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11/15はたらく高年齢者！
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〜社会を支える高年齢者と支援について〜
は た ら く 高 年 齢 者 ！

お　　　  と　  　　な

問合　高齢者支援課（℡44-0325）
　日本は、2007年に超高齢社会を迎えました。高齢化は加速し、2040年頃に高齢者人口はピークを迎えると言わ
れています。
　そんな中、元気な高年齢者が生きがいややりがいを求め就労し、社会を支える貴重な存在となっています。誰
かに必要とされ、目標を持ち続けながら高年齢者が元気に働く姿は、地域の活力となります。犬山市では、高年
齢者の就労を支援するために様々な取り組みを行っています。あなたもこの機会に充実したシルバーライフを
送ってみませんか？

一緒に働く仲間を募集中です！� 犬山市シルバー人材センター

　シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある60歳以上の人に、豊かな経験や能力を活
い

かして、家
庭や事業主から依頼のあった仕事をしていただきます。
　事前に自分の希望する仕事や、得意な分野を登録しておき、センターからの連絡で仕事をします。
【主な仕事】
・専門技術分野を活かして、各種講座の指導　　　・大工、庭師、ペンキ、刃物研ぎ、和裁、広報等の配布
・公民館、公共施設の施設管理　　　　　　　　　・家事一般のお手伝いなどの家事援助サービス分野
・観光ガイドなどのサービス分野　　　　　　　　・独自事業（トマト栽培、シルバー城下町プラザ、シル
・公園清掃など屋内外の軽作業、一般受付事務　　　バーショップワン丸朝市、チップ化）など
問合　犬山市シルバー人材センター（℡62-8505）

実際にシルバー人材センターで働いている方にお話を伺いました！

Q　シルバー人材センターでは、どんなお仕事をされていますか？
A.　犬山市高齢者活動センター作業所内で、主に飴の袋詰め作業を行っています。
　　また、事業所の清掃にも行っていますよ。
Q　どうしてシルバー人材センターに登録しようと思ったのですか？
A.　お友達にシルバー会員がおられ、活躍されているので、自分も何かやって
　　みようと思い登録しました。
Q　お仕事をして良かったことは？
A.　毎日楽しく 1日が送れ、健康にもつながります。お友達もできますよ。

丁寧に就労支援をします！� 犬山市生涯現役促進地域連携協議会

　「働きたいシニア世代」の活躍を応援するため、犬山市生涯現役促進地域連携協議会では高年齢者の就業
相談やセミナー開催、企業見学会等を行っています。
●シニア対象相談
　相談窓口を設置し、ハローワークの求人を中心にじっくり相談を行っています。これまでに75歳以上の
高年齢者の就職の実績もありますので、お気軽にご相談ください。
時間　 9：00〜16：30（㊏㊐㊗除く）　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にシルバー人材センター 2階で実施しています。
問合　犬山市生涯現役促進地域連携協議会（シルバー城下町プラザ 2階　℡090-9194-8505）

宮田錠子さん

※高年齢者＝55歳以上の人
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催 し

エコライフセミナー
地球温暖化とわたしたち
　「地球温暖化対策のためにいま
できることは何か」専門家の講演
やディスカッションを交えたセミ
ナーをZoomを使用しオンライン
で開催します。

第 1回　　
11月27日㊏

気候危機とライフ
スタイルを考える

第 2回　　
12月 4 日㊏

エコな移動を考え
る

第 3回　　
12月18日㊏

電気を賢く安く使
うには？

時間　各回とも10：00〜12：00
費用　無料
申込　各講座の開催日 4日前まで

に①氏名②参加URL送付
先のメールアドレス③参加
希望のセミナーをEメール
で一般社団法人環境創造研
究センター（Eメールcca-
info＠kankyosoken.or.

　　　jp）へ
問合　環境課（℡44-0345）

羽黒コミュニティ
羽黒座寄席

日時　11月28日㊐14：00〜15：00
　　　（開場13：00）
場所　羽黒小学校体育館 2階
　　　はぐろんルーム
内容　女流上方講談師・旭堂麟林

の講談「荒
あら

大
だい

名
みょう

の茶
ちゃ

の湯
ゆ

」
を公演します。羽黒座とは、
大正10年にこけら落としさ
れた芝居小屋で、羽黒の華
やかさを伝える一端として
存在していました。

費用　無料
申込　不要
持物　上履き
問合　羽黒地区コミュニティ推進

協議会　津守（℡080-5166
　　　-4193）
※駐車場はJA愛知北羽黒支店駐
車場を利用してください。
※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。

ニワ里カレッジ
講演「犬山城大手門枡形跡発掘調
査報告」
日時　12月11日㊏10：00〜11：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設
　　　研修室
講師　犬山市教育委員会歴史まち

づくり課　中野拳弥
定員　先着20人　費用　500円
申込・問合　12月10日㊎までに青

塚古墳ガイダンス施設（℡
68-2272㊊休館、㊗の場合
は翌平日休館）へ

東コミュニティ
芸術祭・作品展

　東コミュニティ地区内の皆さん
の、絵画・書・写真・彫塑工芸作品、
幼保園児・小中学生の書や図画工
作品など約550点を展示します。
日時　12月 2 日㊍〜 6日㊊
　　　10：00〜16：00
　　　（最終日は14：00まで）
場所　長者町会館　費用　無料
問合　東コミュニティ推進協議会
　　　伊藤（℡68-4105）
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

令和 4年新年交礼会
は中止

　新春の交礼の場として例年実施
している新年交礼会は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のた
め、令和 4年の開催を中止します。
同時開催の叙勲・褒章受章者祝賀
会は、別日程で開催します。
問合　・新年交礼会について　総

務課（℡44-0300）
　　　�・叙勲・褒章受章者祝賀会

について　企画広報課（℡
44-0310）

自
じ

然
ねん

薯
じょ

「夢とろろ」の
直売と収穫体験

　市の特産品である自然薯「夢と
ろろ」の収穫が始まりました。下
記期間中は、栽培している畑で、
新鮮な「夢とろろ」を購入するこ
とができます。希望者は自然薯掘
り体験もできます。
日時　11月19日㊎〜23日㊗
　　　9：00〜11：30（雨天中止）
場所　楽田今村地内
定員　50人
価格　500g当たり
　　　1,500円（市価の3割引）
※収穫体験のみは無料
申込・問合　犬山東部じねんじょ部会　倉知（℡090-7958-8930）へ

朝日高見

兼清

羽黒

羽黒駅 南部高齢者活動
支援センター

JA愛知北犬山支店

国道41号

夢とろろ
のぼり旗あり
（楽田今村地内）

南部中 薬師川

県
道
春
日
井
各
務
原
線
文

N

※JA愛知北犬山支店前より南進
★印まで約 3㎞
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募 集

●犬山市費負担教員

職種 勤務場所 指導内容等 応募資格等 採用予定数
少人数学級の
学級担任 小学校 担任する学級の経営と各教科・特別活

動・総合的な学習の時間等の授業。 小学校教諭免許状取得者 7人程度

備考　　・勤務時間は 1日 7時間45分（休憩 1日45分）、 1週間につき38時間45分
　　　　・月額206,000円※＋教職調整額 4％相当、期末勤勉手当、交通費、社会保険等あり　※経験加算あり
　　　　・令和 4年 3月教員免許取得予定者で、令和 4年 3月卒業見込みの人も可

●非常勤講師

職種 職務場所 指導内容等 応募資格等 採用予定数

少人数授業講師
（TT授業）

小学校 理科中心 小学校教諭免許状取得者
または、中学校教諭免許状（理科）取得者 1人程度

中学校 英語 中学校教諭免許状（英語）取得者 1人程度
中学校少人数学級
授業数増対応講師

中学校 数学 中学校教諭免許状（数学）取得者 2人程度
中学校 英語 中学校教諭免許状（英語）取得者 3人程度

備考　　・原則として勤務日数は週 5日間（年間180日）、勤務時間は 1日 6時間（休憩 1日30分）
　　　　・日額12,000円、期末手当、交通費、社会保険等あり
　　　　・令和 4年 3月教員免許取得予定者で、令和 4年 3月卒業見込みの人も可

●特別支援教育支援員

職種 職務場所 指導内容等 応募資格等 採用予定数

教室支援員 小学校

ADHD、高機能自閉症
等の発達障害を有する
児童に対し、適切な支
援や指導を行う。

次のいずれかに該当すること
・小学校教諭免許状取得者
・中学校教諭免許状取得者
・特別支援学校教諭免許状取得者
・養護教諭免許状取得者

1人程度

備考　　・原則として勤務日数は週 5日間（年間180日）、勤務時間は 1日 6時間（休憩 1日30分）
　　　　・日額10,200円、期末手当、交通費、社会保険等あり
　　　　・令和 4年 3月教員免許取得予定者で、令和 4年 3月卒業見込みの人も可

●NET（Native English Teacher）

職種 職務場所 指導内容等 応募資格等 採用予定数

外国人英語指導
講師（常勤講師）

小学校
（複数校兼務）

小学校で外国語科
（英語）や外国語活
動等の授業をTT授
業により指導を行う。

・�英語を母語とし、母国または日本
において英語による指導経験があ
る者

・�母国の教員免許状または日本の教
員免許状の取得者

・日常会話程度の日本語が話せる者

1人程度

備考　　・勤務時間は 1日 7時間45分（休憩 1日45分）、 1週間につき38時間45分
　　　　・月額374,400円、期末手当、交通費、社会保険等あり

提出書類　①「令和 4年度犬山市費負担教員・非常勤講師・特別支援教育支援員等採用試験受験申込書」
　　　　　　　（所定の様式）
　　　　　②�（免許状取得者）取得後10年未満の人は免許状の写し、取得後10年以上の人は更新講習修了確認証

明書か有効期間更新証明書のいずれかの写し
　　　　　　（免許状取得見込者）大学で発行される免許状取得見込証明書
　　　　　　�（NETの受験希望者）母国の教員免許状の写しまたは、上記免許状取得者の書類
　　　　　③履歴書（所定の様式）
※募集案内や受験申込書等の所定の様式は、市ホームページよりダウンロードできます。
選考方法　面接および作文（令和 4年 1月 6日㊍に市役所で実施）
申込・問合　11月15日㊊〜12月21日㊋に直接または郵送（必着）で市役所 3階学校教育課（℡44-0350�〒484-8501

住所不要）へ

犬山の学校で教えてみませんか
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生 活

合同企業相談会
参加企業

　新型コロナの影響により、市内
企業の雇用と市民の就業環境が厳
しい状況となっています。
　市では、市内企業の人材確保と
求職者の就職機会の拡大を支援す
るため、合同企業相談会を開催し
ます。この相談会に参加する企業
を募集します。
日時　令和 4年 1月27日㊍
　　　①午前の部10：00〜12：00
　　　②午後の部13：00〜15：00
場所　市民交流センターフロイデ

4階フロイデホール
内容　各企業ブースにて事業内容

や求人内容の説明等
※来場者は現在求職活動中の人
で、市民に限定しません。
対象　ハローワークに求人を出し

ている事業所
募集数　①②ともに各10社程度
費用　無料
申込・問合　市内に営業拠点があ

る事業所は11月16日㊋〜12
月15日㊌に、市内に営業拠
点がない事業所は12月 1 日
㊌〜15日㊌に産業課（℡
44-0340）へ

※新型コロナの影響に
より、中止する場合が
あります。

水道検針票広告
　水道の検針員が各家庭などに配
布している「ご使用水量のお知ら
せ」の裏面の一部に掲載する広告
を募集します。
配布予定数　期間中約344,000枚
使用期間　�令和 4年 4月下旬から

使用し、在庫がなくな
るまで（約 2年間）

広告規格　市が指定する2色刷り、
　　　　　縦50㎜×横60㎜
募集枠数　 1枠
掲載料　 1枠266,000円（税込み）

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

申込・問合　11月15日㊊〜29日㊊
に広告掲載申込書に必要事
項を記入し、広告案を添え
て市役所 2階水道課（℡62

　　　-9300）へ
※詳細は、市ホームページ　ペー
ジ番号1002284　から「市水道検
針票広告募集」を見てください。

ごみの分別と出し方
に掲載する広告

　令和 4年度版ごみの分別と出し
方（A 2判）下部に掲載する広告
を募集します。
配布予定数　30,500部
使用期間　令和 4年 3月から
　　　　　令和 5年 3月まで
広告規格　縦45㎜×横85㎜
募集枠数　 2枠
掲載料　 1枠50,000円（税込み）
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

申込・問合　12月10日㊎までに広
告掲載申込書に必要事項を
記入し、広告案を添えて市
役所 3階環境課（℡44-034

　　　4）へ
※詳細は、市ホームページ　ペー
ジ番号1002284　から「ごみの分
別と出し方の広告募集」を見てく
ださい。

尾北看護専門学校
第14回生

　令和 4年 4月入学（全日制 3年
課程）の一般入学生を募集します。
詳細は、ホームページ（https：
//bihokukango.ac.jp/）を見て
ください。
定員　40人
　　　（推薦・社会人入学含む）
願書受付　12月 3 日㊎〜17日㊎
試験日
1 次試験　令和 4年 1月14日㊎
2次試験　令和 4年 1月30日㊐
　　　　　（ 1次試験合格者のみ）
問合　尾北看護専門学校
　　　（大口町下小口 6 -122- 2
　　　℡0587-95-7022）

広告

都市計画道路の
計画変更説明会

日時　12月 3 日㊎10：00〜11：00
　　　　　　　　19：00〜20：00
　　　　　 4日㊏10：00〜11：00
※内容は各回とも同じ
場所　市役所 2階205会議室
内容　都市計画道路（名古屋犬山

線、犬山大橋線、川端線、
城前線）の都市計画変更（廃
止）について

問合　都市計画課（℡44-0330）

広告 広告
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生 活

　学校教育に支障のない範囲で小中学校体育施設を一般に開放します。
利用開放する小中学校体育施設

区分 施設 利用できる主な種目 開放時間

小
学
校

運動場 少年軟式野球、少年サッカー、
グラウンド・ゴルフ ㊏㊐㊗ 8：00〜日没

体育館 バレーボール、卓球、バドミン
トン、ミニバスケットボール

㊊〜㊎17：00〜21：30
㊏㊐㊗ 8：00〜21：30

中
学
校

運動場 軟式野球、サッカー、グラウン
ド・ゴルフ 4〜 9月19：00〜21：30

10〜 3 月18：30〜21：30体育館 小学校と同じ（バスケットボー
ルは一般用）

※中学校運動場は、犬山中・東部中のみ利用できます。
※今井小、栗栖小、池野小の体育館は平日の開放時間は19：00から、犬山
北小の体育館は17：30からです。※利用は30分単位です。
※新型コロナの影響、学校行事などで利用できない日や時間が変更とな
る場合があります。
対象　次の条件を全て満たした団体
　　　①構成員が10人以上
　　　②構成員の過半数が市内在住、在勤、在学者
　　　③責任者が成年
　　　④登録確定後、全員が傷害保険（スポーツ安全保険など）に加入
申込・問合　12月13日㊊までに所定様式を市役所 3階文化スポーツ課（℡

44-0352）へ
※所定の様式は文化スポーツ課、市ホームページ　ページ番号1005445
にあります。
※ 1団体につき週 1回分の申請ができます。ただし構成員の過半数が小
中学生の団体および犬山市スポーツ少年団所属団体は、週 2回分まで申
請ができ、その他の団体と希望が重複した場合は、優先的に登録します。
※希望日が他団体と重複した団体は、登録調整会への出席が必要です。
※団体の条件や利用時間などの詳細は市ホームページを見るか問い合わ
せてください。
●登録調整会
日時　令和 4年 1月14日㊎19：00から　場所　市役所 2階201会議室
※登録調整会の終了後、本登録の案内を送付します。
※新型コロナの影響により登録調整会を変更・中止する場合があります。

工事により木曽川の水位が変動
　令和 3年度から令和 5年度まで四日市交差点付近にて、小水力発電所
施設工事を予定しています。この期間は木曽川（犬山頭首工上流）の水
位が変動するので注意してください。今年度の工事は次の期間実施します。
　工事は初めに、木曽川の水位を低下させ、工事中はその水位を維持し、
今年度工事完了後は元の水位に戻します。木曽川の水位が変動する日に、
川の中に立ち入る場合は注意してください。
期間　12月 1 日㊌〜令和 4年 3月19日㊏
問合　東海農政局犬山頭首工管理所（℡61-1003）

11月定例議会
　11月定例議会の日程案は下記の
とおりです。
11月30日㊋再開日
12月 6 日㊊〜 9日㊍一般質問
12月10日㊎、13日㊊議案質疑
12月14日㊋全員協議会
12月15日㊌〜17日㊎部門委員会
12月21日㊋最終日

　　　詳細はこちら→

※議会日程は、各定例議会等の初
日に正式に決定されます。
※会議は各日10：00から始まりま
す。
※議事の進行により、議案質疑 2
日目、部門委員会 2日目および 3
日目は開催しないことがあります。
問合　議会事務局（℡44-0307）

その香り困っている
人がいるかも

香害という言葉を知っていますか
　香

こう

害
がい

とは、合成洗剤や柔軟剤、
化粧品類などに含まれる香料に起
因し、頭痛や吐き気、のどの痛み
などの健康被害や、化学物質過敏
症が誘発される現象や、香りその
ものを不快と感じることと言われ
ています。
香りの上手な使い方
　香りの感じ方には個人差があ
り、自分にとっては快適な香りで
も、他人には不快に感じたり、中
には化学物質過敏症を発症し苦し
んでいる人がいたりするかもしれ
ません。香料を含む製品を使用す
る時は、製品に記載された用法容
量を守ってください。
問合　保健センター（℡61-1176）

令和 4年度小中学校
体育施設の団体登録
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主 な 税 制 改 正 の お 知 ら せ
　税制改正等により、令和 4年度以降の市民税・県民税について次の制度が適用されます。

2 .特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
　市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税（申
告不要）とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事
項が追加されます。この附記事項に記入することで、市民税・県民税申告書の提出は不要となります。

問合　税務課（℡44-0314）

1 .住宅ローン控除の特例の延長等
　消費税率10％の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が、次の①②の人にも適用
されます。※住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。
①新型コロナウイルス感染症の影響による適用要件弾力化によって対象となる人
　令和 2年12月31日までに入居する予定だった住宅を取得等された人で、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り入居が遅れた場合で、次の要件を満たしているときは特例が適用されます。
・一定の期間（※ 1）に契約が行われていること
・令和 3年12月31日までに入居していること

契約日（※ 1 ） 2019（Ｒ 1 ） 2020（Ｒ 2 ） 2021（Ｒ 3 ） 2022（Ｒ 4 ）

注文住宅：
R 2年 9月末までに契約
分譲住宅など：
R 2年11月末までに契約

※詳しくは国土交通省ホームページを見てください。→

②令和 3年度の税制改正によって対象となる人
　①以外の人で、次の要件を満たしているときは特例が適用されます。また、合計所得金額が1,000万円以下の
人で、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅を取得し、次の要件を満たしている人も対象となります。
・一定の期間（※ 2）に契約が行われていること
・令和 3年 1月 1日から令和 4年12月31日までの間に入居していること

契約日（※ 2 ） 2019（Ｒ 1 ） 2020（Ｒ 2 ） 2021（Ｒ 3 ） 2022（Ｒ 4 ）

注文住宅：
R 2年10月から
R 3年 9月末までに契約
分譲住宅など：
R 2年12月から
R 3年11月末までに契約

10/ 1 9 /3012/ 1 11/30

入居日：
R 3年12月末まで

入居日：
R 4年12月末まで

注文住宅の契約日

分譲住宅などの契約日

※詳しくは国土交通省ホームページを見てください。→

9 /30 11/30

入居日：
R 3年12月末まで

分譲住宅などの契約日

注文住宅の契約日

10/ 1
税率引上げ（10%）
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生 活

迷惑をかけない
猫の飼い方

　市には猫による「ふん尿」、「鳴
き声」、「車の傷」や、「野良猫の
増加」について意見や相談が多く
寄せられています。
　猫を飼う時は、次のようなこと
に気をつけて、地域住民に迷惑を
かけないようにしましょう。
●室内飼いをする
　交通事故に迷子、猫同士のケン
カによる伝染病（猫エイズ等）の
感染、地域のふん害を防止できま
す。
●飼い主は明確にする
　首輪と連絡先を書いた名札を着
けましょう。野良猫との区別、迷
子や、災害時の身元確認に有効で
す。マイクロチップを皮下に埋め
込む方法もあります。
●エサは適量を室内で与える
　エサは 1匹ごとに 1皿用意し、
室内であげることで健康管理する
ことができます。
　事情があり外でエサをあげる場
合は、決めた時間に食べ切れる量
を与え、食べ終えるまで見届けた
後に片付けてください。
　外での置きエサは野良猫を呼び
寄せたり、虫や臭いが発生し大変
不衛生です。
●トイレのしつけをする
　室内にトイレを用意し排泄する
ように、しつけましょう。
　トイレは常に清潔にしてくださ
い。汚れているとトイレ以外で排
泄することがあります。
●不妊去勢手術をする
　猫は 1年に 2回から 3回発情期
があり、一度に 4匹から 5匹出産
し、どんどん増えてしまいます。
　子猫を望まない場合は、飼い主
が責任を持って不妊去勢手術をお

こない不幸な命を増やさないよう
心がけてください。
　また、手術をすることで、病気
の予防、発情期の行動（尿のマー
キング、鳴き声、イライラ等）の
抑制につながります。
※猫が地域社会に認められ、人間
と猫が共に幸せに暮らせるよう、
マナーを守って猫を飼いましょう。
問合　保健センター（℡61-1176）

消費者トラブルに
気をつけて

オンラインサロンでのもうけ話に
注意
　毎月 2万円でオンラインサロン
に入会すれば資産形成の勉強がで
き、毎月の支払い分は在宅で稼げ
ると勧誘され、入会した。しかし、
全くもうからないため解約を申し
出たが、 1年契約なので途中解約
はできないと言われた。

（20代男性）
　友人からオンラインサロンを人
に紹介すれば、紹介料約10万円が
もらえるから参加しないかと勧め
られた。友人の紹介だから安心し、
会費約25万円を一括で支払った
が、別の友人からだまされている
と言われ不安になった。

（20代男性）
アドバイス
　インターネット上の会員制コ
ミュニティ「オンラインサロン」
をお金もうけのノウハウを伝える
ツールまたはサロン自体をもうけ
る手段として利用している手口が
みられます。会員以外はアクセス
できず、事前に中身を確認できま
せん。確実にもうかる話はありま
せん。契約前に契約条件や運営事
業者の会社名、住所、電話番号を
確認する。トラブルに備えて、
チャットやメール等のやり取りの
記録も残しておいてください。人
に紹介するビジネスモデルの場
合、人間関係が壊れることもある

ので注意しましょう。
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　11月19日㊎、12月17日㊎
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

宝くじ助成金で
可搬式消防ポンプ
を購入

　宝くじの社会貢献広報事業（＊）
のコミュニティ助成事業助成金を
活用し、消防団用として火災時に
使用する可搬式消防ポンプを購入
しました。この可搬式消防ポンプ
を活用して火災時の活動能力向上
を図ります。
＊地域文化の振興、コミュニティ活動の
支援などをはじめ、地域振興のための事
業を通じて、宝くじの社会貢献広報のた
めに、さまざまな事業を行っています。

購入数　可搬式消防ポンプ 1台

問合　消防総務課（℡65-3122）
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健 康

警察署だより
●11月25日〜12月 1 日は「犯罪被
害者週間」
　警察は各種の犯罪被害相談窓口
を設け、犯罪の被害に遭われた方
や、そのご家族・友人の方からの
さまざまな相談に応じています。
●犯罪被害相談窓口
・�犯罪被害者のためのこころの悩
み相談（ハートフルライン）

　�℡052-954-8897（㊊〜㊎ 9：00
〜17：00㊏㊐㊗除く）

・性犯罪被害相談電話
　全国共通ダイヤル�♯8103
　（24時間対応）
※この電話は性犯罪被害110番
（℡0120-67-7830）につながりま
す。
・列車内の痴漢被害相談
　℡052-561-0184（24時間対応）
・ストーカー110番
　℡052-961-0888（24時間対応）
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

市役所の窓口で
ベトナム語の
通訳が使えます

　11月から月 2回ベトナム語の通
訳を行います。
　市役所で手続きするときに、ベ
トナム語の通訳を使いたい人は窓
口で言ってください。
日にち　11月19日㊎・26日㊎、12

月10日㊎・17日㊎、令和 4
年 1月14日㊎・28日㊎、 2
月18日㊎・25日㊎、 3月11
日㊎・25日㊎

時間　 9 :30〜12:30
※日にちが変更になることがあり
ます。
※通訳が必要な人は11:30までに
来てください。
※毎週㊊・㊎はポルトガル語の通
訳がいます。
※日にちなど詳しくは、市ホーム

「てくてく」
マクドナルド
チャレンジ

　ウォーキングアプリ「てくてく」
を使って、 1週間で 4万歩以上歩
きましょう。チャレンジ期間内に
達成した人には抽選で50人に、マ
クドナルド41号犬山店で使える
「ポテトS無料券」と「ドリンク
S無料券」をプレゼントします。
　詳細はアプリ内の「お知らせ」
を見てください。
期間　11月22日㊊〜28日㊐
対象　市内在住・在勤の人
申込　アプリ内お知らせ通知から

電子申請（ID、ユーザネー
ム、氏名、住所を入力）で
申込必須

※IDは、アプリ内の設定→プロ
フィール画面で確認できます。

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

ページ　ページ番号1007695　を
見てください。
問合　地域協働課（℡44-0343）

骨密度チェック
　骨粗しょう症予防のため骨密度
を測定してみませんか。
日時　12月14日㊋ 9：30〜11：30
　　　�（申し込み順のため時間の

指定はできません）
場所　南部公民館展示室 2・ 3
対象　市内在住の20歳以上の人
　　　（令和 2年12月以降に骨密

度チェックをした人を除く）
定員　先着40人
費用　300円
測定方法　超音波によるかかとの

骨密度測定
持物　健康手帳
申込・問合
　　　11月24日㊌ 8：30から直接
　　　�または電話で市民健康館

（℡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。

健康体操
ゆったりストレッチ体操
日時　12月 9 日㊍13：30〜15：00
内容　音楽に合わせ全身を使った

ストレッチ体操
講師　愛知県健康づくりリーダー
　　　戸崎裕美子氏
費用　300円
らくらく体操
日時　12月14日㊋13：30〜15：00
内容　らくらく体操や認知症予防

の体操など
講師　健康づくり推進員
費用　100円
【共通】
場所　南部公民館 2階講義室
対象　どなたでも
持物　室内用運動靴、飲み物
申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

ダウンロードはこちら
【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。

➡

GoogleFit てくてく

問合　市民健康館（℡63-3800）
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高 齢 者

健 康

ひとり暮らしの
高齢者が安心して
暮らせるサービス

ひとり暮らし高齢者あんしんコー
ル事業
　希望する曜日（㊏㊐㊗除く）の
午後、自宅へ安否確認のための電
話をします。
対象　自宅に電話機のある65歳以

上の 1人暮らしの人
費用　無料

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

歯周病治療と禁煙
　喫煙者と非喫煙者の歯周病にか
かる割合を比べてみると、喫煙者
が 3〜 8倍多いと言われ、中度〜
重度の割合が高くなっています。
また、一生のうちに吸うタバコの
本数と、失う歯槽骨の量が正比例
しているという報告があり、ヘ
ビースモーカーの人ほどひどい歯
周病に悩んでいると言えます。
　タバコに含まれるニコチンや一
酸化炭素は、毛細血管を収縮させ、
低酸素状態にします。すると歯肉
の血行が悪くなり、その結果、歯
肉の免疫力が低下して歯周病菌に
感染しやすくなります。さらに粘
膜からも毛細血管を介して有害物
質が体内に流れ込んでいきます。
　そのため喫煙者は歯周病の進行
が早く、また、タバコを吸い続け
ていると治療してもなかなか改善
されません。よって、歯周病の治
療の際には、禁煙が重要になって
きます。
　人間には治癒能力があるので、
禁煙すれば歯肉の血行などは回復
し、ブラッシング指導などの歯周
病治療も効果的になります。

12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
15日㊌
13：30〜15：00

タカギ薬局
薬剤師�高木亮一氏

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」

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　①11月30日㊋
　　　　13：30〜15：00
　　　②12月 7 日㊋
　　　　13：30〜15：00
場所　市民健康館

相談員　①松村クリニック
　　　　　上田貴世氏
　　　　②こばやし耳鼻咽喉科
　　　　　小林武氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）
※相談者多数の場合は受け付けで
きないことがあります。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
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子 育 て

冬休みロボット塾
　レゴブロックを組み立て、プログラミングをしてロボットを動かして
みませんか。「やった！」「できた！」の感動から、物づくりの喜びとチャ
レンジすることの楽しさが体感できます。
日時　①12月24日㊎ 9：00〜16：00
　　　②25日㊏13：00〜16：00
　　　③26日㊐ 9：00〜16：00
場所　市民交流センターフロイデ 3階301会議室
内容　①レゴロボット製作キットを使いオリジナルロボットの組立
　　　②算数の応用!?回転角度を計算してロボット操作プログラミング
　　　③実機ならでは！センサーを駆使して、ロボット操作＆発表
※作成したロボットは持ち帰れません。
講師　いぬやまe-コミュニティーネットワーク講師
対象　市内在住の小学 4〜 6年生
定員　10人　応募者多数の場合は抽選（初受講者を優先）
※当選者には受講券を郵送。はずれた人にはEメールで結果を連絡。
費用　500円
持物　筆記用具、①③は昼食
申込　12月 3 日㊎までに、右の二次元コードの応募フォーム

で申し込んでください。
※申込時に自動応答メールが届くため、inuyama.netからのEメールを受
信できるように設定してください。
問合　特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク
　　　（℡62-1888　 9：00〜17：00㊐㊗除く）
※新型コロナの影響により中止・延期する場合があります。

犬山子ども司書養成講座
　図書館の役割や使い方、本の基礎知識、本を友だちに届ける方法など、
みんなで楽しく学びませんか。全部受講した人には、犬山子ども司書認
定証を渡します。
日時　12月11日㊏、18日㊏、25日㊏（全 3回）
　　　各回13：00〜16：00
場所　市立図書館 2階　子ども読書空間
対象　市内在住の小学 4〜 6年生
定員　先着 5人　費用　無料
申込・問合　11月16日㊋から市立図書館（℡62-6300）へ（電話可）
※新型コロナの影響により中止・延期する場合があります。

※介護保険サービスなど、他の手
段で安否確認ができる日は利用で
きません。
※緊急通報システム事業を利用し
ている人は利用できません。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1000158　を見てください。
緊急通報システム事業
　緊急時に消防署へ通報できる機
器を貸し出します。
対象　①自宅に電話機のある、65

歳以上の 1人暮らしで、脳
疾患や心疾患等により緊急
搬送される可能性の高い人

　　　�②自宅に電話機のある、65
歳以上の高齢者のみの世帯
でいずれもが寝たきりか緊
急搬送される可能性の高い
世帯

費用　月額525円
※ひとり暮らし高齢者あんしん
コール事業との併用はできません。
※対象者以外にも、ふるさと犬山
応援寄附金の記念品として、緊急
通報システム設置サービスも行っ
ています。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1003913　を見てください。
問合　高齢者支援課（℡44-0325）

在宅高齢者
住宅リフォーム費
を補助

　要介護認定の結果が非該当で
あった場合でも、自宅での生活を
支えるために、住宅改修にかかる
費用を一部助成します（一人 1回
限り）。
対象　下記のすべての要件を満た

す満65歳以上の人
　①住民税非課税世帯の人
　②�6 か月以内に要介護認定にお

いて非該当と判定された人
　③�市内に住所を有し、当該住所

において日常生活を営むこと
に支障がある人

助成額　工事費用の 9割（上限10

万円）
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1005825　を見てください。
問合　高齢者支援課（℡44-0325）
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子 育 て

市 税 等
納 期 限

プレスクール指導者研修（全 5回）

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

困難を抱えた子ども
若者支援のための
研修会

　保護者や指導者に「発達障がい」
について正しい理解が不足してい
るため、子どもを苦しめたり、能
力を十分伸ばせなかったり、不登
校などにつなげてしまうことがあ
ります。発達障がいと上手な支援
について一緒に学習しましょう。
今年度は障がい別に理解を深めま
す。
日時
　①12月22日㊌学習障がい編
　②令和 4年 1月19日㊌ADHD編
　③令和 4年 2月 9日㊌
　　自閉症スペクトラム編
①②③とも13：30〜15：00
場所　南部公民館　講堂
講師　NPO法人アジャスト
　　　代表理事　清長�豊�氏
定員　各回50人程度
※ 1回のみの参加も可
費用　無料
申込・問合　各回の前日までに青

少年センター（市役所 3階

文化スポーツ課内　℡44-0
　　　352）へ
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

　市では、外国にルーツを持つ子どもたちが本来持っている能力を発揮して、スムーズな小学校生活をスタート
できることを目指し「プレスクール事業」を行っています。「プレスクール」とは、小学校入学前に日本語をサポー
トし日本の学校生活や生活習慣を紹介し、長い学校生活のスタートを応援するものです。
※全 5回の連続講座ですが①は公開講座のため受講生以外も参加できます。

日時 テーマ

①12月 5 日㊐
　13：30〜15：30

プレスクールの重要性と
今からできること

②12月19日㊐
　13：30〜15：30 犬山市の現状を知ろう！

③令和 4年 1月 9日㊐
　13：00〜15：30

西尾市と蟹江町のプレスクールの
取り組みの紹介とそれぞれの特徴

④令和 4年 1月23日㊐
　10：30〜12：00
⑤13：00〜15：30

実践してみよう！プレスクール体験
振り返りワークショップ

　

場所　南部公民館 2階　講義室
講師　全体コーディネーター
　　　名古屋柳城女子大学准教授
　　　松本一子氏
定員　①〜⑤連続講座�先着20人
　　　①のみの参加�先着10人
費用　無料
※詳細はホームページ（https://shake-
hands.jp/）を見てください。
申込・問合　NPO法人シェイクハンズ�（℡

090-9940-2939� Fax48-1533�Eメ ー ル
info＠shake-hands.jp）へ

※�保健センターでは、妊娠中から相談で
きます。

　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30日㊋
国民健康
保険税　 6期

介護保険料 8期
後期高齢者
医療保険料 4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）
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水道緊急時

時間外受付

日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
11/28㊐、12/12㊐ 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
※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）
�

平日窓口延長
毎月第 1 ・第 3 火曜日
11/16㊋、12/ 7 ㊋・21㊋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

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

「ハンセン病を
考える」パネル展

　ハンセン病の元患者さんたちが
長年差別に苦しんできたことにつ
いて一緒に考えてみませんか。
日時　11月29日㊊〜12月 5 日㊐
　　　 9：00〜17：00
　　　（最終日は15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　山口（℡62-7282）

笑むの会　水彩画展
日時　11月22日㊊〜28日㊐
　　　�9：00〜16：30（初日13：00

から、最終日15：00まで）
場所　旧磯部家住宅
費用　無料
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444）

秋の巨樹めぐり
日時　11月28日㊐ 9：00から
集合　犬山遊園駅東口
場所　龍済寺〜善光寺〜臨渓院〜

瑞泉寺〜輝東寺〜臥龍寺〜
成田山〜尾関邸〜東之宮古
墳

費用　200円（保険料含む）
問合　犬山市エコアップリーダー

巨樹巨木調査グループ　木
村（℡62-2043）

グラウンド・ゴルフ
を楽しむ会

日時　11月25日㊍ 9：30〜13：30
　　　（受付 9：00）
※雨天時は映画鑑賞
場所　野外活動センター
定員　先着30人
費用　600円
持物　弁当、飲み物
申込・問合　11月15日㊊〜22日㊊

に犬山年金者の会�村上（℡
090-6369-8629）へ

洋画モクモク展
　人物、風景、静物等の洋画約24
点を展示します。
日時　11月13日㊏〜23日㊗
　　　13：00〜17：00（㊌除く、最

終日は15：30まで）
場所　ぎゃらりぃ木屋
　　　（犬山東古券498）
問合　佐藤（℡0587-95-2143）

マンカラ大会
　男女年齢を問わず誰もが楽しめ
るボードゲーム。ルール説明、大
会を行います。
日時　12月11日㊏13：30〜16：00
　　　（受付13：15）
場所　市民交流センターフロイデ

2階201会議室
定員　先着64人
費用　500円
持物　マスク、飲み物
申込・問合　11月15日㊊〜30日㊋

に犬山市レクリエーション
指導者クラブ山田（℡090-
8670-8156�Fax68-1729�Eメー

　　　ルjun_3584＠yahoo.co.jp）
　　　へ

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。

「市民のひろば」に掲載を希望す
る人は企画広報課へ。 1月 1日号
の締め切りは11月18日㊍、 1月15
日号は12月 1 日㊌、 2月 1日号は
12月16日㊍。

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。
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第65号⑦

　市内スポーツ少年団が集
まり、子どもたちが様々な
スポーツを体験することが
できます！ぜひ、ご参加く
ださい。
日時　令和 4年 2月 6日㊐
　　　（雨天時も開催）
　　　 9：30〜11：30（受付時間 9：00〜 9：30）
場所　エナジーサポートアリーナ
　　　羽黒中央公園多目的スポーツ広場
対象　年長児〜小学 5年生までの児童及び保護者
費用　無料
申込　令和 4年 1月25日㊋までに、所定の申込用紙に保

護者氏名・住所・連絡先・お子様の氏名（フリ
ガナ）・園・学校名・体験希望種目を記入し、市
体育協会事務局までお持ちいただくか、Fax・E
メールでお申込み

※参加申込用紙は園・学校を通して配布します。当日参
加も可能です。
体験種目　ソフトボール・ミニバスケットボール・バ

レーボール・空手・少林寺拳法・バドミント
ン・サッカー・軟式野球

　愛知県大会を見事勝ち抜き、全国大会を決めた選手の
皆様さんに激励費を贈りました。皆さんのさらなる活躍
を期待しています。

●犬山空手道会
「第29回全国中学生空手道選
手権大会」 8月20日〜22日
維新百年記念公園　維新大晃
アリーナ（山口県）
林虎鉄・山田翔偉・前田栞里
（中 3）

「第21回全日本少年少女空手
道選手権大会」 8月28日〜29
日
東京武道館
奥田稀羽（小 4）・田島大煌
（小 1）

●犬山卓球協会
「2021年全日本卓球選手権大
会マスターズの部
宝来屋郡山総合体育館（福島
県）
10月 8 日〜10日
入尾範之

スポーツ少年団　体験会 激励費を贈呈

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 催 し

会長杯ソフトテニス大会
日時　12月 5 日㊐ 9：00〜
　　　予備日12月19日㊐
場所　山の田公園テニスコート
対象　�犬山ソフトテニス連盟登録者・ソ

フトテニス愛好家（中学生以上）
費用　 1人200円（当日徴収）
申込　�11月28日㊐までに、住所・氏

名・電話番号を明記し、市体育
協会事務局か連盟登録者に直接
申込み

犬山市U-13ソフトテニス大会
日時　12月27日㊊男子の部
　　　12月24日㊎女子の部
　　　 9：00集合
場所　山の田公園テニスコート

第40回空手教室演武会
日時　12月12日㊐　 9：30〜16：30
場所　エナジーサポートアリーナ
参加者 　犬山空手教室スポーツ少年

団・犬空会会員
内容　�空手、古武道形並びに組術の演

武など、 1年間の練習の成果を
ご家族の方や地域の皆さんに観
てもらいます。

※�後期団員募集を行っています。お気
軽に見学・体験もどうぞ！

スポーツ少年団
優勝チーム

●第12回前期バレーボール大会
6 月26日　楽田小学校
こくまろkid's

内容　�3 〜 4 ペアによる予選リーグ、
予選上位ペアによる決勝トーナ
メント

対象　�市内13歳以下でソフトテニス経
験者（保護者同意の下、必ずペ
アで参加）。犬山近隣（丹羽郡・
江南市・岩倉市）の学校・クラ
ブチームより推薦のあった13歳
以下の人（ 1チーム 3ペア以内
とする）

申込　�市内の人は12月10日㊎までに電
話にて,犬山近隣の学校・クラブ
チームは12月 3 日㊎までに申込
用紙を送付する

申込先　
　　　犬山市小中学生ソフトテニス
　　　育成会庶務　浅井
　　　（℡67-0046羽黒小学校内）

体験会内容はこちらから

↓
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激励費を贈呈

第40回空手教室演武会
日時　12月12日㊐　 9：30〜16：30
場所　エナジーサポートアリーナ
参加者 　犬山空手教室スポーツ少年

団・犬空会会員
内容　�空手、古武道形並びに組術の演

武など、 1年間の練習の成果を
ご家族の方や地域の皆さんに観
てもらいます。

※�後期団員募集を行っています。お気
軽に見学・体験もどうぞ！

スポーツ少年団
優勝チーム

●第12回前期バレーボール大会
6 月26日　楽田小学校
こくまろkid's
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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。

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）
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新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA
新型コロナの感染者と接触した可能性について通知を
受けとることができる厚労省公式のアプリです。自分
をまもり、大切な人をまもり、地域と社会をまもるた
めに利用してください。

※行政機関や第三者が接触の
　記録や個人の情報を利用し、
　収集することはありません。

【iOS】 【Android OS】

◀
委
嘱
状
を
手
に
す
る
、
小
倉
志
保
委
員

◀
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邦
彦
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︵
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田
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長
︵
右
︶

教育委員会委員に小倉委員が再任
　 9月27日、小倉志保さんに教育委員の委嘱状が渡され
ました。小倉さんは、児童センターを拠点とし地域の子
育てを支援する地域活動クラブの代表や、犬山幼稚園
PTA会長などを務められ、現在は働きながらNPO法人
で活動もされています。子育て中の保護者として、社会
教育面をフォローアップしていただける方として、現場
の実態や多様な市民の声を教育委員会に伝えていただけ
ることが期待されます。
　山田市長からは、「保護者の代表として、いろいろな
ご意見をお願いしたい。」と委嘱状を渡されました。委
員の任期は 4年間です。

「私の地元応援募金」寄附
　10月 1 日、明治安田生命保険相互会社から「私の地元
応援募金」として犬山市に366,000円の寄附があり、名
古屋東支社の岡邦彦支社長から目録が渡され、山田市長
が感謝状を渡しました。いただいた寄附金は、市民の健
康づくりに活用します。
　「私の地元応援募金」は、同社がさまざまな形で地域
に「社会的つながり」を提供し、より豊かな地域社会づ
くりに貢献するために、2020年度より実施している「地
元の元気プロジェクト」の一つで、全国の支社などが選
定した団体に対し、従業員が出身地などのゆかりのある
団体に募金し、会社からの寄附を上乗せして支援するも
のです。
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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。

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）
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犬山城大手門枡形跡発掘調査現地説明会
　10月 3 日、福祉会館跡地にて開催された説明会には、
市民約100人（20人× 5回開催）が参加しました。
　福祉会館跡地には、その付近にかつて犬山城への入り
口となる大手門と石垣や土塁、堀などで作られた大手門
枡形がありました。今回の発掘調査では地下に堀や土塁
などが、どの程度残されているか、またそれがどのよう
な大きさや形だったかを確認するために 7月から実施し
ています。
　職員から発掘された外堀について説明があり、実際に
堀を見学した参加者は、その大きさと深さに驚きの声を
あげていました。

コミュニティ通訳者養成講座
　市では、外国人市民が安心して公的サービスを受けら
れるように、市役所窓口などでの通訳や文書の翻訳をす
る「コミュニティ通訳者」を養成しています。
　10月10日、コミュニティ通訳者を養成するための講座
が行われ、日本、中国、ベトナム、エクアドルなど様々
な国籍の12人が参加しました。参加者にとって第 3回目
となる今回は、具体的な事例を交えながら課題や疑問点
を共有し、訳す言語によってその国特有の文化や背景を
ふまえて誤解のないように訳すことの大切さなどを学ん
でいました。
　参加者は全 4回の講座を受講後、試験に合格した人が
「犬山市コミュニティ通訳者」として活躍します。
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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

●学校連携の取り組み
　今年 4月から、本好きの児童を増やし、児童の読書活動を推進するため、学校連携図書館司書が市内小学
校図書室を巡回しています。学校図書室を運営している学校司書と連携、協力することで、図書室の運営を
円滑にし、児童の読書活動の推進や図書を使った授業の展開ができるように取り組んでいます。

児童の読書活動の推進
児童が読みたいと思った本を見
つけやすいように、並べ方や展
示の仕方を工夫したり、読み聞
かせをしたりしています。

図書室の運営協力
図書の選書、傷んだ図書の修理、
図書館だよりの発行など、専門
の知識と技術を活かし活動して
います。また、図書委員をサポー
トしています。

授業に役立つ図書の提供
学校の先生が図書を使った授業
をしやすくするため、図書リス
トや図書の貸出しセットを作り
協力します。

■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

あたらしいお金の教科書
新井和宏著

自分らしく生きるには？ワ
クワクしながら働くには？
やさしい社会をつくるに
は？これからの時代に合っ
た生き方をはぐくむために
大切なお金について、小学
生にもわかるようにイラス
トを交えて説明する。

小川洋子のつくり方
小川洋子著

世界が認める小川洋子の文
学。海外での小川文学の受
容のされ方、デビューから
30年以上にわたる創作の秘
密など、その全貌を紹介す
る。ニューヨーク・タイム
ズ誌掲載のエッセイ「死者
の声を運ぶ小舟」（原文・
英訳）も収録。

12月のイベント 場所：市立図書館（本館）
1 日㊌　ひよこちゃん
　　「ちょっと早めのクリスマスおはなし会」� 11：00から
4日㊏　「けるるんくっく」紙芝居� 11：00から
11日㊏・25日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00から
11日㊏、18日㊏、25日㊏�子ども司書養成講座� 13：00から
12日㊐　子ども俳句教室（第 3回）� 13：30から

場所：楽田ふれあい図書館
19日㊐　図書館工作教室� 13：30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。

●市立図書館に誘導ブロックを設置
市立図書館前の県道歩道から、玄関を通り、建物内のカウ
ンター前まで視覚障害者誘導用ブロックを設置しました。
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カティーの

独言
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　みなさんはどんな早口言葉を
知っていますか？
　私は最初知った日本語の早口言
葉は「生麦生米生卵」です。その
次は「カエルぴょこぴょこ、三ぴょ
こぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、
六ぴょこぴょこ」です。個人的に
は一番目の早口言葉も二番目も
思った以上に言いやすいですが、
二番目の「カエルぴょこぴょこ〜」
は順番をいつも忘れてしまうの
で、困ります。私が未だに言いに
くいと思う早口言葉は「東京特許
許可局」と「この竹垣に竹立て掛
けたのは竹立て掛けたかったか
ら、竹立て掛けた」です。それ以
外にも早口言葉はまだいっぱいあ
ると思います。
　昔から早口言葉は面白いと思い
ます。発音が難しくて一回を正し
く言うのは難しい言葉や、発音は

そこまで難しくありませんが、何
回も言うと急にどこかの音が変
わってくるものや同じ音を何回も
繰り返すため、正しい回数が問題
になる（「スモモも桃も桃のうち」）
言葉など色々な種類があります。
日本語が母語の人さえも早口言葉
が言いにくいと感じるので、日本
語を学んでいる私としては非常に
面白くて、楽しいです。また、母
語が異なる人と話すと早口言葉は
言語遊びで、子どものころから
知っているものなので、これにつ
いて（どの早口言葉を知っている
か、言えるかなど）の話が盛り上
がることもよくあります。なお、
毎年11月の第 2土曜日は「世界早
口言葉の日」です。
　ドイツ語にも、もちろん早口言
葉があります。「早口言葉」はド
イツ語で「Zungenbrecher」と
言い、「舌を折るもの」の意味を
持っています。比較的に正しい意
味だと思いませんか？では、皆さ
んにいくつかのドイツ語の早口言
葉を紹介します。しかし、カタカ
ナで音を表すのは難しいので、ド
イツ語で書きます。「カエルぴょ
こぴょこ〜」のドイツ語バージョ

ン は「Zwanzig�zerquetschte�
Zwetschgen� und� zwanzig�
zerquetschte�Zwetschgen�sind�
vierzig�zerquetschte�Zwetsch-
gen．」です。発音的にはこの音
「zw，�z，�qu，�tsch」が問題にな
り、意味は「20個のつぶした梅と
20個のつぶした梅は40個のつぶし
た梅です」になります。また、最
も代表的はこちらの二つです。
「Blaukraut�bleibt�Blaukraut�
u n d � B r a u t k l e i d � b l e i b t�
Brautkleid（訳：�赤キャベツは
赤キャベツのまま、ウェディング
ドレスはウェディングドレスのま
ま）」（「br，�bl，�kr，�kl」の発音問
題 ） と「Fischers�Fritz�fi�scht�
frische�Fische，�frische�Fische�
fi�scht�Fischers�Fritz（訳：�漁師
フリツは新鮮な魚を釣っている、
新鮮な魚は漁師フリツが釣ってい
る）」（「fri，�fi�」の発音問題）です。
このような発音問題の早口言葉が
多いと感じます。そして、「In�
Ulm，� um� Ulm� und� um� Ulm�
herum（訳：�ウルム市内、ウル
ム市の周り、ウルム市を一周）」
をはっきり言うのは難しいです。

■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

11月21日㊐ みどり診療所 67-3311 あいちせぼね病院 20-9100 あさの歯科医院 0587-92-3718

11月23日㊗ 宮崎整形外科・外科・内科 68-0461 松村クリニック 61-1488 きたのもんファミリー歯科 0568-67-0055

11月28日㊐ 木村内科 67-0008 こばやし眼科 62-7278 安芸歯科医院 0568-67-6621

※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

早口言葉
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　アフリカ館にいるキタタラポア
ンの前でよく聞くのが「ボリビア
リスザルによく似ている」という
声です。それもそのはずで、どちら

も体長は30㎝程で黄色っぽい体毛
と長いしっぽが特徴的なサルです。
　今回はこの 2種のどこが違うの
か、比較しながらキタタラポアン
をご紹介したいと思います。
　 1つ目の違いは体の全体の写真
を並べてみるととてもわかりやす
いですね。キタタラポアンは頭か
ら背中、尻尾にかけてオリーブ色
に近い黄色ですが、ボリビアリス
ザルは身体全体が鮮やかな黄色
で、頭と口まわりとしっぽの先が
黒色です。 2つ目の違いは顔の
アップの写真を見て下さい。キタ
タラポアンは鼻の穴の間が狭く、
ボリビアリスザルは鼻の穴の間が
広く外側に開いているのがわかり
ますか？その特徴からキタタラポ
アンは狭鼻小目、ボリビアリスザ
ルは広鼻小目に分類されています。
　分布もまったく違っています。
狭鼻小目のなかまはアフリカから
アジアにかけて分布しています
（キタタラポアンはアフリカのコ
ンゴ川の北側に分布）。一方、広

▲顔のアップの写真

▲体の全体の写真

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！

鼻小目のなかまは中南米にしか分
布していません。担当者として毎
日近くで観察していると、ほかに
もさまざまな違いに気がつきま
す。自分の力強さをアピールする
ときに、キタタラポアンは歯を見
せながらあまり声を上げずに檻

お り

を
蹴ったりするのに対して、ボリビ
アリスザルはギャーギャーと声を
上げながら檻をつかみ、体全体で
檻を揺らしてさらに大きな音を出
します。ぜひ、みなさんも両者の
いろいろな違いを日本モンキーセ
ンターで探してみてください。

32犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

調理員紹介　その 2
　今回は羽黒小・今井小・池野小で
給食調理をしているフジ産業（株）
の調理員について紹介します。
　フジ産業（株）では、給食を作る
様子をまとめた「給食ができるまで」
のDVDを昨年度作成しました。

　そこで、子どもたちは、「学校給
食週間」などでDVDを視聴したり、
担任から説明を聞いたりして、普段
見ることのできない給食室の様子を
詳しく知ることができました。
　また、羽黒小学校ではDVD視聴
後に、全校児童が調理員に手紙を書
き、感謝の気持ちを伝えました。

　このように給食について詳しく知
ることで、子どもたちは食べること
の大切さや、フードロスについても
考えることができるようになってき
ました。
　これからも、食べ残しを減らす工
夫などについて、子どもたちと学校
が調理員と共に考えながら取り組ん
でいきます。

残食0キャンペーンのポスターと
給食委員会の児童

DVDを視聴する児童の様子
普段目にすることがない調理器具の大
きさや野菜の量の多さにびっくり！

キタタラポアン ボリビアリスザル

ボリビアリスザルキタタラポアン

（公財）日本モンキーセンター
附属動物園部     土性亮賀

アフリカの小さな黄色いサル
〜キタタラポアン〜

おいしいって書いてある！
うれしい！
これからも頑張ろう！

子どもたちの
「ごちそうさまで
した」の言葉がう
れしくて、毎日楽
しく給食を作って
います。


