℡44-0331）

弁 護 士 に よ る
消 費 生 活 法 律 相 談

（要予約）
9月18日㊎　13：00〜16：00 市役所 2階204会議室

※予約は市役所 3階産業課（℡44-0340）

消 費 生 活 毎週㊊〜㊍（㊗除く）
13：00〜17：00（受付16：30まで） 市役所 1階相談室（℡44-0398）

労 働（要予約） 9月16日㊌　13：00〜16：00 市役所 2階相談室②
※予約は市役所 3階産業課（℡44-0340）

内 職 毎週㊋（㊗除く）9：00〜12：00 市役所 1階相談室（℡44-0340）

年 金
毎週㊋・㊎（㊗除く）
9：30〜16：30
（12：00〜13：00休憩、受付16：00まで）

市役所 2階相談室①
市役所 1階保険年金課年金担当で受付
※当日先着12人
年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年 金 出 張 相 談

9月24日㊍　10：00〜15：00（ 1 人30分間）
（12：00〜13：00休憩）
※ 9月14日㊊〜18日㊎　 8：30〜17：15に保険年
金課で予約受付先着16人（電話受付のみ）

市役所　会議室
※予約は市役所 1階保険年金課年金担当
（℡44-0328）
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　また、歴史という人間ドラマは、
未来に向かってどう進むべきかを
教えてくれます。

犬山の歴史
　犬山の歴史は、犬山市史として
記録されています。この犬山市史
は、史料編や通史編で構成された
全14巻です。史料編では犬山市内
の絵図や古文書を収録していま
す。通史編では、原始・考古時代
から平成初頭までの犬山市域の歴
史を記述しています。

課題
　この犬山市史は、平成10年で編
さんが途切れており、その後の編
さん作業がなされていません。市
史の編さん作業には、時が経つほ
ど確認や記録に膨大な時間と労力
がかかり、最悪の場合、犬山の歴
史をたどれなくなるものも出てき
ます。編さん作業が途切れて20年
以上が経過していることから、こ
れをこのまま放置できない状況と

なっています。

歴史を記す責任
　犬山の歴史を正しく記録し、そ
れを後世につないでいくことは、
今を生きる私たちの重大な責任で
す。市史の編さんをおろそかにし
て、歴史の空白という取り返しの
つかない事態は、絶対に避けなけ
ればいけません。そうした認識の
もと、編さんが途切れた平成以降
を含む近現代の市史について、今
年度より編さん作業の準備に取り
かかりました。

編さん作業について
　編さん作業にあたっては、史料
調査やその整理を進め、市制70周
年（令和 6年）を目標に近現代史
をまとめていきます。また、今回
のように編さんが途切れて、あと
から膨大な時間と労力をかけなく
て済むよう、今後は資料の収集体
制を整え、随時、編さんが進むよ
うな仕組みを確立します。

歴史
　過去の記憶や思い出には、喜怒
哀楽が様々に入り混じっています
が、その記憶や思い出こそ、人生
の味わいを深くし、私たちを豊か
にしてくれます。その記憶や思い
出を失うことは、自分を失うこと
でもあります。
　それは犬山というまちに置き換
えても同じで、犬山において、過
去にどんな出来事があり、その時、
人は何を考え、どう動いたのか、
その歴史は、犬山というまちの存
在そのものです。その歴史を失う
ことがあったとしたら、まちは魂
を失います。

犬山市史編さんの責任

64

■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

■犬山市の人口と世帯（ 8月 1日現在）
人口 73,619人 （− 359人）
男 36,619人 （− 196人）�
女 37,000人 （− 163人）
世帯 31,387世帯 （＋ 111世帯）

（　 ）は前年同月との比較

■休日（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00
と��き 病・医院名 電話（0568）

9 月 6 日㊐
安藤医院� （犬山）

こばやし眼科� （犬山）

61-0316

62-7278

9 月13日㊐
安藤クリニック� （城東）

マザークリニックハピネス�（城東）

62-8881

63-4103

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。

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

9 月 6 日㊐ ごろうまる歯科� （犬山） 0568-62-0101

9 月13日㊐ 植月歯科クリニック� （扶桑） 0587-93-8180

※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。
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相
そう

汰
た

ちゃん
令和元年 6月生まれ

たくさん食べて、うごいて
元気に大きくなってね!!

凜
り

大
お

ちゃん
令和元年 7月生まれ

すくすく元気に育ってネ

向
ひ

日
ま

葵
り

ちゃん
令和元年 7月生まれ

我が家のちっちゃな
太陽です♡

心
ここ

捺
な

ちゃん
令和元年 7月生まれ

いつもたくさんの癒しを
ありがとう!!

これからもスクスク
成長してね♪

維
いさ

真
な

ちゃん
令和元年 6月生まれ

お兄ちゃんとなかよく、
元気いっぱい

大きくなってね！

賢
まさ

輝
き

ちゃん
令和元年 7月生まれ

元気で明るい子に
なってね！

希
のぞみ

実ちゃん
令和元年 7月生まれ

笑顔がかわいいのんちゃん
お兄ちゃんと
仲良くしてね

羽
う み

美ちゃん
令和元年 7月生まれ

姉兄と仲よく、元気に
自分らしく羽ばたいてね

　毎月20日までの応募の中から抽選で 4人の写真を翌々月の広報犬山 1日号に掲載します。
●次回掲載予定　11月 1 日号
対象　令和元年 8・ 9月生まれの赤ちゃん　　応募締切　 9月20日㊐

赤ちゃんの写真を募集します

応募はこちら


