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10月18日〜24日は行政相談週間です
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繰入金（6.2％）
22億4,285万円
基金からの取崩しや
他会計からの繰入金

歳入
363億
7,039万円

※表示単位未満は四捨五入しています。（一部端数調整あり。）

依存財源
52.9％

自主財源
47.1％

繰越金（2.7％）9億9,324万円
前年度から繰り越された余剰金

その他（6.1％）22億2,335万円
分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、
寄附金、諸収入

国・県支出金
（35.5％）
129億3,199万円
事業に対する国や県からの
補助金など

地方譲与税等（6.1％）22億2,479万円
国や県が集めた税金等が配分されたもの

地方交付税（3.8％）13億6,524万円
国税の一部が市の財政状況に応じて配分されたもの

市債（7.5％）27億1,274万円
事業を行うための借入金

一般会計歳入
　一般会計歳入は363億7,039万円で、前年度
より85億2,363万円増加しました。
　令和 2年度に皆さんから納めていただいた
市税は116億7,619万円で、歳入のうち大きな
割合を占めています。

■歳入の特徴
◦�新型コロナウイルス感染症による法人市民
税の落ち込みなどで市税が 4億3,257万円
の減少
◦�新型コロナウイルス感染症対策の財源とし
て国・県支出金が85億3,188万円増加する
など、依存財源の割合が増大
◦�コロナ禍における小中学生の学びの機会を
保障するため 1人 1台タブレット端末が使
える学習環境の整備をするための借入など
により、市債が 4億5,174万円の増加

令和 2 年度決算の概要
　令和 2年度の一般会計、特別会計、企業会計について、決算額と内訳をお知らせします。

納めていただいた市税は市民1人あたり
15万9,363円（前年度から5,013円減少）

※令和 3年 3月31日時点の人口73,268人で計算

市たばこ税
4,962円

入湯税
16円 都市計画税

10,298円

軽自動車税
2,381円

固定資産税
72,263円

市民税
69,444円

市税（32.1％）116億7,619万円
種　類 決　算　額 収納率

市 民 税 50億8,802万円 97.2％
固 定資産税 52億9,459万円 98.4％
軽 自動車税 1億7,445万円 94.6％
市 たばこ税 3億6,352万円 100.0％
入 湯 税 115万円 100.0％
都 市計画税 7億5,446万円 98.1％
合　計 116億7,619万円 97.9％
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歳出
352億
2,545万円

総務費（33.7％）
118億6,097万円
特別定額給付金、市役所運営、
ふるさと納税推進、広報、防災活動など

民生費（26.4％）
92億9,085万円
障害者福祉、子育て、
高齢者福祉、医療など

教育費（11.0％）
38億7,828万円
学校教育、生涯学習、
スポーツ振興など

土木費（7.6％）
26億8,426万円
道路や公園などの
管理、整備など

衛生費（7.2％）25億3,882万円
ごみ処理、健康づくりなど

公債費（5.9％）20億8,174万円
市債（借金）の返済

商工費（3.9％）13億7,052万円
産業振興、観光、国際交流など

その他（4.3％）15億2,002万円
消防費、農林業費、議会費、災害復旧費

一般会計歳出
　一般会計歳出は352億2,545万円で、前年度より83億7,194万円増
加しました。
　令和 2年度は、図書館を改修したほか、老朽化により閉館した
福祉会館を解体しました。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により人が集まる多く
のイベントが中止になり事業費が減少した一方で、感染症対策関
連経費の増加がありました。

■歳出の特徴
◦�特別定額給付金の給付実施により、
総務費が73億9,828万円増加

◦�新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた市民や市内事業者支援のため
のプレミアム商品券の販売などによ
り、商工費が 3億4,480万円増加

主な歳出の内訳
総務費
特別定額給付金� 74億2,387万円
財政調整基金積立金�10億4,388万円
ふるさと犬山応援基金積立金
� 7億7,087万円
ふるさと納税推進� 2億9,829万円
交通防犯� 9,823万円

民生費
障害者福祉� 15億6,091万円
保育所� 14億4,413万円
児童手当� 10億8,531万円
高齢者福祉� 9億6,001万円
生活保護� 5億3,531万円

教育費
小学校� 14億9,632万円
ネット学習環境整備� 5億5,222万円
中学校� 4億9,387万円
図書館� 1億9,216万円

土木費
公共下水道� 9億935万円
道路橋梁� 6億9,398万円
河川� 2億6,717万円
公園� 1億388万円

衛生費
ごみ処理� 10億2,737万円
保健予防� 3億6,396万円
市民健康館・さくら工房

1億6,360万円
公債費
市債元金・利子� 20億8,174万円

商工費
商工� 11億3,680万円
観光� 2億1,296万円
友好交流� 1,909万円

その他
消防� 9億1,623万円
農林業� 3億4,795万円
議会� 2億4,382万円
災害復旧� 1,202万円
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※令和 3年 5月31日時点
（億円）

（年度）

■一般会計　40億 6,853万円
■特別会計　24億 1,359万円

基金残高の推移

■一般会計　203億4,039万円
■企業会計　  71億4,656万円

市債残高の推移
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目的税の使途
■入湯税
　観光の振興や消防施設等の整備
に要する経費に充てています。

　特定の事業における収支は一般会計とは区別し、
特別会計として個別に経理しており、犬山市では
5つの特別会計があります。
　歳入決算額の合計は142億5,453万円で、前年度
から8,828万円増加しました。
　歳出は135億5,723万円で、前年度から 1億1,205
万円増加しました。

　企業会計は民間企業と同じように事業収益で運
営されている会計で、犬山市では水道事業会計と
下水道事業会計があります。
　上下水道施設の運転・管理など事業を運営する
ための「収益的収支」と、施設を建設・整備する
ための「資本的収支」に分かれています。皆さん
から納めていただいた水道料金や下水道使用料な
どは収益的収支の収入となります。

　一般会計の基金残高は40億6,853万円で、公共施設等管理
基金の取崩しなどにより、前年度から 1億7,174万円減少し
ました。
　特別会計の基金残高は24億1,359万円で、前年度から9,467
万円減少しました。
■一般会計の主な増減
◦公共施設等管理基金　　　　 1億6,365万円減少
◦広域ごみ処理施設整備基金　　　9,034万円増加
■特別会計の主な増減
◦国民健康保険事業基金　　　 1億4,988万円減少
◦介護保険事業給付費基金　　　　5,484万円減少

■都市計画税
　都市計画事業や市債の返済に充
てています。

■地方消費税交付金（社会保障財源化分）
　平成26年 4 月 1 日からの地方消費税の
税率引上げ分の地方消費税収は、社会保
障施策に充てています。

市民1人あたりの基金（貯金）残高
8 万8,471円（前年度から3,140円減少）

区　分 充当額
観 光 振 興 事 業 16万円
観光事業振興基金積立金 57万円
消防施設等の整備 42万円

合　計 115万円

区　分 充当額

都市
計画

街　路 1,227万円
下水道 4億8,508万円

市債返済 2億5,711万円
合　計 7億5,446万円

区　分 充当額
社会
福祉

児童福祉、障害
者福祉など 3億9,279万円

社会
保険

後期高齢者医療、
介護保険など 3億5,759万円

保健
衛生

疾病予防、医療
給付など 1億2,732万円

合　計 8億7,761万円

特別会計決算

企業会計決算

基金（貯金）残高

会　計　名 歳　入 歳　出
国 民 健 康 保 険 68億1,877万円 66億7,714万円
犬 山 城 費 1億8,823万円 1億5,500万円
木曽川うかい事業費 4,480万円 4,077万円
介 護 保 険 58億7,918万円 53億8,428万円
後 期 高 齢 者 医 療 13億2,353万円 13億4万円

合　　計 142億5,453万円 135億5,723万円

水道事業会計
収支区分 収　入 支　出 補てん額
収益的 13億1,380万円 11億3,592万円
資本的 1億267万円 4億6,904万円 3億6,637万円

下水道事業会計
収支区分 収　入 支　出 補てん額
収益的 16億9,428万円 16億3,944万円
資本的 9億6,449万円 12億8,634万円 3億2,185万円
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※令和 3年 5月31日時点

◀20.00%◀12.76%

危　険注　意健　全

早期健全化基準
▼

財政再生基準
▼

経営健全化基準
▼

◆

◀30.00%◀17.76%◆

◀35.0%◀25.0%◆

◀350.0%◆

◀20.00%◆

■一般会計　40億 6,853万円
■特別会計　24億 1,359万円

基金残高の推移

■一般会計　203億4,039万円
■企業会計　  71億4,656万円

市債残高の推移
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市債（借金）残高

健全化判断比率・資金不足比率

　一般会計の市債残高は203億4,039万円で、コロナ禍にお
ける小中学生の学びの機会を保障するため 1人 1台タブ
レット端末が使える学習環境の整備をするための借入など
を行ったため前年度から 7億636万円増加しました。
　企業会計の市債残高は71億4,656万円で、市債の償還に
より前年度から 5億7,327万円の減少となりました。
※下水道事業が令和元年度に特別会計から企業会計へ移行しました。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、健全化判断比率と公営企業の資金不足比率を
算定しました。すべての基準をクリアしていることから、財政運営に大きな問題はないと言えます。

市民 1 人あたりの市債（借金）残高
37万5,156円（前年度から3,828円増加）

各基準を超えると…
　基準以上となった場合、財政健全化計画などの策定が義務づけられており、自主的な改善努力に取り組む
こととなります。
　なお、財政再生基準以上となった場合は、計画の策定に加え、市債の発行が制限されるなど、国の強い関
与による確実な財政再建に取り組むことになります。

実質赤字比率…赤字なし
　財政規模に対する一般会計などの赤字の割合

連結実質赤字比率…赤字なし
　財政規模に対する全ての会計の赤字の割合

実質公債費比率…4.₉％
　財政規模に対する公債費（市債の返済費）の割合

将来負担比率…12.0％
　財政規模に対する将来負担すべき債務総額の割合

資金不足比率…資金不足なし
　公営企業会計（※）ごとの事業に対する
　資金不足額の比率

※ここでの公営企業会計は、資金不足比率算定上の分類であり、犬山市では水道事業会計、下水道事業会計、犬山城費特別会計、木曽川うか
い事業費特別会計が対象です。

健全化判断比率

資金不足比率

ホームページで公開中
　令和 2年度に実施した事業の内容や事業評価などを記載した決算説明書や令和
3年度予算の説明書、犬山市の財政状況などをホームページで公開しています。

市ホームページ　 ページ番号1001281 詳しくは

犬山市の財政
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　市の公共用地を含む市内約15か所に設置したカメラで、平常時や災
害時の道路・河川の状況を自宅で確認できます。さらに、犬山の気象
情報や防災情報、市政情報など、知りたい情報が簡単なチャンネル操
作ですぐに見ることができます。
　現在CCNetに加入している人は、申し込みや工事不要で視聴でき
ます。一度確認をしておくと災害時などに役立ちます。
【視聴方法】
　リモコンの12chボタンを押して、チャンネル送りボタンの上方向
を 2回押してください。
　詳しくは、CCNetコールセンター（℡0120-441061）へ
問合　企画広報課（℡44-0311）

リモコン 1つで地域の安全・安心情報をリアルタイムで届けます！

安全・安心123チャンネル
　

　令和 2年度における一般会計及び特別会計の決算額は、歳入が506億2,491万円、歳出が487億8,269万円であり、
前年度と比較すると歳入で86億1,190万円、歳出で84億8,399万円増額となっている。
　一般会計と特別会計を合わせた歳入決算額から、歳出決算額を差し引いた形式収支は、18億4,223万円であり、
形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、17億6,501万円である。実質収支は、一般会
計で10億6,848万円、特別会計で 6億9,653万円の剰余金が生じており、健全性は維持されていると認められる。
しかし、比率が高いほど財政が硬直化し、柔軟な運営が難しくなると言われる経常収支比率が前年度よりも3.2
ポイント上昇しているため、今後の財政運営を留意して行われたい。
　なお、令和 2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、施設の閉館や行催事を中止したことにより、
委託事業を精算するなどの事案が発生した。施設閉館などにより請負業者と協議し、不必要な支出を無くすよう
努力されたが、今後も市民から預かっている貴重な税金を有効に活用されたい。
　また、ふるさと納税については、収入から必要経費や市税の減収分を差し引きした約 3億3,000万円が実質収
入となっている。貴重な財源として、歳入確保に取り組んでおり、この姿勢を否定するものではないが、恒久的
な財源となる保証はない。財政を安定させるためには、本来の歳入の根幹である市税の増収と不必要な歳出の削
減が重要である。一般的に民間企業では、赤字事業については見直し、削減するか縮小して、利益を確保するも
のである。市でも、早急な赤字事業の見直しを検討されたい。
　一方、各施設において、老朽化が顕著になっている。老朽化した施設の更新及び廃止の判断基準については、
利用率が高いものは更新等を行い継続利用し、利用率が低いものは廃止等を検討することが基本である。この原
理原則を踏まえた上で、効率的な施設の管理を行い、最少の経費で最大の効果を得られるように、市政運営を望
むものである。
　※表示単位未満は四捨五入しています。

令和 2年度

犬山市一般会計・特別会計
歳入歳出決算審査意見（要旨）

▲道路河川ライブ映像

▲�行政情報、地域情報等の発信に関する連携協定
を締結

犬山市と連携し、さまざまな地域情報を発信するケーブルテレビCCNetが10月 1 日から
新たなチャンネルを放送開始。より地域に密着し、市の情報を発信していきます。

犬山市の安全・安心 チャンネルが放送開始

監査委員
水野正光

監査委員
髙木正章
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催 し 募 集

創業セミナー
　犬山で創業したい人、創業を検
討している人、創業したけど経営
に関する知識を習得したい人など
を対象にセミナーを開催します。
日時　①11月 4 日㊍・ 5日㊎
　　　　18：00〜21：00
　　　② 6日㊏ 9：00〜16：00
※①②とも同じ内容です。
場所　犬山商工会議所 3階会議室
内容　創業の基礎知識やビジネス

プランの作成などの説明
講師　中小企業診断士
　　　服部貴行氏 他
対象　創業を考えている人、創業

して 5年未満の人
定員　各回先着10人
費用　各回1,100円
申込・問合　犬山商工会議所
　　　　　　（℡62-5233）へ

ホテルインディゴ
犬山有楽苑
就職面接会

　ハローワーク犬山では、来春、
新規オープンの「ホテルインディ
ゴ犬山有楽苑」で働くスタッフの
就職面接会を開催します。「犬山
の文化・地元を大切にしたい」が
モットーのホテルで働きませんか。
　フルタイム、パートタイム、職
種も多数。地元で働きたい人や、
興味のある人は、気軽に参加くだ
さい。参加には事前に申し込みが
必要です。
日時　11月 5 日㊎10：00〜15：00
場所　犬山商工会議所 4階
　　　大研修室
申込・問合　11月 4 日㊍までにハ

ローワーク犬山（℡61-218
　　　6）へ
　　　

市が所有する土地の
一般競争入札

教育委員と語ろう
　市教育委員会では、社会教育に
関することや気になることについ
て、市民の意見を聞くため、意見
交換会を開催します。事前の申し
込みは不要で、どなたでも気軽に
参加できます。
日時　11月20日㊏13：00〜14：30
場所　市役所 2階205会議室
問合　学校教育課（℡44-0350）
※新型コロナの影響により中止・
変更する場合があります。

戦没者追悼式
　先の大戦で亡くなられた本市関
係の930人の戦没者の方々を追悼
するため、戦没者追悼式を行いま
す。戦争の記憶を後世へ引き継ぎ、
永遠の平和の決意を新たにするた
め、参列者全員が献花を行います。
日時　11月13日㊏10：30から
　　　（受付開始10：00）
場所　市民交流センターフロイデ

4階フロイデホール
費用　無料
問合　福祉課（℡44-0320）

マラソン大会
開催中止

　今年度のいぬやまランニングフ
ェスティバルおよび読売犬山ハー
フマラソンは、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、市民・
参加者・関係者の安心安全を最優
先し、開催中止としました。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

　次の土地を、インターネットオークションを使った一般競争入札で売
却します。
販売物件

所在地 地目 土地面積 用途地域 最低入札価格
天神町四丁目
79番 2 宅地 189.27㎡ 第 1種　

住居地域 18,927,000円

天神町四丁目
79番 5 宅地 179.64㎡ 第 1種　

住居地域 19,042,000円

天神町四丁目
79番 7 宅地 190.67㎡ 第 1種　

住居地域 20,897,000円

※地下残置有用工作物があるため、住宅建築に制限を受ける可能性があ
ります。
申込期間　10月22日㊎13：00〜
　　　　　11月 8 日㊊14：00
入札期間　11月22日㊊13：00〜
　　　　　29日㊊13：00
参加資格　市内外を問わず個人
　　　　　および法人
※入札参加方法など詳細は、市ホームページ　ページ番号1003670　を見
てください。今回の入札は、「インターネット公有財産売却システム（KSI
官公庁オークション）」のシステムでのみ参加できます。
問合　経営改善課（℡44-0301）
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募 集

南部公民館
秋の 1 DAY講座

●こころをいやす瞑
めい

想
そう

とヨガ
日時　11月24日㊌10：00〜11：30
場所　和室
内容　ゆっくりとポーズを取り、

瞑想で心をいやします。
講師　太田和世氏
持物　動きやすい服装、汗ふきタ

オル、ヨガマットまたはバ
スタオル、飲み物

●はじめてのクラシックギター
日時　11月25日㊍13：00〜15：00
場所　講義室
内容　クラシックギターの説明、調

律、弾き方の入門講座です。
講師　中條克巳氏
持物　クラシックギター、譜面台、

足台、筆記用具
※ギター等を持っていない人は要
相談
●天然アロマのしっとりシアバ
タークリーム作り
日時　11月26日㊎10：00〜12：00
場所　料理実習室
内容　フェアトレードのシアバタ
　　　ーと天然アロマオイルで顔

や身体に使える、冬にぴっ
たりなクリームを作ります。

講師　半谷美野子氏
材料費　 1 ,000円（受講費別）
※申し込み後のキャンセルは、材
料費を負担していただく場合があ
ります
持物　筆記用具
【共通】
定員　各講座先着12人
費用　各講座500円
問合・申込　10月19日㊋〜31日㊐

に直接または電話で南部公
民館（℡68-0834　 9：00〜
17：00㊊休館）へ

※新型コロナの影響により変更・
中止する場合があります。

ハグスポ
キックゴルフ

日時　11月 7 日㊐ 9：30〜11：30
　　　（受付 9：00　雨天中止）
場所　羽黒中央公園「ハグスポ」
　　　多目的スポーツ広場
内容　障害物のある50メートルの

コース内でボールを蹴り、
フラフープリングの中に入
れる競技。蹴った回数の合
計が少ない方が上位です。

定員　先着45人　費用　無料
持物　土の付いていない運動靴

（人工芝のため）、運動で
きる服装、サッカーボール
（あれば）

※500㎖天然水を参加賞として配
布（グラウンドへは、水以外の飲
料は持ち込み禁止）
申込・問合　11月 1 日㊊までに羽

黒地区コミュニティ推進協
議会 長谷川（℡090-2133-
4870）へ

初心者向け手話講座
　楽しく手話を学んで、簡単なあ
いさつや名前を覚えましょう。
●Aコース（㊌全 6 回）
日時　11月10日・17日・24日、
　　　12月 1 日・ 8日・15日
　　　各10：00〜12：00
●Bコース（㊏全 6 回）
日時　11月 6 日・13日・20日・
　　　27日、12月 4 日・11日
　　　各13：30〜15：30
【共通】
場所　市民交流センターフロイデ
　　　会議室
対象　市内在住・在勤で手話や聴

覚障害者の福祉に関心のあ
る人

定員　各コース先着10人
費用　無料
申込・問合　10月29日㊎までに氏

名・住所・電話番号・年
齢・希望のコースを社会福
祉協議会ボランティアセン

ター（℡62-2508 Fax62-9923
　　　Eメールvolunteer＠inuya
　　　ma-welfare.net）へ

障害者職業訓練生
　愛知障害者職業能力開発校では
令和 4年 1月および 4月入校の訓
練生を募集します。
※詳細はホームページ（https://
www.aichivti.ac.jp/site/noryoku
/4-1bosyu.html）を見てください。
募集科目
・令和 4年 4月入校（ 1年間）
　①ITスキル科
　②OAビジネス科
　③CAD設計科
　④総合実務科（知的障害者対象）
・令和 4年 1月入校（ 3か月間）
　⑤�就業支援科（精神障害者・発

達障害者対象）
選考　①②③⑤12月10日㊎、④12

日㊐に筆記・面接試験
申込　11月19日㊎までにハローワ
　　　ーク犬山へ
問合　ハローワーク犬山（℡61-2
　　　185）、愛知障害者職業能力

開発校（℡0533-93-2102）

公共施設LED化
民間提案事業

　市では、温室効果ガス排出削減
のため、すべての公共施設の照明
を、LED照明に取り替える予定で
す。
　公共サービスの向上、財政負担
の軽減などを実現する、民間のア
イデアやノウハウなどを最大限活
用した具体的な取替方法の提案を
募集しています。
　詳しくは、市ホームページ　ペ
ージ番号1008070　を見てくださ
い。
主な条件　・ 3年以内（令和 4〜
　　　 6年度）に取り替えること
　　　�・令和 4年度から10年間の

電気料金や保守などの維持
管理費が、現在の電気料金
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生 活

健 康

在宅酸素療法時は
火気の取扱いに注意

　新型コロナウイルス感染症等の
在宅酸素療法中は、たばこは絶対
に吸わないでください。酸素濃縮
装置等を使用している時に、喫煙
などが原因の火災が発生していま
す。装置の周囲 2 m以内には火気
を絶対に置かないでください。
※火気の取扱いに注意し、過度に
恐れることなく医師の指示どおり
に酸素を吸入してください。
問合　予防課（℡65-3123）

教育委員会委員の
再任

　 9月26日付けで市教育委員会委
員に小倉志保氏が再任されまし
た。任期は 4年間です。
●市教育委員会委員（敬称略）
教育長　　　　滝　　誠
職務代理者　　奥村康祐
委　員　　　　田中秀佳
　　　　　　　小倉志保
　　　　　　　堀　美鈴
　　　　　　　渡邉智治
　　　　　　　木澤和子
問合　学校教育課（℡44-0350）

愛知県最低賃金改定
　愛知県の最低賃金は、10月 1 日
から時間額955円に改定されまし
た。県内の事業所で働く常用、臨時、
派遣、パート、アルバイトなどのす
べての労働者に適用されます。

　使用者は、適用される最低賃金
以上の賃金を労働者に支払わなけ
ればなりません。
　日給制、月給制の労働者の場合
は、時間当たりの金額に換算して
最低賃金の時間額955円と比較し
ます。
問合　江南労働基準監督署
　　　（℡0587-54-2443）

消費者トラブルに
気をつけて

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　10月15日㊎、11月19日㊎
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

デンタル・フロス
　歯ブラシで落とせる汚れは、全
体の 8割ほどと言われ、丁寧にブ
ラッシングをしても、「歯と歯の
間」や「歯と歯ぐきの境目」にた
まった歯垢（プラーク）はなかな
か落とせません。
　歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目
にたまっている汚れを落とすに
は、デンタル・フロスが有効です。
　デンタル・フロスは、基本的に
ブラッシングと合わせて使用しま

す。先に歯みがき粉を使ってブ
ラッシングをしてから使用する
と、歯と歯の間に歯みがき粉の成
分であるフッ素をいきわたらせる
ことができます。
　デンタル・フロスは、ナイロン
繊維をより合わせた束を糸状にし
たもので、むし歯予防だけでなく、
歯肉炎や口臭予防にも役立ちます。
　かかりつけ歯科医院で指導を受
け、正しいケアを実践しましょう。

初心者のための
運動講座

ピラティス編
　体幹やインナーマッスルを鍛え
ることで、強くしなやかな筋肉を
つけ、正しい姿勢へ導きます。
日時　11月18日㊍・30日㊋、12月

7 日㊋・14日㊋（全 4回）
　　　14：00〜15：30
場所　南部公民館 2階和室
講師　ミズノ（株）健康運動指導士
対象　65歳以上で要支援・要介護

認定を受けていない市民
定員　先着12人
費用　各回300円
持物　飲み物、動きやすい服装、

ヨガマット（持っている人）
申込・問合　10月26日㊋から市民

健康館（℡63-3800）へ
※新型コロナの影響により中止・
延期する場合があります。

精神科医による
こころの健康相談

　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　11月11日㊍13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　市民健康館　費用　無料
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）
申込・問合　11月 8 日㊊までに市

民健康館（℡63-3800）へ

の10年分より安くなること
※取替方法は問いません。
※提案は審査により採用・不採用
を決定します。採用した提案の提
案者と協議が整い、予算措置が完
了した場合は、契約を締結します。
問合　環境課（℡44-0345）
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健 康 高 齢 者

子 育 て

シニア対象職業相談
　犬山市生涯現役促進地域連携協
議会ではハローワークの求人を中
心に相談窓口を設置し、丁寧に就
労支援を行っています。
時間　 9：00〜16：30（平日のみ）
対象　55歳以上の人
場所　シルバー城下町プラザ 2階
※出張相談窓口は㊊・㊎ 9：30〜
11：45シルバー人材センター 2階
問合　生涯現役促進地域連携協議

会（℡090-9194-8505）

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
通知カードと本人確認書類

※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

骨密度チェック
　節目の年を迎える女性は優先的
に申し込みができます。
日時　①11月12日㊎　②29日㊊
　　　各日 9：30〜11：30
※申し込み順のため時間は指定で
きません。
場所　①市役所 2階205会議室
　　　②楽田ふれあいセンター
対象　市内在住で20歳以上の人
※令和 2年11月以降に骨密度チェ
ックをした人を除く。

定員　各回先着40人
費用　300円
持物　健康手帳
申込・問合　節目の年を迎える女

性は、10月25日㊊ 8：30か
ら、それ以外の人は、11月
1 日㊊ 8：30から市民健康
館（℡63-3800）へ（電話可）

※節目の年を迎える女性とは、今
年度に40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳、65歳、70歳に達する人。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

11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

スギ薬局
薬剤師　太田浩氏

②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）

③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　①②市民健康館（℡63-3800）　③保健センター（℡61-1176）

こころの相談
【電話】あいちこころホットライン365（℡052-951-2881）
　　　　毎日 9：00〜20：30
【LINE】あいちこころのサポート相談（ID＠aichi_soudan）
　　　　　�「友達登録」し、トーク画面下の「相談を開始する」から、

移動先画面にて事前アンケートに回答後、相談を開始して
ください。

　　　　　�【Twitter】あいちこころのサポート相談（ID＠aichi_soudan）
　　　　　�アカウントをフォローし、ダイレクトメッセージ画面から

事前アンケートに回答後、相談を開始してください。
　　　　　�【Facebook】「あいちこころのサポート相談」（ID＠aichi.soudan）
　　　　　�アカウントをフォローし、メッセンジャー画面から事前ア

ンケートに回答後、相談を開始してください。
※SNS相談は㊊〜㊏20：00〜24：00㊐20：00〜翌日 8：00になります。
※市ホームページ　ページ番号1005070　や厚生労働省ホー
ムページ「まもろうよこころ」では、こころの健康に応え
る様々な相談先を紹介しています。 「まもろうよこころ」

※�保健センターでは、妊娠中から相談で
きます。
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②子ども未来課での入園受付
期間　11月22日㊊〜30日㊋
　　　（㊏㊐㊗を除く）
受付場所　市役所 1階
　　　　　子ども未来課
※ 0〜 2歳児は書類受付時、個別
に子どもの面接を行います。
※ 3〜 5歳児の面接は、橋爪およ
び羽黒子ども未来園で後日（12月
14日㊋・15日㊌各日10：00〜、10：
30〜）行います。
問合　子ども未来課（℡44-0324）

場所　東児童センターさんにぃれ
対象　 2歳以上の子どもとその保

護者（両親や祖父母など保
護者のみの参加も可）

定員　先着10組
費用　 5回で1,000円
　　　（大人 1人につき）
※子どもが 3人以上または双子が
いる世帯は無料。申し込み時にお
知らせください。
※生後 6か月以上児の託児あり。
定員10人、 6か月未満児は、親子
同室で保護者の見守り。
申込・問合　10月15日㊎〜21日㊍

（㊐㊊除く）に子育て支援
センター「さら・さくらつ
どいの広場」（℡63-3817��
9：30〜15：30）へ

※都合により講師を変更する場合
があります。
※新型コロナの影響により定員の
変更や中止する場合があります。

子育て講座「 0・1・2歳児を持つ親の勉強部屋」
第 4期（全 5回）受講生募集

　「楽しく子育てしたいけれど、どのようにするとよいのかな」などと思
いながら日々子育てを頑張っているママたちのために、専門の先生から
ヒントをもらい、子育て力がアップする講座です。
　講座を通して子育て仲間の輪も広がります。

日時 内容・講師 託児

10月26日㊋　
10：30〜11：30

幼児食のすすめ方
〜偏食になる原因と食事の工夫〜
保健センター管理栄養士　岩見恵美子氏

あり

11月12日㊎　
10：30〜11：30

「発達を知る」 2歳以上
〜「おんなじ」「いっしょ」が大好き〜
愛知県立大学非常勤講師
臨床発達心理士　近藤みえ子氏

あり

11月18日㊍　
10：30〜11：30

親子で音楽あそび
〜音楽を通して楽しい子育てを〜
Music�Together®本部認定最上級講師
みのうらやすよ氏

親子
参加

11月25日㊍　
10：30〜11：30

ママのための子育て講座
〜我が子のために知るべきこと〜
ぎふママカレッジ　葛谷祥子氏

あり

12月 3 日㊎　
10：30〜11：30

楽しく遊んで運動能力アップ！
〜頭と体をつなげる運動あそび〜
ペンタゴンスポーツ企画代表　原克臣氏

親子
参加

子ども未来園・保育園　令和 4年度の入園受け付け（第 1次募集分）
　令和 4年 4月 1日からの入園受付および面接を次のとおり行います。
必要書類を記入の上、必ず子ども同伴で来てください。今回は第 1次募
集です（第 2次募集以降については問い合わせてください）。子ども未来
園での集団面接については、新型コロナの影響により、変更・中止する
場合があります。来園の際には、マスクを着用してください。
提出書類　入園申込書、支給認定申請書等　　持物　母子健康手帳
①各子ども未来園・保育園での入園受け付け（11月17日㊌〜19日㊎）
　第 1希望の園に提出してください。
●子ども未来園（全13園）

対象児
受付・面接 日時

11月17日㊌ 11月18日㊍ 11月19日㊎
0〜 2歳児

※個別面接あり
9：30〜11：00
13：00〜16：00 13：00〜16：00

3 〜 5 歳児 － 9：30〜11：00
※集団面接：10：00〜（約30分）

●私立保育園

保育園（対象児） 受付日時
犬山さくら保育園（ 0〜 2歳児） 11月17日㊌〜19日㊎

各 9：30〜16：00※個別面接あり白帝保育園（ 0〜 5歳児）
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市 税 等
納 期 限

時間外受付

水道緊急時

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課へ。12月 1 日号の締め切りは10月20日㊌、12月15日号は11月 4 日㊍。

特別支援教育
就学奨励費

　市内小中学校に就学し、障害の
ある児童生徒について、学用品の
購入費、給食費などの就学費用の
一部を支給します（生活保護受給
者、就学援助認定者は除きます）。
対象者　①特別支援学級の児童生

徒の保護者
　　　�②学校教育法施行令第22条

の 3に規定する障害の程度
に該当する通常学級の児童
生徒の保護者

補助費用　学用品・通学用品購入
費、校外活動費、修学旅行
費、学校給食費、新入学児
童生徒学用品・通学用品購
入費など

※詳細は市ホームページ　ページ
番号1008003　を見てください。

上記②に該当する対象者への周
知が不十分だったため、さかの
ぼって支給をします。対象の保
護者の皆様には、ご迷惑をお掛
けしましたことを、お詫び申し
上げます。
対象者 　平成26年度〜令和 2年

度に上記②に該当した人
申請期限　11月30日㊋

問合　学校教育課（℡44-0350）

国際交流員による
ドイツの部屋

「アドベントカレンダー作り」
　アドベントカレンダーとは、12
月 1 日からクリスマスまでの24日
間を数えるカレンダーです。一日
ごとに「箱」があり、それぞれの
箱の中には小さなお菓子や好きな
物が入っています。
　今回は、紙袋にトナカイやフク
ロウなどのデザインを付けるタイ
プを作ります。
日時　11月27日㊏13：30〜16：00
※天候や新型コロナの影響により

　口座振替は納期限が振替日とな
りますので、前日までに入金して
ください。

納期限 11月 1 日㊊
市民税・県民税 3期
国民健康保険税 5期
介護保険料 7期
後期高齢者
医療保険料 3期

　口座振替以外の納付は、市指定
金融機関、コンビニ、アプリ、ク
レジットカード、ペイジーおよび
市役所・出張所でお願いします。
問合　収納課（℡44-0316）

日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
10/24㊐、11/14㊐ 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）

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
10/19㊋、11/ 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
●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

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

中止する場合があります。
場所　市民交流センターフロイデ

2階204会議室
講師　市国際交流員
　　　カタリナ・カウフマン氏
対象　小学生以上（子どものみで

も親子でも、大人のみでも
参加可）

定員　先着10人
費用　 1人500円
申込・問合　10月22日㊎〜11月 4

日㊍に直接かファックスか
Eメールで、件名「ドイツ
の部屋・カレンダー」①参
加者氏名（ふりがな）②子
どもの年齢③昼間連絡がつ
く連絡先を、犬山国際交流
協会（℡48-1355、Fax48-13

　　　56、Eメールiia＠grace.oc
　　　n.ne.jp）へ

　広報犬山 8月 1日号の15ペー
ジでお知らせした、コンサート
は下記日程に延期となりました。
日時　11月23日㊗15：30〜17：30
　　　（開場15：00）
場所　市民文化会館　大ホール
問合　前田（℡090-9933-0195）

すてきな仲間たちと
共におくる愛と平和の
コンサート延期
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第65号⑥

●「ソフトテニス初心者教室」
　山の田公園テニスコート
にて、 4月 3日から「ソフ
トテニス初心者教室」が始
まりました。市内在住の小
学 4年生から 6年生の初心
者を対象に令和 4年 3月ま
での土曜日に全24回を予定しています。参加者を 2つの
チームに分け、それぞれのレベルにあった指導を行って
います。午前中とはいえ気温が上がる中、10分動いて10
分休憩、木陰で水分補給をしながらの教室となりました。

指導者の「始めますよ」
の合図とともに一斉に生
徒たちが集まり元気に
ボールを追いかけ力強く
ラケットを振っていまし
た。回を重ねるごとに上
達がみられました。

●「ジュニアゴルフ教室」
　犬山カンツリー倶楽部にて、
8月18日から 3日間にわたって
「ジュニアゴルフ教室」を開催
しました。今回、市内の小中学
生 8人が参加しました。
　青地大輔ティーチングプロと
今回はこの教室の受講者第 1期生でツアープロを目指し
て研修生となった藤田尚人氏の 2人に指導を受けまし
た。始めにスコアーメイクのための戦略の立て方につい
て講義を受けました。次に、練習場にてスイングを見て
もらい、個別に指導を受けながらストローク練習をしま
した。その後、 3組に分かれてコースに出て、ラウンド

練習に入りました。練習
場とは異なる実際のコー
ス上で、その場に応じた
アドバイスを受けながら
の実践練習となりました。

スポーツスクール事業 ジュニアアスリート育成事業

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

募 集

スポーツスクール事業
●親（祖父母）子空手教室
親（祖父母）子でふれ合いながら楽し
く空手の練習をします。
日時　10月30日㊏　10：00〜11：30
場所　市武道館柔道場
対象　幼年〜小学低学年の
　　　親（祖父母）子
定員　10組
費用　 1組200円（当日徴収）
持物　水筒、タオル、マスク
申込　10月15日㊎〜10月29日㊎に市体

育協会事務局へ（℡・Fax可）

市民ゴルフ大会
日時　12月 7 日㊋
場所　犬山カンツリー倶楽部
内容　ハーフCUP（前半 9ホールの成

績で順位を決めます）
　　　男性一般の部、男性シニア（満

70歳以上）・レディースの部
対象　市内在住か在勤の人
定員　各部門あわせて先着100人
費用　参加料200円
　　　プレー代（昼食代等を含む）
　　　9,500円（メンバー6,370円）

　　　キャディはつきません。各自精
算してください。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または
運転免許証を持参してください。

申 込　11月 7 日㊐10：00から犬山カン
ツリー倶楽部 2階で受け付け。

問合　犬山ゴルフ協会　斉藤
　　　（TEL67-1586）
※今回は会食、表彰式は行いません。
プレー終了後、成績表等をお持ち帰り
ください。

結　 果1

市民大会優勝チーム
●軟式野球　 5月 8日〜 6月20日
木曽川犬山緑地グラウンド、
犬山中学校グラウンド
一般 1部（A・B級）の部
　　　　　　　　尾北バイオレッツ
一般 2部（C級・一般）の部
　　　　　　　　アミューズ
中学生　　　　　東部中学校
小学生　　　　　木津ブライトA

スポーツ少年団
優勝チーム

●第34回春季サッカー大会
6 月26日・ 7月31日
羽黒中央公園多目的スポーツ広場
6年生の部　　　　　犬西FC
5 年生の部　　　　　犬山北ロケット
かがやき杯（ 4年生）GFC
はばたき杯（ 4年生）犬西FC
はつらつ杯（ 3年生）犬山北ロケット
ふれあい杯（ 3年生）GFC
さわやか杯（ 2年生）FCフェザーズ

●前期ミニバスケットボール大会
6 月26日　エナジーサポートアリーナ
小学生男子　INUYAMA
　　　　　　BASKETBALLCLUB
小学生女子　犬山ミニバス

◀
犬
西
Ｆ
Ｃ
（
６
年
生
）

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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新型コロナウイルス感染症に関する相談
発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医に電話で
相談してください。
※かかりつけ医がいない場合や相談する医療機関に
　迷う場合は、下記窓口へ電話してください。
受診相談センター ℡0₅8₇-₅₅-1₆₉₉
（江南保健所内�平日� 9：00〜17：30）
（聴覚障害者向け　Fax0587-54-5422）
夜間・休日受診相談窓口 ℡0₅2-₅2₆-₅88₇
（平日夜間�17：30〜翌 9：00、㊏㊐㊗24時間体制）

犬
山
市
東
古
券
46

犬
山
駅
西
口
よ
り
徒
歩
7
分

☎
63
・
5
3
5
5
（
相
談
無
料
）

土
日
夜
間
も
対
応
可
（
要
予
約
）

お
気
軽
に
お
電
話
下
さ
い
。

司
法
書
士
真
野
事
務
所

相
続
手
続
・
遺
言

不
動
産
名
義
変
更
・
会
社
設
立

借
金
相
談
・
成
年
後
見

広告 ※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。

ソフトボールインターハイ優勝を報告
　 8月23日、「第73回全日本高等学校女子ソフトボール
選手権大会」を制した多治見西高校ソフトボール部所属
の木村聖（城東中卒）さんが、優勝報告に山田市長を訪
れました。同大会は 7月28日から31日にかけて福井県敦
賀市で行われましたが、28日の試合は降雨により中止
に。予備日が設けられなかったこともあり、準決勝まで
進んだ 4校の同時優勝となりました。
　優勝については、「最後まで試合ができなくて悔しい
けど、嬉しい」と、素直な気持ちを教えてくれつつ、「ソ
フトボールはチームプレーなので、周りとの協力が大事。
仲間がいたからやってこれた。その仲間と勝つことがで
きて良かった」と感想を話してくれました。

青塚夏休み子ども向けイベント
　 8月25日、青塚古墳ガイダンス施設にて「夏休み青塚
子ども教室　古代の植物繊維を取り出そう」が開催され、
親子 5組が参加しました。
　古くから布の材料として使われていた、イラクサ科の
植物「カラムシ」から繊維を取り出す体験をするもので、
参加者はカラムシを刈り取り、繊維の取り出しに挑戦し
ました。
　作業を進め、カラムシの皮から次第に繊維が取れてい
くと参加者からは驚きの声があがっていました。
　参加者らはその後、乾燥させた繊維を使い編み物にも
挑戦。小さいサイズでも作るには時間がかかる作業で、
古代の人たちは今よりも時間があったのかな、と古代の
人の生活に思いを馳

は

せていました。

▲繊維を取り出す「カラムシ」

◀繊維から布を編む様子

◀
優
勝
メ
ダ
ル
と
ト
ロ
フ
ィ
ー
を

　

持
つ
木
村
聖
さ
ん
（
左
）
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このスペースに広告を出しませんか
規格　　1枠　縦45㎜×横85㎜
　　　　2枠合併枠　縦45㎜×横173㎜
掲載料　1枠15,000円（消費税および地方消費税含む）
　　　　2枠合併枠30,000円
　　　　　　　　(消費税および地方消費税含む)
※詳細は市ホームページ　ページ番号1002287　を
　見てください。

問合　企画広報課（℡44-0311）

市ホームページに掲載するバナー広告を募集中
掲載位置　トップページ（市が指定した位置）
規格　　縦50ピクセル×横150ピクセル
掲載料　1枠10,000円/月
　　　　(消費税および地方消費税含む）
バナー作成費用　広告主負担
※詳細は市ホームページ　ページ番号1002288　を
　見てください。

問合　企画広報課（℡44-0311）

広告 ※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。

レンテック大敬株式会社と協定締結
　 8月25日、レンテック大敬株式会社（代表取締役　嵩
明美）と犬山市が「災害時における応急対策用資機材に
関する協定」を締結しました。
　この協定は、犬山市内において災害が発生した場合に、
市からの要請に応じて、建設用重機及び電動ハンマーな
どの機械工具や避難所で使用するテントやトイレ、照明
器具など生活関連資機材の賃貸に協力するという内容と
なっています。
　同社は、建機レンタル、仮設レンタル、イベントレン
タルなどの事業を展開しており、近隣では小牧市に営業
所があります。

ピアノコンクール全国大会出場を報告
　 8月27日、「第45回ピティナ・ピアノコンペティショ
ン」に出場し、B級銅賞を受賞した楽田小学校 4年生の
大島みつきさんと、犬山南小学校 2年生の堀米虹羽さん
が、ピアノの全国大会出場の報告に山田市長を訪れまし
た。大会について、2人は「緊張したけど、楽しかった」
と、感想を話してくれました。
　大島さんは「これからもたくさん、いろいろな曲を弾
いてみたい。」、堀米さんは「お姉ちゃんに負けないよう
に頑張りたい。」と今後の目標を教えてくれました。

▲繊維を取り出す「カラムシ」

◀
協
定
書
を
手
に
持
つ
島
達
也
名
古
屋

　

支
店
長
（
左
）
と
山
田
市
長

◀
堀
米
虹
羽
さ
ん
（
左
）、大
島
み
つ
き
さ
ん
（
右
）
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■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

11月のイベント 場所：市立図書館（本館）
6 日㊏　「けるるんくっく」紙芝居� 11：00から
13日㊏・27日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00から
14日㊐　講演会「絵本でめぐる生命の旅」� 14：00から
20日㊏　「おはなしぼっくす」ストーリーテリング�11：00から
※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。

読み聞かせのススメ　親子で楽しめる読み聞かせをテーマに、どんぐり文庫を主宰し、市立図書館、子ども未
来園、小学校等で読み聞かせを行っている古川よし子先生に、読み聞かせの疑問、ポイント、おすすめ本につ
いてお聞きしました。

　子ども読書空間は、年齢に合わせたブックガイドを用意しています。その場で読み聞かせができるので、ぜ
ひ、手に取って読んでみて、子どもと一緒にお気に入りの1冊を探してみてください。

●読み聞かせQ＆A
Q

A

Q
A

Q

A

赤ちゃんや幼児に絵本を読んであげると、どんな効果
があるのでしょうか。
・子ども達に知識を与え、想像力が付きます。
・すぐれた絵本から、ものを見る目が養われます。
・�1 冊の絵本を通して親子のコミュニケーションが生ま
れます。親と一緒に過ごした喜びは記憶に残ります。
小学生の子どもにも読み聞かせは大事でしょうか。
低学年の子は、1人で読むと、文字を読む（発音する）
ことに精一杯になりがちです。 2、 3年生までは、 1
回一緒に読むことで、理解しやすくなります。
読み聞かせの本を選ぶポイントを教
えてください。
子どもをよく観察することです。子
どもの興味、成長を把握し、その子
に合った本を選びましょう。

●おすすめ本
ブックガイド 3〜 5歳向けより

ブックガイド小学 1〜 2年生向けより

アンガスとあひる
マージョリー・
フラック//さく　え

ちいさいおうち
バージニア リー バートン//
ぶんとえ

決戦前のランニングノート
大迫傑著

たとえ悪者になっても
佐藤真澄作

知りたがりの子犬アンガスが興味をもったのはアヒル。
冒険のドキドキ感が味わえます。

丘の上に立つ小さいおうち。周りの四季折々の自然は、
どんどん都会へ変化していき…。時の流れを色彩豊か
に描いています。

●読書会藍の会の一冊
『山椒大夫』　森鷗外
　山椒大夫伝説をもとに描かれた作品。築紫に行ったま
ま、消息が絶えた父を探しに、母、姉の安寿、弟の厨子
王の二人の子、乳母の四人は越後まで来たが人買に騙さ
れ母と子は別々にされる。丹後の山椒大夫に売られた安
寿は自分の命と引き代えに厨子王を逃がす。厨子王がお
守りの地蔵仏の加護により国守となり、母と再会する場
面には涙が止まらない。一方で、伝説と異なる山椒大夫
父子の描き方について、読者の感想も気になる。

■市立図書館（本館）の新着本

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

日本マラソン界を引っ張る大迫
傑が、東京オリンピックに向け、
家族と離れてケニア、オレゴン、
アリゾナで追い込む日々を日誌
に綴る。

「殺処分するしかない」と宣告
された、人を咬む犬たち。どん
なにきびしい訓練になろうと、
暴力だと批判されようと、人を
咬む危険な犬を更生させるべく
日夜奮闘している、実在の訓練
士のはなし。

▲古川よし子先生
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■救急医療の案内
○救急医療情報センター　℡0568︲81︲1133
※電話のかけ間違いが多くなっています。電話番号はお間違いなく。

　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（日曜・祝日）診療
○昼間診療　犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡0568-62-8100
　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〜）
○夜間診療、歯科診療

日付
休日夜間診療（内科・外科）

受付時間17：00〜20：00
休日歯科診療

診療時間 9：30〜11：30

病・医院名（内科系） 電話（0568） 病・医院名（外科系） 電話（0568） 医院名 電話

10月17日㊐ 村上内科 62-2201 くわばらクリニック 61-1118 わだち歯科クリニック 0587-93-6777

10月24日㊐ 城南クリニック 61-0132 竹内整形外科クリニック 61-7311 四季の丘デンタルクリニック 0568-65-1118

10月31日㊐ 安藤医院 61-0316 山本皮フ科クリニック 62-6855 山村歯科クリニック 0568-65-1333

11月 3 日㊗ 安藤クリニック 62-8881 高橋眼科 65-0066 青木歯科医院 0587-93-3388

※都合により変更する場合がありますので電話確認の上、来院してください。

■休日小児診療　○江南厚生病院内（こども救急診察室）　℡0587-51-3333
㊏㊐㊗　受付時間　8：30〜16：30　診療時間　9：00〜12：00、13：30〜17：00　※保険外併用診療費（紹介状無く初診の場合5,500円）がかかります。

■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（件名・本文なし）を送信
　t-inuyama-city＠sg-p.jp（空メール用送信アドレス）
○犬山市公式LINEアカウント ＠inuyama  でID検索
○テレビ� NHKデータ放送　リモコンのdボタン
� ケーブルテレビCCNet（地デジ12ch）
○ラジオ� 愛知北エフエム　84．2MHz

　皆さんこんにちは。
　10月 5 日から10月29日まで、犬
山市立図書館でドイツの結婚習慣
についてポスター展を開いていま
す。どの国でも結婚などのお祝い
について様々な習慣があります。
また、同じ国でも地域によって、
異なることがあります。ポスター
展ではドイツの結婚式や婚約、記
念日などについて紹介していま
す。そのポスター展と連携し、今
回はドイツの結婚のなかでも、結
婚記念日について詳しく紹介しま
す。
　結婚記念日は特にドイツだけが
祝う日ではありません。日本や他
の国にも結婚記念日を祝う国があ
ります。ドイツで結婚記念日をど

のように祝うかというと、配偶者
がお互いにプレゼントをあげた
り、好きなレストランや場所に
行ったりします。10年目・20年
目・25年目・50年目などは節目の
記念日として、親戚とパーティー
することもあります。特に25年目
と50年目の記念日は大切で、25年
記念日は銀婚式、50年記念日は金
婚式と呼びます。
　よく記憶に残っているのは、子
供のころのある日に叔母が家に遊
びに来て、母にパセリが植えてあ
る植木鉢を渡し、「パセリ婚式お
めでとう！」と言いました。パセ
リ婚式とは何だろう、また、親の
結婚記念日は今日ではないし、半
年前だったはずだと思いました。
叔母の説明によるとパセリ婚式と
いうのは、12.5年目、つまり25年
の銀婚式の半分の記念日でした。
その後、結婚記念日を少し調べて
みたら、結婚記念日がたくさんあ
りました。結婚の一年後に初めて
の記念日「紙婚式」がありますが、
地域によって、結婚した日（入籍
した日）、つまり 0年目を「緑婚式」

と呼びます。また、15年目までは
毎年記念日に名前がついていま
す。12.5年目のパセリ婚式と6.25
年目の羊婚式はそのルール外にあ
ります。それ以降は毎年ではなく、
17・20・21・24・25・30・33・
33.33・35・37.5・40年目に名前
がついている記念日があります。
40年目以降は5年ずつになります。
　25年目の銀婚式と50年目の金婚
式はとてもおめでたい記念日なの
で、ほとんどのカップルが親戚と
パーティーしたり、神様を信じて
いる人たちは、教会でお祝いした
りします。また、住んでいる自治
体や所属している教会からの祝辞
や小さなプレゼントをもらうこと
があります。
　図書館での展示は結婚記念日以
外に、ドイツの結婚式の流れ、婚
約、立会人の役割、結婚式の前に
行われる新郎新婦の結婚生活に運
がいいと言われている皿などの陶
器や磁器ものを割る習慣や結婚式
当日に新婦にとって必ず必要な 4
つのものなどを紹介します。ぜひ
見に来てくださいね。

パセリ婚式
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　クロミミマーモセットは体重
250gほどの小型のサルで、その
名のとおり耳の黒い房毛が特徴で
す。ブラジル南東部に比較的広く
分布しています。
　以前紹介したコモンマーモセッ
トに近いなかまで、体の大きさ、

背中や尾の縞模様、食べものなど
も似ています。はっきり違うのは
耳の房毛の色。クロミミマーモ
セットは黒い房毛ですが、コモン
マーモセットは白い房毛です。
　これほど似ているのに別種とい
うのは不思議ですよね。もし両種
が一緒になれば雑種ができてしま
うのですが、生息地ではそのよう
なことはまずありません。両種の
分布が接する境界には、大きな川
が流れています。日本の川とは違
い、標高差が少ない南米東部の川
はゆったりと広く、マーモセット
は渡ることができません。大河に
隔てられることで多様な種が生ま
れてきたのです。
　日本モンキーセンターでは動物
福祉や感染症、密輸防止などの観
点から霊長類をペットにしないよ
う呼びかけていますが、南米では
さらに別の問題があるようです。
それは「国内移入」という問題で
す。ペットとして飼育されていた
マーモセットが別の場所で放さ
れ、そこに元々いた別種のマーモ

セットと交雑してしまい、結果的
にその種を絶滅に追いやってしま
うのです。
　クロミミマーモセットは南米館
ホールで飼育していますが、感染
症対策のため現在ご覧いただけま
せん。しかし「おでかけタマリン」
に南米館ホールのサルたちが交代
で出られるようにする計画があ
り、これが実現すれば太陽のもと
クロミミマーモセットをご覧いた
だける日が来るでしょう。

▲

ク
ロ
ミ
ミ
マ
ー
モ
セ
ッ
ト
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上
）
と
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セ
ッ
ト
（
下
）

▲�南米館でくらすオサゲ♂。右頬をよく
　木にこするため、右耳の房毛が少ない

エンジョイ

『おうちで猿JOYどうぶつえん』
ケーブルテレビCCNet

（地デジ12ch）で好評放送中！

　木曽川鵜
う

飼
かい

は、国宝犬山城を背
に繰り広げられる1300年の歴史
ある犬山の大切な財産だと思い、
鵜飼観覧船・遊覧船の船頭をして
います。
　川は、晴れの日・雨の日、風の
強い弱い、流れの多い少ない・速
い遅いなど、毎日その姿を変えま
す。風を読み川の流れを読んで、
運航の安全に力を注ぎ、日々先輩
船頭から指導を受けて事故やけが

のないように技術の向上に取り組
んでいます。サービス面でも鵜飼
や遊覧に来ていただいた方がまた
来たいと思っていただけるよう
に、乗船中の案内を工夫していま
す。
　今年からは、新しくできた犬山
城下の犬山城港から犬山城遊覧船
を始めましたので、川から見上げ
る国宝犬山城の眺望を堪能してい
ただけるようになりました。皆さ
んで川からしか見られない景色を
探してみてください。
　また、紅葉の季節にあわせ、
11月下旬から犬山城港、犬山橋
波止場、桃太郎波止場への桃太郎
紅葉船を運航します。川から眺め
る継鹿尾寂光院の紅葉、栗栖の銀

い

杏
ちょう

も見どころですし、桃太郎波止
場へは平水（普通の流れ）でも流

れが速く、ちょっとしたスリルも
味わっていただけると思います。
いろんな川の状況でも平然と操船
する船頭も見てください。
　そんな船頭にも悩みが一つあり
ます。先輩船頭が高齢になり引退
していく中、我々と共に伝統を引
き継いでいく若い力が必要です。
これからも船頭一同、一生懸命頑
張っていきます。ぜひ木曽川鵜
飼・遊覧を楽しんでください。

（次回は12月15日号掲載予定です）

▲船上でおもてなしする佐橋船頭

（公財）日本モンキーセンター
学術部     赤見理恵

房毛は黒？白？
クロミミマーモセット

　木曽川観光株式会社
船頭     佐橋智英


