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1/15消防団員募集中 〜あなたの力を求めています〜

私たち、消防団員です。
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催 し

　様々な笑いで見るものを楽しませてきた喜劇映画の代表作を上映します。
※新型コロナ対策のため、入場の際はマスクの着用と入口でのチェックシートへの記入をお願いします。発熱や
体調のすぐれない人は来場を控えてください。
場所　南部公民館講堂　　
費用　 1作品　500円、 1日券　700円、 2日券　1,000円
※全自由席、中学生以下は無料

上映日 時間 『作品』（上映時間）

2 月20日㊏

9：45〜
（開場 9：30）

『本日休診』（97分）
出演　柳永二郎、鶴田浩二ほか

13：45〜
（開場13：30）

『幕末太陽伝』（110分）
出演　フランキー堺、左幸子ほか

2月21日㊐

9：45〜
（開場 9：30）

『貸間あり』（112分）
出演　フランキー堺、淡島千景ほか

13：45〜
（開場13：30）

『喜劇　女は男のふるさとヨ』（90分）
出演　森繁久弥、中村メイコほか

※未就学児の入場不可、入場料金の払い戻し・チケットの再発行不可
※各回の入場者数は、 3密を防ぐため180人を上限とします。
●チケット発売開始　日時　 1月26日㊋ 9：00
　　　　　　　　　　場所・問合　市民文化会館（℡67-2411　㊊休館　 9：00〜17：00）

名作シネマ鑑賞会

消防団員募集中 〜あなたの力を求めています〜
　消防団は火災や水害その他の災害出動のほか、防火・防災広報などの活動も行っており、地域に密着した消防
防災の要となっています。新型コロナの影響を受け、制限をしながらの活動ですが、感染防止対策をした上で、
訓練は欠かさず実施しています。あなたも「自分のまちを守る」という熱意を消防団で発揮してみませんか。
　入団希望の方は消防総務課へ連絡してください。　　　� 　申込・問合　消防総務課（℡65-3122）へ

消防団員の主な活動

　消防団とは
　「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づいて、
地域住民を守るために活動している団体で、「消防団員」で構成さ
れています。犬山市の消防団は、市内を 6地区に分けた第 1〜 6分
団（＊）と女性分団の計 7分団あり、自営業、会社員、主婦、学生
など幅広い分野の様々な人（計174人）が、日夜活動しています。
　近年では、東日本大震災など全国各地で起きる大規模災害により、
地域密着性、動員力、即時対応力等の特性から、消防団の重要性が
再認識されています。
（＊）
第 1分団：犬山北地区、第 2分団：犬山南地区、第 3分団：城東地区、
第 4分団：羽黒地区、第 5分団：楽田地区、第 6分団：池野地区

すべて現役消防団員です！

　元々体を動かすことが好きで、知り合い
の消防団員の方に誘われ、 2年前に入団し
ました。土日の活動もあり、大変なことも
ありますが、最近、消火訓練でホースを延
長して放水ができるようになったのがうれ
しいです。訓練で上達する喜び・充実感や
人とのつながりを通じて、自分自身が成長
できると感じています。▲後藤嶺汰さん（大学生）

1 月20日は「あいち消防団の日」
です。感染防止対策をし、広報活
動を行う予定です。
日時　 1月18日㊊〜20日㊌
　　　各16：00〜17：00
場所　犬山駅

　消防関係者の仕事始
めの行事です。出初式
は江戸時代から始まっ
たといわれています。
※今年は新型コロナの
影響により中止。

消防出初式　例年 1月に実施（※） 　心肺蘇生法やAED
取り扱いの普及啓発活
動を年間通じて行って
います。

　花火・防火指導のため子ど
も未来園や幼稚園、高齢者宅
を訪問することもあります。

救命講習

市操法大会　各分団が、基本的な器具操作や火災の消
火を想定した活動の連携を、タイムと動作の正確さか
ら採点し、日頃の訓練の成果を競います。

防火指導

　結束力と活動・訓練
成果を地域住民の皆さ
んに披露します。
　消防団員として士気
の高まる行事です。

消防団観閲式　例年 5月に実施

　新型コロナウイルス感染症に加え、インフルエンザの流行が心配される季節です。発熱などの症状があ
る場合は、次のとおり事前に電話で相談した上で受診しましょう。

かかりつけ医を持たない場合
相談する医療機関に迷う場合

案内 案内

発熱症状などがある場合の相談・診療について　　令和 2年12月24日現在

電話相談
かかりつけ医や地域の最寄りの医療機関

診療・検査 診療・検査

相談した医療機関で、
診療・検査可能な場合

対応できない場合

発熱等の症状がある人

電話相談
受診・相談センター（℡0587-55-1699）
（江南保健所内　㊊〜㊎　 9：00〜17：30）
※聴覚障害者向け（Fax0587-54-5422）
夜間・休日受診相談窓口（℡052-856-0315）
（㊊〜㊎の夜間　17：30〜翌 9：00、㊏㊐㊗）

診療・検査医療機関

ふだんは…

自営業 会社員OL建築業主婦

かかりつけ医がいる場合

▲『本日休診』の一場面

▲『貸間あり』の一場面
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募 集 生 活

プレミアム商品券の
使用期限は
1月31日まで

　2020犬山市プレミアム商品券の
使用期限は 1月31日㊐までです。
期限を過ぎると商品券の使用がで
きません。
　商品券を使えるお店は、下の二
次元コードから犬山商工会議所ホ
ームページで確認して
ください。

問合　犬山商工会議所
　　　（℡62-5233）

愛知県
特定最低賃金改定

　県内の特定産業（下記 4業種）
に適用される特定最低賃金は令和
2年12月16日に改定されました。

●最低賃金額（ 1 時間）

鉄鋼業 976円

はん用機械器具製造業 948円

輸送用機械器具製造業 957円

自動車（新車）小売業 943円

※愛知県最低賃金は令和 2年10月
1 日から時間額927円に改定され
ています。
問合　江南労働基準監督署
　　　（℡0587-54-2443）

農業に関する地域別座談会　参加者
　持続可能な農業の実現に向けて、中心となる担い手のあり方など、将
来の方向性について各地域で話し合いを行います。
※新型コロナの影響により、変更・中止する場合があります。

地域 日時 場所

犬山・城東 1月28日㊍18：00〜19：30 市役所 2階205会議室

楽田 2月 1日㊊18：00〜19：30 楽田ふれあいセンター
多目的ホール

羽黒・池野 2月 2日㊋18：00〜19：30 南部公民館 2階和室

今井 2月 4日㊍18：00〜19：30 今井ふれあいセンター
多目的室 1、 2

対象　農業者、農地を所有している人、地域農業に関心のある人
申込・問合　 1月26日㊋までに産業課（℡44-0341）へ
※農地に関する相談は、随時、農業委員会（市役所 3階産業課内℡44-
0341）で受け付けています。

県消費生活モニター
　県では、消費者を取り巻くさまざまな問題に対応するため、消費生活
モニターとして消費者行政の推進に協力できる人を募集します。
任期　依頼した日から令和 4年 3月31日まで
対象　県内在住の満20歳以上（公務員、公職選挙法による公職者は除く）
活動内容
　　　�①�日常生活の中で危険と思われる商品、不当な表示、悪質商法、

生活必需品の価格動向などの観察・情報提供
　　　②消費生活に関するアンケートへの回答（年 1回程度）
　　　③生活必需品などの需給・価格調査（県が特に必要とした場合）
　　　④消費者行政に関する意見・要望の提出
　　　⑤地域・周囲などへの消費生活に関する情報の提供
　　　⑥研修会（年 1回の予定）への出席（交通費は自己負担）
謝礼　年額1,500円以内（予定）
申込・問合　 2月19日㊎までに所定の用紙（産業課で配布）に必要事項

を記入し市役所 3階産業課（℡44-0340）へ

県立名古屋高等技術専門校　 4月入校生
応募資格　職業の転換を必要とする求職者等
募集科　 6か月コース　・金属加工科
　　　　　　　　　　　・インテリア科
　　　　 1年コース　　・電気機器科
　　　　　　　　　　　・総合造園科（稲沢校舎）
募集期間　 2月15日㊊まで
※ 1月25日㊊、 2月 3日㊌・ 9日㊋に見学会を開催します。
※詳細はホームページ（https://www.pref.aichi.jp/shugyo/koukyou/
nagoya/）を見てください。
問合　県立名古屋高等技術専門校（℡052-917-6711）

広報犬山に掲載する広告
市ホームページのバナー広告

●広報犬山に掲載する広告
掲載場所　広報犬山紙面（市が指定した位置）
印刷部数　27,500部
募集枠数　 1号あたり12枠
広告規格
　 1枠　　　　縦45mm×横85mm　白黒
　 2枠合併枠　縦45mm×横173mm　白黒
掲載料　 1号 1枠:15,000円、 1号 2枠合併枠:30,000円（消費税および地

方消費税含む）
掲載できない広告　政治活動・宗教活動・意見広告・公序良俗に反する

ものなど
※募集枠数を上回ったときは、一括申し込みによる総枠数が多い者を優
先します。
募集日程等（申し込み方の一例です）

広告掲載号 号数 申込期限

一括
申込

4月15日号〜令和 4年 4月 1日号の毎号 24号 2 月 3 日㊌

4月15日号〜令和 4年 4月 1日号のうち
毎月 1日号、15日号 12号 2 月 3 日㊌

7月15日号〜10月 1 日号の毎号 6号 5月 6日㊍

随時
申込

4月15日号

1号

2月 3日㊌

5月 1日号 3月 4日㊍

5月15日号 3月 4日㊍

●市ホームページのバナー広告
掲載場所　トップページ（市が指定した位置）
募集枠数　10枠
広告規格　縦50ピクセル×横150ピクセル以内��JPEGまたはGIF形式（ア

ニメーション不可）
掲載料　 1枠10,000円／月（消費税および地方消費税含む）
募集日程等（申し込み方の一例です）

掲載期間 申込期限

一括
申込

4月 1日〜令和 4年 3月31日 12か月 3月 4日㊍

7月 1日〜12月31日 6 か月 6月 3日㊍

随時
申込

4月 1日〜 4月30日
1 か月

3月 4日㊍

6月 1日〜 6月30日 5 月 6 日㊍

【共通】
申込・問合　広告掲載申込書を記入し広告案を添えて市役所 4階企画広

報課（℡44-0311）へ
※詳細は市ホームページ　ページ番号1002287　、　ページ番号1002288　
を見てください。

南部公民館内
通路壁面を
貸し出します

　自作の絵画、書、写真などを展
示しませんか。
場所　南部公民館展示室 1
　　　北側通路壁面（20㎡）
利用開始　 2月 2日㊋から
※休館日の翌日から休館日の前日
まで（通常㊋から㊐まで）を 1単
位とし、最大 2単位まで利用でき
ます。
※展示・鑑賞時間は 9：00〜17：00
（初日は展示準備終了後から、最
終日は15：00まで）となります。
費用　 1日（ 8時間）あたり
　　　全面利用　800円
　　　 2分の 1面利用　400円
※営利目的の利用はできません。
※法令違反、人権侵害、政治的活
動、宗教的活動に関する展示はで
きません。
※使用の許可後であっても、市の
公用や公共の用に供する必要があ
るときは利用できないことがあり
ます。
申込・問合　 1月19日㊋ 9：00から

南部公民館（℡68-0834）へ
※申込初日は予約調整を実施し、
以後先着順に受け付けます。
※ 5月以降の利用分については、
市内在住の人は 3か月前の初日、
市外の人は 2か月前の初日から受
け付けます。

▲南部公民館展示室 1　北側通路壁面

▲イメージ図

利用できる壁面

展示室 1
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消費者トラブルに
気をつけて

排水管の高圧洗浄トラブル
　「排水管の高圧洗浄 3千円」と
いうチラシを見て、電話で依頼し
た。来訪した業者の見積書は 2万
円を超えていたが、自分が呼んだ
ので断ったら申し訳ないと思い、
契約書にサインした。その後、同
じ業者の別の人が家に来て「排水
設備が老朽化しているので、全部
交換したほうがいい。交換しない
と家が傷んでしまう」と言われ、
20万円の排水工事の契約を結んだ。
アドバイス
　低価格を強調したチラシを見
て、排水管の高圧洗浄を依頼した
ところ、高額な費用を請求された
という相談が多く寄せられていま
す。「 3千円」と大きく記載され
ていても、 1カ所あたりの費用で
あったり、料金条件や詳細な説明
が小さな文字で、あるいは目立た
ない部分に記載されていたりする
ことがあります。排水管洗浄の契
約をきっかけに、業者からさらな
る点検や別の作業の契約を勧誘さ
れる場合もあります。本当に必要
な作業なのか、よく考え、必要が
ない契約はきっぱり断ることも大
切です。
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　 1月15日㊎13：00〜16：00
　　　 2月19日㊎13：00〜16：00
申込・問合　
　　　産業課（℡44-0340）へ

ありがとうございます
　地域自治に尽力した長期勤続町会長に対し感謝状が、市内のごみ集積
場の美化に努めている優良町内会に対し表彰状が贈られました。

●長期勤続町会長
兼松潔（本町）、小川
昇（新町）、馬場志伸（向
野）、保浦勝明（稲葉）、
山﨑寛（ベルヴィル）、
金富正広（山ノ田腰）、
川村辰雄（鶴池）
※順不同、敬称略

●ごみ集積場優良町内会
猪ノ子町、地産団地、ハイタウン、上野南、練屋町、長見、
金屋団地第 1、南椿台団地、ナビタウン 1、つつじケ丘、
南ニュータウン、二ノ宮団地　　※順不同

犬山駅西側歩道改修工事による通行止め
　犬山駅西側ロータリーの歩道は老朽化し、タイルのひび割れや破損な
どが多くみられるため、改修工事（本年度はロータリー南側）を行います。
　工事に伴い、ロータリー南側の歩道は通行できません。
　また、わん丸君バス（犬山市コミュニティバス）「内田線」「上野線」
の『犬山駅西口』バス停を、北側歩道へ一時的に移設します。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

問合　整備課（℡44-0333）

期間（予定）　 1月25日㊊〜 3月31日㊌
※作業状況等により変更する場合があります。

無許可の
不用品回収業者に
ごみを出さないで

　不用品回収業者の中には「どん
なものでも回収いたします」と宣
伝しながら巡回し回収を呼び掛け
る、ポストにチラシを投函する、
空き地のスペースを利用して回収
を行う業者などがいます。
　これらの不用品回収業者は、古
物商許可や産業廃棄物許可がある
ことをうたい、いかにも許可を
持っているよう装っていますが、
古物商許可や産業廃棄物許可では
家庭のごみは回収できません。
　家庭から出る廃棄物の回収に
は、有償、無償に関わらず市の一
般廃棄物収集運搬許可が必要にな
り、これらの不用品回収業者は無
許可の違法業者になります。無許
可の業者は、不適正な処理をした
り、不法投棄を行ったりする業者
も少なくありませんので、利用し
ないようにしてください。
問合　環境課（℡44-0344）

●一般廃棄物収集運搬許可業者
・（資）犬山衛生社
　天神町 5丁目25（℡61-7888）
・（株）東海SUNKEY
　中山町 2丁目37（℡63-3711）
・（株）愛北リサイクル
　惣作37- 1 （℡68-2147）

犬の散歩は
こんなことに
注意しましょう

　犬のふん尿による苦情や、ご近
所トラブルが多発しています。
　飼い主のマナーとして次のこと
を守りましょう。

●散歩中は「ウンチ袋と水」を持
ち歩きましょう
　犬のふんは袋に入れて持ち帰っ
て処理しましょう。

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。

●電球や蛍光管の使用後は正しく
分別して出してください
　電球にLEDや白熱電球と表記
がなく分別の判断のつかない時
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→「蛍光管」へ
※割れた蛍光管は新聞紙などに包
んで「蛍光管」へ。
・型番の最初が「LD」はLED、「L、
LW、G、NL、R、KR」などは白
熱電球を指しています。
→「不燃ごみ」へ
※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。

地産団地町内会、つつじケ丘町内会は今回で 5年連続の表彰です。
いつも集積場の美化に努めていただきありがとうございます。

問合　環境課（℡44-0344）

　おしっこは他人の玄関や塀など
を避けるようにし、させてしまっ
た場合は水で洗い流しましょう。
●自宅（庭）でトイレをさせる習
慣をつけましょう
　片付けが簡単です。悪天候など
で散歩できない時でもトイレを済
ませることができます。
●散歩中は必ずリードをつけま
しょう
　他人を傷つける事故や、交通事
故などを防止するため、道路や公
園など公共の場所では必ずリード
につなぎましょう。自宅の庭で放
し飼いにする場合は逃げ出すこと
がないよう、飛び越えられない高
さの塀を設置しましょう。
問合　保健センター（℡61-1176）

犬のふん害防止看板
を配布しています

　犬のふん害にお困りのとき利用
してください（1人1枚まで）。
　設置は各自で行ってください。
自己所有ではない敷地・建物に設
置する場合は、所有者の承諾を得
てください。

サイズ　縦31.5㎝×横16.5㎝、
　　　　縦30㎝×横20㎝、
　　　　縦40㎝×横30㎝の 3種類
※デザインは複数あります。
費用　無料
※配布できる数には限りがありま
す。
申込・問合　保健センター
　　　　　　（℡61-1176）へ

　　う回路

工事・
通行止め
箇所

バス停
移設先
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確定申告のための
納付確認票を送付

　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保
険料について、令和 2年 1月 1日から12月31日まで
に納付された金額を記載した「納付確認票」を 1月
下旬に発送します。確定申告を行う際、社会保険料
控除に利用してください。
　納付確認票に記載されている金額は、普通徴収（納
付書や口座振替）による納付分のみとなります。特
別徴収（年金天引き）による納付分については、 1
月に日本年金機構や各種共済組合等から発送される
「源泉徴収票」で確認してください。
問合　収納課管理担当（℡44-0317）、
　　　�保険年金課国民健康保険担当（℡44-0327）・

医療担当（℡44-0328）、
　　　高齢者支援課介護保険担当（℡44-0326）
※「源泉徴収票」に関する問い合わせは日本年金機構、
各種共済組合等となります。

要介護者の障害者控除
　所得税の確定申告や市民税・県民税申告時に納税
者本人または扶養親族が障害者の場合には、障害者
控除として一定の金額を所得金額から差し引くこと
ができます。
　介護保険制度に基づく要介護認定（要介護 1〜 5）
を受けている65歳以上の人のうち、一定の要件に該
当する人は、障害者控除の対象になります。
　対象者には「障害者控除対象者認定書」を 1月下
旬に発送予定です。
問合　高齢者支援課（℡44-0326）

国民健康保険加入者へ
医療費通知を送付

　国民健康保険加入者に、令和 2年11月・12月診療
分の医療費通知を 2月上旬に発送します。確定申告
で医療費控除を受ける際、利用してください。10月
までの分はすでに発送済みです。
　確定申告までにお手元に届かない分については、
領収書に基づき医療費控除の明細書を自身で作成し、
申告書に添付してください。
問合　保険年金課（℡44-0327）

〜確定申告の時期はもうすぐです。早めの申告準備を！〜
　退職などの理由で年末調整をしていない人や、医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受けようとする
人は、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付されることがあります。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、多くの人が訪れる会場ではなく、自宅からのe-Tax（電子申告）
を利用してください。電話による相談（確定申告電話相談センター）も利用してください。申告書は国税庁
ホームページ（https://www.nta.go.jp/）の「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。
問合　小牧税務署（℡72-2111　自動音声の案内に従って操作してください）
※「確定申告電話相談センター」は確定申告の時期に開設されます。 国税庁

❶ 確定申告会場
　来場する際はマスクの着用をお願いします。待合場所が少ないため少人数で来場してください。
　入場時に検温を行います。37.5度以上の発熱がある人や風邪症状のある人は入場をお断りすることがあります。
体調のすぐれない人は来場を控えてください。

開設場所 開設日時

南部公民館
2 月15日㊊〜26日㊎（㊏㊐㊗除く） 9：00〜12：00、13：00〜16：00
※15日㊊は年金収入のみで還付申告の人に限ります。
※税理士による無料相談は 2月16日㊋〜26日㊎（㊏㊐㊗除く） 9：30〜12：00、13：00〜16：00

※混雑防止のためインターネットによる事前予約と当日受付の 2種類を予定しています（税理士による無料相
談は当日受付のみ）。詳細は広報犬山 2月 1日号でお知らせします。
※南部公民館は次の申告の場合は利用できません。所得の種類、相談内容によっては他の会場へ案内すること
があります。
　①土地、建物、株式の譲渡に係る所得または先物取引に係る雑所得の申告� ②贈与税の申告
　③平成30年分の消費税等の課税売上高が3,000万円を超える場合の申告� ④令和元年分以前の申告

小牧市公民館 2 月16日㊋〜 3月15日㊊（㊏㊐㊗除く） 9：00〜17：00　　※ 2月21日㊐・28日㊐は開設

※年金収入のある人を主な対象として 2月 8日㊊から申告相談を受け付けます。
※申告義務がない人の還付申告（年末調整済みの給与所得のみの人で医療費控除や寄付金控除により還付を受
ける場合など）や消費税の申告相談は、 3月16日㊋〜30日㊋（㊏㊐㊗除く）に小牧勤労センター（小牧市上末
2233番地 2）でも受け付けます。

すべての会場で、当日の混雑状況によって後日の来場を案内する場合があります。

❷ 申告期限と納税の期限
・所得税および復興特別所得税、贈与税の申告と納税の期限は 3月15日㊊です。
・個人事業者の消費税および地方消費税の申告と納税の期限は 3月31日㊌です。

❸ 確定申告に必要なもの
・勤務先や日本年金機構（年金事務所）などから交付された源泉徴収票（原本）
・本人名義の振込先の分かるもの（例：預金通帳、キャッシュカードなど）
・筆記用具　　・計算用具　　・マイナンバーが確認できる書類（＊）

＊マイナンバーカードがある人　マイナンバーカード（個人番号カード）
＊マイナンバーカードがない人

【医療費控除】
・医療費控除の明細書または医療費通知（医療費のお知らせ）
※領収書の添付または提示のみでは医療費控除を受けられません。明細書は必ず事前に作成してください。
※介護保険施設等へ支払った施設サービス費や介護サービス事業者へ支払った居住サービス費、おむつ代など
で、必要な条件を満たしているものも控除対象となります。

【住宅借入金等特別控除（初めて控除を受けようとする人）】
・住民票の写し（平成28年 1 月 1 日以降に入居した人については添付不要）　　・家屋の登記事項証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書　　　　・請負契約書、売買契約書などの写し
※住宅の敷地を取得した場合や中古住宅を取得した場合、一定の増改築工事をした場合は、上記のほかに必要
な書類があります。

【寄附金控除】
・本人名義の寄附金受領証明書、寄附金領収書など
※ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人が確定申告をする場合は、特例が適用されなくなるため確定申
告で寄附金控除を申告してください。

【年末調整を受けていない人】
・生命保険料控除証明書、社会保険料等の額を証明する書類など

　上記以外の書類が必要となる場合があります。詳細は、国税庁ホームページを見るか、小牧税務署（℡72-
2111）に問い合わせてください。

番号確認書類

＋

身元確認書類

・�個人番号通知カード（その記載事項に変更がないもの
または正しく変更手続きがとられているもの）
・マイナンバーの記載のある住民票の写し

などのうちいずれか 1つ

・運転免許証　・パスポート
・公的医療保険の被保険者証
・在留カード　・身体障害者手帳

などのうちいずれか 1つ

令和 ₂ 年分　確定申告
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生 活 健 康

日本人の食塩摂取量
（ 1人 1日当たり）

令和元年度の国民健康栄養調査結果

成人�男性 10.9g

成人�女性 9.3g

厚生労働省による
目標摂取量6.5g未満

厚生労働省による
目標摂取量7.5g未満 3.4g

2.8g

とりすぎの分

はちまるくんだより　犬山扶桑歯科医師会
歯ぐきが下がる
　健康診断の結果で、数値が「上
がった」「下がった」と一喜一憂
したことはありませんか。歯ぐき
については「下がる」のはうれし
いことではありません。
　食べ物が歯と歯の間にはさま
る、歯の根元が冷たいものなどで
しみる、といった症状がある人は
もしかして「歯ぐきが下がってい
る」のかもしれません。
　歯ぐきが下がってしまう要因

ちょこっと歩こう
犬山

　今回は市民健康館から前原周辺
を歩く天道宮神明社コースです。
健康づくり推進員と一緒に歩いて
みませんか。
※当日 8：30時点で雨天の場合は
中止します。当日血圧が高いなど
体調によっては参加できないこと
もあります。
※発熱や風邪症状のある人は参加
を控えてください。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
日 時　 2月 2日㊋10：00から約 1

時間
集合　市民健康館第 1駐車場
持物　飲み物
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　 2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　 2月 1日㊊までに市

民健康館（℡63-3800）へ

生き活
い

き栄養講座
〜高血圧予防・対策〜
　塩分のとりすぎは高血圧をまね
く原因の一つと考えられていま
す。高血圧で怖いのはほとんど自
覚症状がないことです。自身の食
生活を振り返りながら減塩につい
て学びませんか。
　この講座では試験紙を使った塩
分味覚測定を行い、減塩のための
ポイントを聞くことができます。

日時　 2月17日㊌10：00〜11：30
場所　市民健康館
定員　先着20人
費用　無料
持物　健康手帳、筆記用具、健康

診断の結果表（持っている
人）

申込・問合　 1月22日㊎から市民
健康館（℡63-3800）へ

※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

犬健チャレンジ
応募は 1月29日まで

　健（検）診や健康チャレンジで
ポイントを貯める犬健チャレン
ジ。本年度は応募方法を見直し、
郵送・ファックス・Eメールでも
応募できるようになりました。詳
細は市ホームページ　ページ番号
1002942　を見てください。
申込・問合　市民健康館
　　　　　　（℡63-3800）へ

自動車の名義変更・
住所変更・廃車などの
手続きは、お早目に

　毎年 3月は車検場等の登録窓口
が大変混雑しますので、早めの手
続きにご協力をお願いします。
　自動車の登録等の手続きは、下
記に問い合わせてください。
申請・届出関係
●普通自動車・小型自動車・
125ccを超えるオートバイ
愛知運輸支局　小牧自動車検査登
録事務所登録部門
（℡050-5540-2048）
※テレホンサービス（録音による
案内）は24時間利用可能
●軽自動車（軽四輪・軽三輪）
軽自動車検査協会　小牧支所
（℡050-3816-1773）
●125㏄以下のオートバイ・小型
特殊自動車
市役所税務課庶務担当
（℡44-0315）
税金関係
●自動車税（種別割）
東尾張県税事務所（℡81-3139）
●軽自動車税（種別割）
※オートバイを含む
市役所税務課庶務担当
（℡44-0315）

生活お困りごと
無料相談会

　専門家による、法律・税金・不
動産・年金・労務・登記等につい
ての「無料相談会」が開催されま
す。
日時　 1月31日㊐ 9：00〜15：30
場所　ナディアパーク（名古屋市

中区栄 3 -18- 1 ）
問合　愛知県行政書士会（当番会）
　　　（℡052-931-4068）

骨強化・ロコトレ
運動講座

　骨・関節・筋肉などの運動器の
機能が低下し、「立つ」「歩く」な
どの動作がしづらくなり、要介護
のリスクが高くなることを「ロコ
モティブシンドローム」といいま
す。それに対する効果的な運動が
「ロコトレ」です。ウォーキング
の質を高める工夫や自宅で簡単に
できる骨強化や筋力アップの方法
を学びます。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。
日時　 2月16日㊋10：00〜11：30
場所　市民健康館
講師　健康運動指導士
　　　長谷川弘道氏
定員　先着16人
費用　 1人300円
持物　室内用運動靴、飲み物
申込・問合　 2月 1日㊊から市民

健康館（℡63-3800）へ

医師・歯科医師に相談できます
　無料、予約不要で、気軽に相談できます。新型コロナの影響により中
止する場合があります。いずれも当日先着順です。
※相談者多数の場合は受け付けできないことがあります。
●医師による健康なんでも相談
日時　　① 1月26日㊋　② 2月 5日㊎　各13：30〜15：00
相談員　①宮田眼科　宮田昭男氏
　　　　②マザークリニックハピネス　大塚春雄氏
●歯科医師による歯科なんでも相談
日時　 2月 4日㊍13：30〜15：00
相談員　小島歯科医院　歯科医師
【共通】場所・問合　市民健康館（℡63-3800）

参加者の声
・運動の効果を理論づけて学
べ、理解しやすく楽しめた。
・自宅でも気軽にできるので、
すぐ取り組んでいきたい。

参加者の声
・塩分のとりすぎを自覚した。
・受講して意識が変わった。
・間違った思いこみや勘違いを
していたことがわかった。
・これからも一層、減塩をここ
ろがけたい。
・ふだん和食が中心だが、和食
は塩分が多いといわれているた
め、気をつけていきたい。

▲犬山市民健康館さら・さくら

2 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

17日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

ウラタ薬局
薬剤師
浦田昭三氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

13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

要予約（㊏㊐㊗除く、8：30〜17：00）
市民健康館（電話相談可）

④歯科衛生士による
　歯科相談

要予約（㊏㊐㊗除く、8：30〜17：00）
保健センター（電話相談可）

※新型コロナの影響により中止する場合があります。事前に問い合わせ
てください。（相談は1人15分程度）
問合　①〜③市民健康館（℡63-3800）　④保健センター（℡61-1176）

は、歯をみがく力が強すぎる、歯
と歯ぐきの境目に汚れがたまって
いるなど様々ですが、歯ぐきが下
がるとそれまで歯ぐきで守られて
いた根元の象牙質が露出してむし
歯になったり、冷たいものがしみ
るなどの知覚過敏を引き起こした
りします。
　一度下がってしまった歯ぐきを
戻すことはとても難しいので、少
しでも気になることがあれば、歯
科医院で相談してください。
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高 齢 者

子 育 て
消防職員による
高齢者（88歳以上の
世帯）住宅防火訪問

　住宅火災による死亡事故の約 7
割が高齢者です。高齢者の死亡事
故を防止するため、消防本部職員
が自宅を訪問し、火気の取り扱い
方法の確認や、住宅用火災警報器
の設置相談などの防火に関する話
をします。
　訪問対象の世帯には、事前に消
防本部から文書をお送りします。
なお新型コロナ対策のため、訪問
の際はインターホンや玄関戸越し
等、対面しない方法を基本としま
す。
期間　 2月上旬〜 3月上旬
対象　犬山南地区の88歳以上のみ

の世帯（令和 2年12月31日
現在）

※市内を犬山北、犬山南、羽黒・
楽田、城東・池野の 4地区に分け
1年ごとに各地区の88歳以上の世
帯を訪問しています。
問合　消防本部予防課
　　　（℡65-3123）

自宅で高齢者の介護をしている人が
受けられるサービス

●在宅高齢者介護用品給付事業
　要介護者を自宅で介護している人に市が指定する介護用品を支給しま
す。
対象　要介護 4または 5の要介護者を自宅で介護していて、要介護者と

介護者双方の世帯全員が住民税非課税の人
品目　紙おむつ・尿とりパッド等
※月額8,500円分までの用品を 4月・7月・10月・1月に支給します。
●在宅要介護者介護手当支給事業
　要介護者を自宅で介護している人に手当を支給します。
対象　 3か月以上寝たきりか認知症の症状が続き、常時介護が必要な高

齢者を自宅で介護している人
金額　月額8,000円
※ 9月と 3月の年 2回支給
※障害者扶助料との併給はできません。
【共通】
申込・問合　市役所 1階高齢者支援課（℡44-0325）へ

第 3回・第 4回
きっかけ交流カフェ

　市内で、おうち教室や店舗、イ
ベント・ワークショップを運営す
るママ、子育てをしながら働くマ
マなどをゲストスピーカーに迎
え、普段なかなか聞くことのでき
ない話を聞いたり、普段出会うこ
とのないママたちと交流したりし
て何かをはじめるきっかけにしま
せんか。
※託児あり、子どもの同伴可
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

●第 3 回
日時　 1月26日㊋10：00〜11：30
講 師　木下美裕己氏（「IMIマル

シェ」IMIカルチャーサー
クル代表など）

●第 4 回
日時　 2月17日㊌10：00〜11：30
講師　倉知さやか氏（市職員、育

児休暇明け11か月目）

【共通】
場所　東児童センターさんにぃれ
対象　市内在住の子育て中や子育

てに関心のある女性
定員　各回 4人（子どもを除く）
費用　無料
申込・問合　 1月22日㊎までにE

メールで参加希望日と住
所、氏名、電話番号、託児
の有無を企画広報課（℡
44-0312　Eメール010100＠

　　　city.inuyama.lg.jp）へ

ひとり親家庭の
入進学児童激励会

　 4月に市内の小・中学校へ入進
学するひとり親家庭の児童（父母
のいない児童も含む）に図書カー
ドなどの祝い品を贈呈します。
日時　 2月28日㊐
　　　10：00〜12：00
場所　市役所 2階
　　　202・205会議室
申込・問合　 2月 3日㊌までに子

ども未来課（℡44-0323）
へ

●中学校卒業祝い品を贈呈
　市母子寡婦福祉会から、 3月に
中学校を卒業するひとり親家庭の
児童（父母のいない児童も含む）
へお祝いの品を贈呈します。該当
する児童のいる人は 2月 3日㊌ま
でに子ども未来課へ。
※入進学・中学校卒業の祝い品は
いずれも申し込みが必要です。贈
呈時に転出等の児童は除きます。
※会員も募集しています。年会費
500円を添えて申し込んでくださ
い。

親子で参加
木曽川景観事業

木曽川を流れてくるものを使った
ワークショップ
〜流木や玉石をペイントしよう〜
　増水の時の「木曽川の様子とど
う対応する」をテーマにした親子
イベントを開催します。木曽川で
行われている事業の紹介や親子で
流木や玉石にペイントします。
※マスク着用、事前検温をお願い
します。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
日時　 1月31日㊐
　　　10：00〜11：45
場所　野外活動センター
内容　国土交通省木曽川上流河川

事務所職員等による講話、
流木や玉石を使った工作

定員　親子30組
費用　無料
申込・問合　 1月25日㊊までに都

市計画課（℡44-0331）へ

MR、二種混合の
予防接種はお済みですか

　下記期間以外は自己負担となります。
●MR（麻しん風しん混合ワクチン）
　予診票はももたろう（予防接種予診票綴）にあります。

接種対象期間

第 1期 1 歳の誕生日から 2 歳の誕生日の前日までの 1 年間

第 2期
小学校就学前 1 年間（令和 3 年 3 月31日㊌まで）
対象　平成26年 4 月 2 日〜平成27年 4 月 1 日生まれ

●二種混合（ジフテリア・破傷風）
　予診票は、令和 2年 4月に対象となる人（小学 6 年生）へ個別に送付
していますので、早めに接種するようにしてください。
※三種混合予防接種（計 4回）の第 1期完了者が対象です。
※小学 6年生の間（令和 3年 3月31日㊌まで）に接種できなかった場合は、
13歳の誕生日の前日までは接種が可能です。
問合　保健センター（℡61-1176）

高齢者用肺炎球菌
ワクチン定期接種

　本年度の助成対象者には、令和
2年 4月に予診票を送付しまし
た。本年度の対象者で、まだ接種
が済んでいない人は、必ず下記助
成期間内に接種をしてください。
助成対象者
　　　�過去に肺炎球菌ワクチンの

接種（商品名：ニューモバッ
クスNP）を受けたことが
ない人で、本年度に65歳、
70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳以上に
なる人

費用　自己負担2,000円
※接種時に医療機関へ支払う。
助成回数　生涯 1回
助成期間　 3 月31日㊌まで
接種医療機関
　　　犬山市・江南市・大口町・
　　　扶桑町の受託医療機関
●事前手続きが必要な助成対象者
　次の①〜③に該当する人は印
鑑、健康手帳、保険証を持って、
接種以前に保健センターで手続き
してください。
①生活保護・非課税世帯
②犬山市・江南市・大口町・扶桑町
以外の県内、県外で接種希望の人
（手続き時、送付した予診票が必要）
③60歳以上65歳未満の人であっ
て、心臓、腎臓または呼吸器の機
能に一定の障害のある人で身体障
害者手帳 1級相当の人、または医
師が、それに相当すると判断した
人（接種時、身体障害者手帳のコ
ピーまたは医師の診断書が必要）
問合　保健センター（℡61-1176）

母子健康手帳の
交付と説明会

日時　毎週㊋（㊗除く） 9：15か
ら約 1時間

※予約制です。事前に電話してく
ださい。上記日時で都合が悪い場
合も個別に対応しますので電話で
相談してください。
持物　妊娠届出書、筆記用具、マ

イナンバーカードまたは通
知カード、本人確認書類

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない本人確認書類（健康保険証、
年金手帳等）の場合は 2点必要。
申込・問合　保健センター
　　　　　　（℡61-1176）へ

▲さんにぃれ　きらっとの部屋

定期接種としての公費助成が受
けられるのは、対象となる年度
においてのみです。
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時間外受付

市 税 等
納 期 限

水道緊急時

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
1 /19㊋、2 / 2 ㊋・16㊋19：00まで

●市民課　（℡44-0303）
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届、
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付
※マイナンバーカードの交付は事
前予約が必要

●保険年金課　（℡44-0327）
　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

●福祉課　（℡44-0321）
　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。

●子ども未来課　（℡44-0323）
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請・各種届

日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
1 /24㊐、 2 /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
※マイナンバーカードの交付は事
前予約が必要
問合　市民課（℡44-0303）

休日納税相談窓口
毎月第 2 ・第 4 日曜日
1 /24㊐、 2 /14㊐ 9：00〜12：00
※新型コロナ対策のため納税相談
や納付書の発行については事前に
電話してください。
問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

マイナンバーカード交付の予約
状況は市ホームページ　ページ
番号1006949　で確認できます。

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

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

●各種市税等

納期限 2月 1日㊊

市民税・県民税 4期

国民健康保険税 8期

介護保険料 10期

後期高齢者
医療保険料 6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）

杉藤教室写真展
　さくら写心共会が、同じく杉藤
写真講座受講者OBで構成される
さくらフォトクラブと合同で開催
します。計26人の会員と講師が心
を込めて撮影した風景や鉄道写真
などの作品展です。
日時　 1月17日㊐〜31日㊐
　　　 9：00〜17：00
場所　すいとぴあ江南（江南市草

井町西200）1 階ギャラリー
問合　中根（℡090-1742-0533）

洋画会展
　会員11人による作品約30点を展
示します。
日時　 1月27日㊌〜31日㊐
　　　 9：00〜17：00（初日13：00

から、最終日16：00まで）
場所　南部公民館 1階展示室 1
問合　佐野（℡090-7310-8300）

「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。 3月15日号の締め切り
は 2月 1日㊊、 4月 1日号は 2
月18日㊍

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

第64号⑦

結　 果1

市民大会
優勝者または優勝チーム

●射撃
8 月23日、10月11日　関国際射撃場
スキート部門　堀井保
トラップ部門　堀井保
●ソフトテニス
9 月12日、19日、10月 5 日
山の田公園テニスコート
一般男子　木藤宏太・竹内剛組
シニア・レディース
　　　　名田佑奈・加藤祐那組
中学生男子団体戦　犬山中学校
中学生女子団体戦　犬山中学校
中学生男子　大竹諒・渡邊聖也組
中学生女子　野田夏希・加藤里菜組
●テニス
10月11日　山の田公園テニスコート
男子ダブルス　富田一行・佐藤進平組
女子ダブルス　渡辺ゆか・奥村佐希組
壮年ダブルス　杉江正行・溝口俊二組
●バウンドテニス
10月25日　エナジーサポートアリーナ
ダブルス　今石多恵子・山口英子組

スポーツ少年団
優勝チーム

●第55回秋季サッカー大会
9 月26日
羽黒中央公園多目的スポーツ広場
6年生の部　犬山南SSC
5 年生の部　犬西FC

令和元年度体育協会表彰式を開催
　11月 3 日、南部公民館講堂にて、犬山市スポーツ賞表彰式と併催で令和元
年度体育協会表彰式を開催しました。感染防止策として密集を回避し、集合
写真撮影以外はマスク着用で行い、本市体育の普及振興に功績のあった 9人
と全国大会で活躍した12人に表彰状を贈呈しました。

《功労賞》
山羽賢市（犬山弓道協会）
宮地美知子・桜井亜希子・丸山範子・鈴井佳貴
（犬山バレーボール協会）
《奨励賞》
勝目宏作（犬山ソフトボール協会）
山下憲二・渡部頼和・保浦宣之
（犬山サッカー協会）
大野良重（犬山弓道協会）
本田昌幸（少年軟式野球）
林虎鉄・山田翔偉・上村樫蒼・上村檜英・
一木咲太・真子陽遥・奥田稀羽・増田雄心・
田島大煌・伊藤岳（犬山空手道会）

スポーツスクール事業
●親（祖父母）子空手教室
　10月31日、市武道館柔道場で「親（祖父母）子空手教室」を開催しました。
密にならないよう間隔をとり、マスクをしたまま正座などの礼儀作法から始
まりました。準備運動で体をほぐしたあと、親子でふれ合いながら簡単な基
本動作を学びました。
　子どもたちは勇ましい掛け声を響か
せながら、楽しく受講していました。
会の最後に犬山空手道会堤理事から「空
手は精神も鍛えられ、親子にいい効果
をもたらす」と話がありました。

募 集

職　　種 施設管理 山の田清掃
勤務場所 野外活動センター 山の田公園・勤労青少年ホーム

勤務
時間

昼の部 8：30〜17：15 8：15〜17：00 8：15〜12：15
夜の部 17：00〜21：30 17：00〜21：30 −

その他
夜勤21：30〜翌朝
8：30（仮眠・休憩あり） − −

交代制で月 7日〜13日程度（㊏㊐含む） 月10日程度（㊏㊐含む）
募集人数 4 人（予定） 2人（予定）
賃金時給 927円

交通費 距離に応じて支給
雇用期間 令和 3年 4月 1日〜令和 4年 3月31日
申込期間 1 月15日㊎〜31日㊐
申込方法 履歴書 1通（写真貼付）を市体育協会事務局まで提出（郵送可）してください
選考方法 書類選考の上面接（面接日は 2月中旬を予定しています）

そ  の  他 雇い止め規定あり（70歳）更新は 1年ごと契約
面接時に勤務条件の説明をします。電話にて問い合わせに応じます。

令和 3年度パート職員募集

問合　NPO法人犬山市体育協会
（ 9：00〜17：00）　℡・Fax54-1016
〒484-0888　羽黒新田字上堅筬1-1
Eメールoffice＠inuyama-taikyou.net
ホームページwww.inuyama-taikyou.net

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

▲功労賞　受賞者

▲奨励賞　受賞者

▲

犬
山
南
Ｓ
Ｓ
Ｃ

▲

犬
西
Ｆ
Ｃ
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「い・ぬ・や・ま〜♪」
　11月16日、犬山幼稚園で、市内出身の 2人組アーティ
ストD.M.CITY�ALL�STARSによる自作曲「輝け！ INU
YAMA」が披露されました。今回の演奏は、同曲が犬山
幼稚園のご当地ヒーロー「いぬようグリーン」が登場す
る動画に使用された縁で、コロナ禍でも楽しい思い出を、
と同園PTAによって企画されました。園児たちは初めて
生で聞く「輝け！ INUYAMA」に手拍子したり、一緒に
歌ったりと、とても楽しんでいる様子でした。
　「いぬようグリーン」の登場する動画と「輝け！ INU
YAMA」の楽曲は市ホームページから視聴できます。

犬山中学校の授業で主権者教育
　11月10日と27日、犬山中学校で 3年生、 1年生の生徒
が、犬山の問題や改善点について考え、調べたことを発
表する主権者教育の授業が行われました。この授業は発
表を通じて中学生のうちから市政への関心を高めてもら
うことがねらい。生徒たちはスライドを使い分かりやす
く、時にはユーモアを交えながら、観光や環境問題、健
康の分野などについて発表を行いました。市長は一つず
つ丁寧にコメントし、大人になっても犬山市のことに関
心を持ち続けてほしいと伝えました。

「昭和会」発足50周年　記念の碑
　羽黒の昭和会が発足50周年を記念し、旧加茂郡銀行羽
黒支店復原施設、通称「小弓の庄」に施設案内の石柱を
建立し、11月28日、そのお披露目の会が行われました。
　昭和会は、羽黒地区の堀田、鳳町、稲葉を区域とした
旧消防団の組織から継承・発展し、地元の活動の熱源と
なってきた会です。50年という節目に何か地域のために
と、羽黒地区のまちづくり拠点であり、文化財でもある
小弓の庄で記念事業を行うこととなりました。この日の
会に参加した17人は幕から石柱が姿を現すと盛んに拍手
を送っていました。

からくり人形の動きに興味津々
　11月20日、九代玉屋庄兵衛氏と弟子、犬山祭保存会役
員ら計 7人が東小学校を訪れ、からくり体験教室が行わ
れました。犬山のからくり文化を広げようと教育活動の
一環として、平成14年から年に 2回、市内小学校で行わ
れています。同小 3年生60人のうち、犬山祭を見に行っ
たことがあるという児童は数人。児童たちは 4つのグ
ループに分かれ、それぞれのからくり人形の動きを食い
入るように見ていました。また人形操作を直接できる滅
多にない機会でもあり真剣に取り組んでいました。

いぬようグリーン▶
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29■市立図書館公式
　Facebookアカウント

図書館
だより

問合　市立図書館（℡62-6300）
開館時間　10：00〜18：00
　　　　　（㊊休館）

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

このみちをゆこうよ
金子みすゞ著

「月日貝」「いそがしい空」
「花のお使い」「世界中の
王様」「このみち」…。「金
子みすゞ全集」から60編を
選出。旧仮名遣い・旧漢字
を改めた、美しい装丁の金
子みすゞ童謡集。1998年刊
の再刊

せとうちたいこさん
ふじさんのぼりタイ
長野ヒデ子 さく

なんでもやってみたいタイ
のおかあさん、せとうちた
いこさん。「ふじさんと友
だちになりたーい」と、ふ
じさんまでやってきまし
た。ふじさんと仲よくなっ
たたいこさんは、ふじさん
に登ろうと準備をはじめ…。

くそじじいと
くそばばあの日本史
大塚ひかり著

100歳過ぎまで政界に君臨
した僧侶、柴田勝家の最期
を記録したおばあさん、実
はエロ爺だった一休さん
…。貪欲に、したたかに歴
史を生き抜いた日本の老人
たちを紹介。古典からパワ
フルな生き方の秘訣を読み
解く。

一般書
『学術書を読む』� 鈴木哲也
『勝間式超スローライフ』� 勝間和代
『蓑虫放浪』� 望月昭秀
『戦国経済の作法』� 小和田哲男
『日本のオンライン教育最前線』�石戸奈々子
『フィボナッチの兎』

アダム・ハート＝デイヴィス
『がんが消えていく生き方』� 船戸崇史
『神の手鍼灸師 3分足指ほぐし』�本田洋三
『グレイヘアに映える服』�ブティック社
『きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料理』

堤人美
『コロナ後の食と農』� 吉田太郎
『犬がいた季節』� 伊吹有喜
『日本語の奥深さを日々痛感しています』

朝日新聞校閲センター
『魔術師』� 谷崎潤一郎
『この本を盗む者は』� 深緑野分
『世間とズレちゃうのはしょうがない』

養老孟司/伊集院光
『ベレンとルーシエン』�J.R.R.トールキン

児童書
『おとうとのたからもの』� 小手鞠るい
『ブラックホールの飼い方』

ミシェル・クエヴァス
『消えたレッサーパンダを追え！』

たけたにちほみ
『コヨーテのはなし』� リー・ペック

児童書（絵本）
『ほげちゃんとおともだち』�やぎたみこ
『まどのむこうのくだものなあに？』�荒井真紀
『ぎょうれつのできるスパゲッティやさん』

ふくざわゆみこ

●読書会藍の会の一冊
『春琴抄』　　谷崎潤一郎
　ノーベル文学賞の候補となる日本文学の巨匠
が倒錯した愛を世に問うた作品。琴三絃に生き
る超越した美人かつ頭のいい盲目の春琴とその
弟子である四つ年上の奉公人、佐助との主従関
係を描く。
　春琴は恨みを抱く者によって、顔に火傷を負
わされる。春琴の美しさを永遠に忘れまいとす
る佐助が取った行動と
は。春琴の加虐的な性格
はいかにして形成された
のか。
　谷崎の文筆力によっ
て、あたかも実在してい
た人物かと錯覚してしま
うようだ。

●講演会
『子どもの読解力を育てるために図書館ができること』
　赤木かん子氏（児童文学者）が、本との出会いの大切さ
や図書館の役割について楽しくお話します。オンライン配
信も行います。詳細は市ホームページ　ページ番号1000894 
を見てください。
日時　 2月13日㊏14：00〜16：00（開場13：45）
場所　南部公民館講堂　※託児室はありません。
対象　どなたでも　定員　先着100人　費用　無料
申込・問合　 1月15日㊎10：00から 2月11日㊗までに市立

図書館（℡62-6300）へ

● 1 階児童室の本の移動について
　 3月下旬に図書館本館 2階に「子ども読書空間」が完成
する予定です。それに向けて 1階児童室の本を一部引っ越
す準備を進めています。
　もし探しても見つからない本があれば、移動している場
合がありますので、気軽にカウンターで聞いてください。

　皆さん、明けましておめでとうご
ざいます！
　また新しい一年が始まりました
ね。2021年はどのような一年になる
のでしょうか？
　どんな一年になるか、多くの人に
とって関心のあることだと思いま
す。ドイツでは普段占いなどに興味
を持っていない人たちでも、大晦

み そ か

日
に溶けた鉛を水に注ぎ、できた形か
ら新年を占うゲームに参加する人が
多くいますし、年末年始には、様々
な雑誌で星座ごとに恋愛やお金、健
康などの占いが紹介されます。ドイ
ツでも数年前からアジアでの十二支
が知られるようになり、生まれた年
ごとの新年の占いも出てきました。
また、十二支と星座を組み合わせた
占いもあります。例えば、酉

とり

年生ま

れで、蟹
かに

座の人が2021年（丑
うし

年）は
どのような一年になるかのような占
いです。インターネット上でも見ら
れます。
　ドイツでは、自分や家族の星座を
知っている人がほとんどです。私は
中学生の頃、星座ごとに性格の特徴
があると知りました。「乙女座はき
ちっとしている」や「角がある星座
（山

や

羊
ぎ

座、牡
お

羊
ひつじ

座、牡
お

牛
うし

座）と水
みず

瓶
がめ

座は頑固」、「天
てん

秤
びん

座は決めることが
できない」などは小さい頃から聞い
たことがありましたが、みんながみ
んな、会話の時に星座と性格を結び
付けないので、各星座でいわれてい
る性格がいまだにあまり分かりませ
ん。ちなみに、星座と性格を調べた
ところ、同じ星座でも男女の間や各
星座のいつ（上旬・中旬・下旬）生
まれたかによって違いがあるようで
す。
　日本や韓国では血液型により性格
の分け方がありますが、それを聞い
た時には、とてもびっくりしました。
確かに、日本の高校に留学した時に
何回も友達に「何型？」と聞かれま
したが、何のために知りたいのかが

分かりませんでした。ドイツでは自
分の血液型を知っている人がそこま
で多くなく、私も大学時代に献血を
始めるまで知らなかったので、結局、
高校時代の友達の質問には答えられ
ませんでした。
　皆さんは十二支と星座以外の占い
を知っていますか？日本へ留学して
いる間に十二支や血液型占いについ
ていろいろ聞き、ドイツに戻ってか
ら、その他の占いもあるのかなと調
べてみたら、様々な占いを見つけま
した。例えば、ケルト木精占いでは、
21種類の木で占いができます。その
他、アラブ占いやヒンズー占い、ア
ステク占い、錬金術占い、指の長さ
による占いなどなどを見つけまし
た。昔本当に使われていたか、今ど
れぐらい使われているかは分かりま
せんが、世界中いろいろな占い方法
があると分かって、とても面白かっ
たです。皆さんはケルト占いの中で
どの木になるでしょうか？
　この一年が皆さんにとって良い一
年になりますように。

■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

■日曜・祝日 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）

1 月17日㊐
みどり診療所� （羽黒）

さとし眼科クリニック� （羽黒）

67-3311

68-3104

1 月24日㊐
木村内科� （羽黒）

竹内整形外科クリニック�（犬山）

67-0008

61-7311

1 月31日㊐
結ファミリークリニック�（楽田）

にわ耳鼻咽喉科� （羽黒）

68-3311

67-6868

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表は、市ホームページ　　　　　　　　　　�を見てください。
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

■休日歯科診療　診療時間　 9：30〜11：30
と  き 医院名 電話

1 月17日㊐ 山田歯科医院� （羽黒） 0568-67-9662

1 月24日㊐ 四季の丘デンタルクリニック
（城東） 0568-65-1118

1 月31日㊐ きなな歯科� （扶桑） 0587-22-7599

※年間当番表は、市ホームページ　　　　　　　　　　�を見てください。
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

ページ番号1002705

ページ番号1000647

占い
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　ボンネットモンキーはインド南
部に生息しており、ニホンザルを
含むオナガザル科マカク属のなか
では体が小さいサルです。体長は
40〜50cmほどで、体重は 4 〜
6 kgです。そして、体よりも少
し長い尾をもっています。この長
い尾を左右に動かしてバランスを
とったり、上下に振って反動をつ
けたりして、不安定な樹上を器用
に移動することができます。

　日本モンキーセンターでは 1群
14個体を飼育していて、その半分
が年齢 5歳以下という若い群れで
す。こどもたちは、跳んだり跳ね
たり活発に動きまわっているの
で、尾が“ぐにゃぐにゃ”�“ひゅ
んひゅん”と体の動きに合わせて
よく動いているのがわかります。
　長い尾は、移動の手段になるこ
ともあります。こどもが高い場所
から地面へ移動したいとき、跳び
おりずになかまの尾をつたってい
くこともあります。大樹に巻きつ
いたツル植物のようです。
　また、尾を引っぱってなかまに
ちょっかいをかけると、追いか
けっこやレスリングが始まりま
す。こどもどうしであそぶことは
よくありますが、体の大きなおと
なのオスの尾を引っぱって、つか
まらないように逃げるというあそ
びもよく観察されます。スリルを
楽しんでいるようです。長い尾な

らではだと思います。おとなのメ
スに対しては、あまりちょっかい
をださないのも
観察していて興
味深いです。
　私たちヒトが
もっていない尾
だからこそ、じ
っくり観察する
とおもしろい発
見があると思い
ます。

▲尾を垂らして
　座るこどもたち

▲こどもたちと並んで座るおとなのオス

犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

取り組み紹介
〜楽田小学校〜

　給食の時間にグループでの会食
ができないなど、制限のある中で
も給食への興味や関心を高めても
らおうと、11月の読書週間に合わ
せ「お話コラボ給食」を行いました。
　期間中は、本の中に出てくる料
理を給食の献立で再現する一方、
図書館に関連する本の展示をしま
した。また給食の時間には放送を
使って、本の紹介とお話の一部に
ついて読み聞かせをしました。

　児童たちは給食への関心や読書
への意欲が高まったようです。
　今後も、児童の興味・関心を大
切にし、楽田小学校ならではの食
育を進めていきたいと思います。

あげパン トマトスープ

給食室の
クリームシチュー

25

お話コラボ給食で
紹介された本と献立

ボンネットモンキーの
長い尾

（公財）日本モンキーセンター
飼育員     廣澤麻里


