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4/15令和 3 年度予算の概要／こんにちは、国際交流員です

国際交流員 カタリナ・カウフマン（大縣神社梅園にて）
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令和 3年度予算の概要

会計別予算
　一般会計は257億1,539万円で、前年度と比較し
て0.8％、 2億705万円減少しました。
　特別会計と企業会計を合わせた全会計の総額は
447億7,958万円で、過去最大であった前年度から
1.3％、 5億7,064万円減少しました。

会計別予算
一般会計 257億1,539万円

特別
会計

国民健康保険特別会計 69億2,374万円
犬山城費特別会計 2億946万円
木曽川うかい事業費特別会計 5,931万円
介護保険特別会計 53億7,573万円
後期高齢者医療特別会計 14億5,291万円

小　計 140億2,114万円

企業
会計

水道事業会計 18億6,039万円
下水道事業会計 31億8,266万円

小　計 50億4,305万円
合　計 447億7,958万円一般会計歳入

　歳入全体の40.8％を占める市税は104億8,093万
円で、前年度から9.5％、10億9,984万円減少しま
した。主な要因は、新型コロナウイルス感染症の
影響による経済の停滞により、個人所得や企業収
益の大幅な減収などを見込んだことによります。
　一方で、市債が前年度から49.9％、 8億2,261
万円増加しました。これは、市税の減少などを補
てんする臨時財政対策債（地方交付税の代替）を、
前年度からほぼ倍増となる16億2,261万円見込ん
だ影響です。

一般会計歳入� （構成比）

自主
財源

市税 104億8,093万円 40.8％
繰入金 13億3,878万円 5.2％
寄附金 10億2,245万円 4.0％
諸収入 8億606万円 3.1％
繰越金 7億円 2.7％
使用料及び手数料 5億4,406万円 2.1％
財産収入 1億6,918万円 0.7％
分担金及び負担金 1億249万円 0.4％

小　計 151億6,394万円 59.0％

依存
財源

国・県支出金 45億9,475万円 17.9％
市債 24億7,001万円 9.6％
地方譲与税等 22億2,786万円 8.7％
地方交付税 12億5,883万円 4.9％

小　計 105億5,145万円 41.0％
合　計 257億1,539万円 100％

一般会計歳出
　高齢者や障害者福祉、子育てや医療などに係る
民生費は、前年度に実施した福祉会館の解体工事
などの影響により、前年度から2.3％、 2億2,109
万円減少しました。次に大きな割合を占める総務
費は、ふるさと納税関連経費や公共施設の売却に
よる公共施設等管理基金積立金の増額などを見込
んでおり、前年度から10.9％、 3億9,401万円増
加しました。
　一方で、土木費では、前年度に新郷瀬川の改修
と大規模な砂防関係事業を実施したことなどによ
り、前年度から5.7％、 1億5,690万円減少となっ
たものの、富岡荒井線や地区計画道路の整備推進
など将来への投資には重点的な配分を行っていま
す。

一般会計歳出� （構成比）
福祉と医療� （民生費） 92億9,387万円 36.1％
防災と市民サービス�（総務費） 40億1,229万円 15.6％
教育と文化� （教育費） 30億7,194万円 11.9％
都市の整備� （土木費） 26億1,863万円 10.2％
健康と環境� （衛生費） 21億8,803万円 8.5％
借金の返済� （公債費） 19億7,643万円 7.7％
消防と救急� （消防費） 11億6,310万円 4.5％
産業と観光� （商工費） 7億7,058万円 3.0％
農業と林業� （農林業費） 2億6,396万円 1.0％
議会の活動� （議会費） 2億4,857万円 1.0％
非常時の対応
（災害復旧費、予備費など） 1億800万円 0.4％

合　計 257億1,539万円 100％

　 2月定例市議会で令和 3年度予算が原案どおり可決されましたので、予算の概要をお知らせします。
　なお同日に補正を行いましたので、この概要は補正後のものです。

（注）表示単位未満を四捨五入しており、合計が一致しない場合があります。
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問合　経営改善課
　　　（℡44-0313）

市ホームページで詳しく公開中
当初予算書、予算説明書、わかりやすい予算書など

犬山市の財政

令和 3 年度の主な事業　　幸福が実感できる犬山へ前進！

富岡荒井線の整備
3億₄,₀₁3万円

※令和 ₂ 年度繰越予算を含みます

　都市計画道路である富岡荒井線
は、市の南北軸となる幹線道路で
あり、北側より順次整備を進めて
います。
　令和 2年度までに南部高齢者活
動センターから番前地内の二ノ宮
川付近までの区間を継続して整備
しており、事業用地の取得がすべ
て完了しました。
　令和 3年度は惣作工区の道路整
備工事および二ノ宮川に橋を架け
る工事を進め、令和 4年12月末ま
でに上小針交差点までの開通を目
指します。

犬山南小学校の改修
4,918万円

　犬山南小学校の老朽化した校舎
の大規模改修に向け、令和 3年度
は基本設計策定後に実施設計を進
めます。
　計画では、北校舎と給食室は建
て替えて中庭とともに整備し、南
校舎は長寿命化改良を予定してい
ます。
　より安心安全な教育環境の施設
整備と、犬山南小学校区の拠点と
して利用しやすい複合施設を目指
します。

多子・多胎世帯に対する子育て支援を推進
 ₈3₂万円
　多子世帯（第 3子以降の子が中学生以
下の世帯）、多胎世帯（双子以上の子が
いる世帯および妊婦）に対し、妊娠期か
ら中学校を卒業するまでの期間、子育て
を継続的に支援するため、令和 3年度以
降、実施可能な施策から順次進めていき
ます。

令和 3年度実施の支援策
・妊婦健診受診票の追加交付（多胎妊婦）
・家事援助などを行うヘルパー派遣事業

（多子・多胎妊婦、多子・多胎世帯）
・既存の移住・定住補助金に20万円上乗せ（多子世帯）
・犬山産の新米10㎏を年 1回秋頃に提供（多子・多胎世帯）
・市主催の各種講座等の一部の参加費等を無料化

（多子・多胎世帯）

子どもの読解力向上へ向けた取り組み ₄,₈₅₀万円
　子どもの読解力向上に向け
た、さらなる取り組みとして
令和 3年度からは多様化する
人権教育や読解力向上の推進
のため指導主事を 1名追加配
置します。
　また、市立図書館に学校連
携図書館司書を 1名配置し

て、学校図書館との連携を強化し、読解力・読書量の向上を図り、
感性豊かな人づくりの実現へつなげます。

書かなくていい窓口にします ₆₂₆万円
　令和 3年度中に、新たなシス
テムを導入することで、市役所
市民課や各出張所における証明
書等の発行手続きや、住所等の
異動手続きの際に、申請書類の
記入を不要とし、来庁した人が
「書かなくていい窓口」にします。
　あわせて、窓口のローカウンター化や混雑状況等を来庁前にス
マホなどで確認できるようにし、利便性の向上を図ります。

▲現在の市民課窓口

▲改修後のイメージ



4 広報犬山　R3.4.15号

　Guten�Tag　（グーテンターク�こんにちは）
　カタリナ・カウフマンです。犬山市の国際交流員として 8代目
となります。出身はベルリン近くのLeegebruchという人口約
7,000人の村です。任用されてから約 3年間、犬山に住んで、毎
日新しいことを発見ができ、とても楽しいで
す。国際交流員として今年度も様々な事業を
企画していますので、ぜひ参加してみて下さ
い。また広報毎月15日号に掲載のコラム『カ
ティーの独言』では、引き続きドイツの情報
や習慣、日独の比較などを紹介していきます。

●ドイツの部屋
　ドイツの文化や習慣を紹介するイベントです。季
節やドイツの行事に合わせた工作や、料理講座、ボー
ドゲームなどの内容で、子どもから大人向けまで幅
広くあります。時期が近付いたら、その都度広報犬
山で募集します。

　 4月イースター飾り作り（ 4月 1日号で募集）、
7月料理講座（クッキー作り）・講演会「ドイツ語っ
てどんな言語」、 8月ボードゲーム、10月秋飾り作
り、11月クリスマス飾り作り・クリスマスクッキー
作り、12月クリスマスTeaTime、 1 月料理講座、
2月ボードゲーム、 3月講演会「ドイツの学校制
度」・イースター飾り作り

●ドイツ語講座
　毎年、定期的に行っているドイツ語講座で講師を
務めています。受講者は広報犬山で募集します。初
級は会話をメインにし、少しずつドイツ語の文法や
発音、特徴などを勉強します。中級は参加者の希望
により様々な文法の復習や会話の練習をしたり、文
章を読んだりします。今年度は入門講座も実施し、
ドイツ語を経験したことがない人向けに体験イベン
トを行います。
初級　 6〜 8月・ 9〜11月・12〜 3 月
中級　 6〜 7月・12〜 1 月
入門　 8〜 9月　　体験　 7月・ 3月

こんな事業を予定しています

問合　地域協働課（℡44-0343）
※各事業、新型コロナの影響により、変更・中止す
ることがあります。

こんにちは、
犬山市国際交流員です

国際交流員（CIR）とは？
　主に地方公共団体の国際交流担当部局
に配置され、国際交流活動に従事してい
る外国人です。諸外国との相互理解増進
と地域の国際化推進を目的に、外国語指
導助手（ALT）の制度とともに1987（昭
和62）年に開始されました。その業務内
容から高い日本語能力が求められるCIR
は、開始当初は全国で35人でしたが、現
在では約1,000の地方公共団体等に配置
されています。犬山市は1992（平成4）
年6月1日にドイツ連邦共和国ザンクト・
ゴアルスハウゼン市と友好都市提携を結
び、1995（平成7）年7月からドイツ人の
国際交流員（CIR）を配置しています。

●ポスター展
　ドイツの事情や行事、特徴などをポスターで紹介
します。ポスター展は、申込不要で、誰でも見学す
ることができます。
5月「ドイツで人気があるもの」（市立図書館）
9月「ドイツの歴史」（場所未定）

●異文化理解事業（未来園訪問）
　市内の子ども未来園・犬山幼稚園を訪問し、ドイ
ツの祭りや文化、食べ物を紹介しています。季節に
合わせた工作やゲームを通じて子どもたちに異文化
への理解を深めています。

▼昨年の「秋飾り作り」

▲昨年のクリスマスポスター展（市立図書館）
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催 し

外出時や公共施設利用時はマスク
を着用し、「 3密」を避けましょう。
外出前には検温など体調チェック
をし、いつもと違うと感じたら無
理せず静養しましょう。

企画展
よみがえる文化遺産
－修復と復元－

　犬山城白帝文庫は、歴史的資料
の保存のため、様々な分野の文化
財の修復を毎年行うとともに、必
要な場合には資料の復元や複製の
制作に取り組んでいます。これま
でに絵画、染織品、武具、刀剣、
甲
かっ

冑
ちゅう

などを修復してきました。ま
た復元した資料には、尾張藩主に
対する犬山城主の「おもてなし料
理」などがあります。
　この企画展では、修復や復元さ
れ、よみがえった文化遺産を一堂
にご覧いただけます。
日時　 4月21日㊌〜 5月26日㊌
　　　 9：00〜17：00
　　　（最終入館16：30）
場所　城とまちミュージアム
　　　（文化史料館本館）展示室 1
費用　入館料300円
　　　（本館・南館共通）
　　　中学生以下無料
問合　犬山城白帝文庫
　　　（℡62-4700）

堀部邸　催し
●春の企画展「邇

に

波
わ

の狛
こま

犬
いぬ

群像」
　犬山市を含む旧丹羽郡内の狛犬
の石像写真展です。
期間　 4月17日㊏〜 5月16日㊐
費用　無料
●月

げっ

津
しん

塾
　丹羽の狛犬を解説します。
日時　 4月17日㊏13：30〜15：00
講師　NPO法人古代邇波の里・

文化遺産ネットワーク
　　　麻野純子氏
　　　カメラマン中野耕司氏
定員　40人
費用　500円（資料代）
問合　木之下城伝承館・堀部邸　

（℡90-3744�12：00〜18：00
　　　㊊㊋休館）

青塚古墳ガイダンス
施設　企画展

史跡東之宮古墳パネル展
　東之宮古墳の史跡整備完了を記
念して、写真と解説パネルで紹介
します。会場では期間中、市内に
ある国指定史跡のふたつの古墳を
同時に学ぶことができます。
期間　 4月20日㊋〜 7月18日㊐
　　　 9：00〜17：00
場所　青塚古墳ガイダンス施設
　　　通路展示スペース
問合　青塚古墳ガイダンス施設　

（℡68-2272　㊊休館　㊗の
　　　場合は翌平日休館）

野外民族博物館
リトルワールド

リトルナイトフェス
　ドイツミュージックフェスや打
ち上げ花火で、夜のリトルワール
ドをお楽しみください。詳細は
ホームページ（https：//www.little
world.jp/）を見てください。
期間　 5月 1日㊏〜 4日㊗
※期間中は20：00まで延長営業し
ます。16：00以降は右の割引券が
利用できます。
問合　野外民族博物館リトルワー

ルド（℡62-5611）
※ 7月11日㊐まで特別展「こ・
わ・い・モノ」とグルメイベント
「世界のサンドウィッチとスープ」
を開催中です。

日本モンキーパーク
開園60周年記念イベント
　 5月 1日㊏は開園60周年を記念
して20：00まで延長営業し、ナイ
トバルーンリリースや打ち上げ花
火などを実施します。また 6歳と
60歳は入園無料となります。詳細
はホームページ（https://www.
japan-monkeypark.jp/）を見て
ください。
日付　 5月 1日㊏
※ 6歳、60歳の人は年齢を証明で
きるものを持参してください。
●市民優待入園割引（WEB限定）
　右の二次元コードか
ら事前にチケットを購
入すると入園料を割引
します（窓口では購入できません）。
期間　 5月31日㊊まで
※購入後の払い戻し、キャンセル
はできません。
※わんだ村クエスト、世界サル類
動物園などは別途料金が必要
問合　日本モンキーパーク
　　　（℡61-0870）

▲修復された白地陣羽織

▲青塚古墳

▲東之宮古墳

野
外

民
族

博
物

館
リ

ト
ル

ワ
ー

ル
ド

　
犬

山
市

民
優

待
入

館
割

引
券

■
入
館
料
／
大
人
1,400円

（
通
常
1,800円

）
□
人
　
シ
ル
バ
ー
（
65歳
以
上
）
1,200円

（
通
常
1,400円

）
□
人
　

中
学
生
・
高
校
生
900円

（
通
常
1,100円

）
□
人
　
小
学
生
500円

（
通
常
700円

）
□
人
　

幼
児
（
3歳
以
上
）
200円

（
通
常
300円

）
□
人
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催 し 募 集

　令和 4年 4月 1日採用の市職員募集の詳細（募集人数・応募に必要な
資格要件・受付方法等）は、下記の広報犬山と市ホームページ　ページ
番号1000627　に掲載していきます。
募集職種　行政職（一般事務、技術職）、保育職、消防職、保健職
※掲載予定の広報犬山と職種
　　 5月 1日号…保育職
　　 6月 1日号…行政職、消防職、保健職
※各職種の受験資格等の詳
細は、市ホームページを見
てください。広報犬山の配
布にあわせ、募集要項を順
次掲載していきます。
問合　総務課（℡44-0302）

令和 4年度採用市職員

市役所本庁舎エレベーター内広告
掲載場所　本庁舎来庁者用エレベーター内
掲載期間　最短 3か月から最長 2年まで（ 1か月単位）
募集枠数　 2枠（エレベーター 1基につき内側側面 1か所）
広告規格　B 2サイズ（51.5㎝×72.8㎝）
掲載料　 1枠につき月額2,500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
申込・問合　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 4階総務課（℡44-0300）へ
※詳細は、市ホームページ　ページ番号1007539　を見てください。

　市では市民とともにまちづくりを積極的に進めるために、職員自ら「犬
山市内に居住すること」を推奨しています。この考えに共感し、意欲と
やる気にあふれる人の応募を待っています。
先輩職員の声

※
16
：
00
以
降
の
入
館
に
限
り
ま
す
。※
犬
山
市
民
に
限
り
利
用
で
き
ま
す
。
　
※
本
券
1
枚
に
つ
き
、
5
人
ま
で
使
用
可

※
駐
車
場
は
別
途
料
金
が
必
要
　
※
他
の
割
引
券
と
の
併
用
、団
体
利
用
、コ
ピ
ー
、転
売
は
不
可

※
シ
ル
バ
ー
・
中
学
生
・
高
校
生
は
証
明
が
必
要

有
効
期
間
：
令
和
3
年
5
月
1
日
㊏
～
4
日
㊗

外出時や公共施設利用時はマスク
を着用し、「 3密」を避けましょう。
外出前には検温など体調チェック
をし、いつもと違うと感じたら無
理せず静養しましょう。

博物館　明治村
明治探偵GAME
～オワリノハジマリ～
　友だち同士や家族などみんなで
一緒に楽しめる人気の謎解きアト
ラクションに挑戦してください。
（事前予約不要、正門・北口付近
で受け付け）
期間　 7月18日㊐まで
　　　 9：45〜16：30
費用　300円から
　　　（コースにより異なる）
※別途入村料必要
●下記の 2日間、市民は 1人500円
で入村できます
　免許証や健康保険証など市内在
住を示すものを入村窓口に提示し
てください。
日付　 4月24日㊏・25日㊐
※ 1人の証明で 5人まで可
※他の割引券や団体利用割引との
併用は不可
問合　博物館明治村（℡67-0314）

▲令和 3年度採用職員

　大学では公務員講座を受けてい
て、まちづくりにも興味があり、
働くなら、なじみのある犬山市が
良いと職員になりました。業務は
現場の仕事ばかりかと思っていま
したが、契約に関する書類作成事
務なども想像していたより多いで
す。道路や施設など、市民・利用
者に不便がないように、日々業務
に向き合っています。
� （20代　行政職・土木）

　大学卒業後は、いったん医療機
関に就職しましたが、転職しまし
た。医療機関では病気になった人
への対応をすることが多かったの
ですが、保健師の職務は市民が病
気にならないように努めること。
現在は保健師としての経験をいか
して新型コロナワクチンを市民が
安心して、スムーズに接種できる
よう、業務にあたっています。

（30代　保健職）

広告掲載する側面
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健康経営セミナー
従業員のメンタルヘルスを考える
　従業員の健康・安全管理を経営
的な視点で捉えて実践する「健康
経営R」。その重要課題のひとつ
「メンタルヘルス」対策について
考えてみませんか。
日時　 4月23日㊎14：00〜16：00
場所　市役所 2階205会議室
対象　企業経営者、人事担当者
定員　30人（市内事業所の人優先）
申込・問合　市民健康館
　　　　　　（℡63-3800）へ

平和について学ぼう
親子記者事業参加者

　全国342の自治体が加盟し、核
兵器廃絶と恒久平和の実現を推進
している日本非核宣言自治体協議
会が「親子記者事業」の参加者を
募集しています。
　親子で長崎原爆犠牲者慰霊平和
祈念式典へ参列し、平和に取り組
む人等を取材して新聞を作成する
貴重な体験ができます。今年度は
新型コロナの影響により、リモー
ト取材となる場合があります。
日時　 8月 8日㊗〜11日㊌
対象　市内在住の小学4〜 6年生

1人とその保護者1人（1組）
申込・問合　 5月 7日㊎までにE

メールで日本非核宣言自治
体協議会事務局（長崎市平
和推進課内Eメール�info@
nucfreejapan.com

　　　℡095-844-9923）へ
※費用（犬山駅から長崎市までの
航空・鉄道往復運賃、ホテル宿泊
代、取材補助経費 1組 1万円）は、
主催者が負担します。
※Eメールで申し込みできない場
合は、郵便（封書）で申し込んで
ください（ 5月 7日㊎必着）。詳
しくは日本非核宣言自治体協議会
ホームページ（http://www.nuc
freejapan.com）を見てください。

令和 4年度採用市職員
女性の園芸教室・里山ウォッチング　受講者

●女性の園芸教室　ハーブを育て、味わい、楽しもう（全 3回）
日時・内容 5 /20㊍

9：30
〜12：00

キッチンハーブの種まき
6 /17㊍ ハーブティー飲み比べ
7 /15㊍ バジルペーストのハーブを味わう

対象　18歳以上の女性　　定員　先着 6人　　費用　2,000円（材料費）
●里山ウォッチング（全 5回）
　犬山里山学センター周辺の自然観察とスケッチを行います。
日時　 5月13日㊍、 7月 8日㊍、 9月 9日㊍、11月11日㊍、
　　　令和 4年 2月10日㊍　 9：30〜12：00
対象　18歳以上　　定員　先着 6人　　費用　1,500円（材料費）
【共通】
場所・申込・問合　 4月20日㊋ 9：00から①講座名②氏名③住所④電話番

号を直接または電話で犬山里山学センター（塔野地字大畔364- 2 �
℡65-2121 ㊊休館 ㊗の場合は翌平日休館）へ

市議会市民フリースピーチ発言者
　民主主義は市民の希望と参加で始まります。その希望を示すよう、ま
た市民が参加できるよう、犬山市議会は市民フリースピーチ（ 5分間発言）
制度を実施します。議会は皆さんの市政全般に対する意見・提案に期待
しています。発言した内容は議会で熟慮し適切にアクションします。
　「発言したいけど、どうしてい
いか分からない」そんなときは事
前に相談してください。議員がサ
ポートします。児童生徒、学生や
女性の参加も大歓迎です。
日時　 6月 4日㊎19：00から
場所　市役所 6階議場
対象　市内在住、在勤、在学の人
定員　 7人
※応募多数の場合は抽選により決定。ただし発言内容により許可できな
い場合があります。
申込・問合　 5月25日㊋17：00までに所定の申込書（市ホームページ　ペ
　　　ージ番号1004633　からダウンロードまたは市役所 6階議事課で配

布）に必要事項を記入して議事課へ持参または郵送で提出するか、
ファックスまたはEメールで件名「市民フリースピーチ制度 6月 4
日の発言希望」とし、①住所②氏名（ふりがな）③年齢④性別⑤
連絡先（昼間に連絡可能な電話番号、Eメールアドレス）⑥発言項
目⑦発言内容⑧配布資料の有無（有の場合は 1部添付）⑨勤務先
または学校名・学年⑩手話通訳など配慮の希望の有無を明記して
議事課（℡44-0307　 Fax44-0368　Eメール300100@city.inuyama.
lg.jp）へ申し込んでください。

※申し込み後の発言項目の変更はできません。
※当日はマスクを着用して来場してください。
※新型コロナの影響により、中止する場合があります。
※次回開催は、11月定例議会中の予定です。
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募 集 前期公民館講座

京大モンキーキャンパス（全 6回）
　サルやヒトにまつわる様々な話題を通して、生物の
多様性や進化について考えてみませんか。今年度はオ
ンラインでも受講できます。
※申込方法、費用等の詳細はホームページ（https://
www.j-monkey.jp/）を見てください。
日 時　 6月20日㊐、7月11日㊐、8月 8日㊗、9月12日

㊐、10月10日㊐、11月14日㊐10：00〜12：00（予定）
定員　会場受講コース（日本モンキーセンター友の会

への入会が必要）、オンライン配信コース各80人
問合　日本モンキーセンター
　　　（℡61-2327、Fax62-6823）

犬山市プレミアム商品券　取扱店
　皆さんの生活を支援し、市内消費の拡大を図るた
め、全市民対象プレミアム率100％の「犬山市プレ
ミアム商品券事業」を実施します。現在、取扱店の
募集をしています。申込方法等詳細は、犬山商工会
議所ホームページ（http://www.inuyama-cci.or.jp/）
を見てください。
登録期間　 4月28日㊌まで　　取扱店登録料　無料
条件　市内の店舗に限ります
※市内に店舗が複数ある場合は店舗ごとに登録が必
要です。一部業種等によっては取扱店登録をお断り
する場合があります。
申込・問合　犬山商工会議所（℡62-5233）へ

対象　市内在住または在勤の18歳以上の人
申込　①�4 月20日㊋〜22日㊍ 9：00〜17：00に初心者（令和元年度・令和 2年度に受講していない人）を対象に電

話で受け付け
　　　②�4 月24日㊏〜25日㊐ 9：00〜17：00に①で定員に満たない講座（ 4月23日㊎に市ホームページで公開）を、

経験者も含み電話で受け付け　※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、 4月27日㊋〜 5月 2日㊐ 9：00〜17：00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。材料費は下表のとおりです。
※新型コロナの影響により講座内容が変更・中止となることがあります。
問合　南部公民館（℡68-0834　 9：00〜17：00㊊休館）
●南部公民館

講座名・内容 日時・場所・講師・定員・費用・持物
リフレッシュ・ヨガ
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。

日時　（全 5回㊌）6月 2日・16日、7月 7日・21日、8月 4日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
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。

日時　（全 5回㊌）6月 2日・16日、7月 7日・21日、8月 4日10：00〜11：45
場所　会議室 1　講師　西代晃子　定員　10人
受講料　2,500円　材料費　無料
持物　動きやすい服装、汗ふきタオル、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）
「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。

日時　（全 3回㊎）6月11日、7月 9日、8月 6日10：00〜12：00
場所　講義室　講師　安藤祥子　定員　12人　受講料　1,500円
材料費　初回3,500円（ 2回以降 1講座3,500〜4,000円程度を毎回集金）
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）
初心者向けのやさしい講座です。
名句鑑賞と実作を行います。

日時　（全 5回㊌）6月 9日・16日、7月14日・28日、8月 4日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

●塔野地公民館

リラックス・ヨガ
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。

日時　（全 5回㊋）6月 1日・15日、7月 6日、8月 3日・24日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
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生 活

大型連休中
わん丸君バス
内田線　一部運休

　大型連休中、特に犬山城周辺は
行楽に伴う交通集中による渋滞の
発生が予想されます。これに伴い、
大幅な遅延が起こることが予想さ
れる内田線の一部区間において終
日運休します。
運休路線・区間
　　　内田線「犬山駅西口」バス

停〜「駅前通り」バス停
運休日　 4月29日㊗・30日㊎、
　　　　 5月 3日㊗〜 5日㊗
※内田線「犬山駅西口」バス停か
ら「犬山市体育館（エナジーサポー
トアリーナ）」バス停までの区間
とその他路線においては通常通り
運行しますが、道路の渋滞に伴い
遅延する恐れがあります。
※わん丸君バスは㊏㊐は運行して
いません。
問合　防災交通課（℡44-0347）

骨髄移植ドナー
支援助成事業

　骨髄等（骨髄または末梢血幹細
胞）移植ドナーとドナーの勤務す
る事業所への助成を行っています。
骨髄等を提供するための通院や入
院に対し、ドナーについては日額
2万円、ドナーの勤務事業所につ
いては日額 1万円、 7日を限度と
して助成します。
対象
・ドナー　�骨髄等提供日に市内在

住の人
・事業所　�市内在住のドナーの勤

務する国内の事業所
※助成を希望する場合は、まずは
下記へ連絡してください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

犬山市プレミアム商品券　取扱店
　皆さんの生活を支援し、市内消費の拡大を図るた
め、全市民対象プレミアム率100％の「犬山市プレ
ミアム商品券事業」を実施します。現在、取扱店の
募集をしています。申込方法等詳細は、犬山商工会
議所ホームページ（http://www.inuyama-cci.or.jp/）
を見てください。
登録期間　 4月28日㊌まで　　取扱店登録料　無料
条件　市内の店舗に限ります
※市内に店舗が複数ある場合は店舗ごとに登録が必
要です。一部業種等によっては取扱店登録をお断り
する場合があります。
申込・問合　犬山商工会議所（℡62-5233）へ

合併処理浄化槽（家庭用浄化槽）設置を補助します
　居住用住宅のし尿汲

く

み取り便槽や単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に
転換する費用を補助しています。
補助の金額（限度額）

人槽区分 設置費 宅内配管工事費 撤去費
5 人槽 332,000円

300,000円 90,000円6 〜 7 人槽 414,000円

8 〜10人槽 548,000円

※新築時は対象外になる等交付要件がありますので、事前に補助対象に
該当するか問い合わせてください。
申込・問合　市役所 3階環境課（℡44-0344）へ

家庭用浄化槽には「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」がありま
すが、「単独処理浄化槽」はし尿処理しかできないため、生活排水が
直接側溝等へ流され水質汚濁の大きな原因になるといわれています。
「合併処理浄化槽」は、し尿に加えて生活排水も浄化するので水質汚
濁を防ぐ効果が高くなります。

大型連休中のごみは
●ごみ収集
　各集積場からのごみの収集は通
常どおりです。
●粗大ごみ
　収集日の 7日前までに、粗大ご
み受付センター（℡0120-484-530�
9：00〜17：00）へ。
※月 2回の粗大ごみ収集日は町内
ごとに決められています。
※ 4月から粗大ごみ受付センター
は㊏㊐㊗㊡も受け付けています。
●都市美化センターへの直接搬入
4 月30日㊎ 8：30〜12：00、
　　　 　　13：00〜15：30
5 月 1 日㊏ 8：30〜11：30
※大変混雑しますので、上記日以
外の搬入にご協力ください。
※4月29日㊗、5月2日㊐〜5日㊗
は不可
●わん丸エコステーション
　（都市美化センター手前）
　資源物（プラスチック製容器包
装、アルミ、スチール缶、新聞紙・
雑がみなど）を搬入できます。
4月30日㊎ 8：30〜12：00、
　　　　　　　13：00〜15：30

5 月 1 日㊏ 8：30〜11：30
※ごみの分別や出し方などの詳細
は「犬山市ごみ分別なんでも百科」
とA 2ポスター「ごみの分別と出
し方」を見てください。犬山市公
式ごみ分別促進アプリ「さんあ〜
る」でも収集日や分別情報などを
検索できます。
問合　環境課（℡44-0344）

固定資産評価審査
委員会委員を選任

　 4月 1日付けで、中村智章氏（新
任）、吉野弘氏（再任）が選任さ
れました。任期は 3年間です。
　固定資産評価審査委員会は、固
定資産課税台帳に登録された価格
に関する不服の審査決定をする機
関です。

問合　総務課（℡44-0300）

中村智章氏
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生 活
公共施設使用料、市が実施する事業の手数料などの
徴収・収納を委託

施設使用料・手数料名等　（　　　）は委託先名� 問合　会計課（℡44-0308）

福祉活動センター・塔野地公民館・善師野公民館・市民健康館・さくら工房の使用料、文化史料館の観覧料
� （公益社団法人�犬山市シルバー人材センター）

武道館、弓道場、野外活動センター、体育センター、山の田公園野球場・テニスコートの使用料
（特定非営利活動法人�犬山市体育協会）

フィットネスフロイデの使用料� （株式会社 メイギガードサービス）

休日急病診療所の診療料など� （一般社団法人�尾北医師会）

観光駐車場の使用料� （アマノマネジメントサービス株式会社）

犬山城入場登閣料� （一般社団法人 犬山市観光協会）

中本町まちづくり拠点施設の観覧料など� （中本町町内会）

旧磯部家住宅復原施設の使用料� （特定非営利活動法人�犬山城下町を守る会）

青塚古墳史跡公園の刊行物販売代金� （特定非営利活動法人�古代邇波の里・文化遺産ネットワーク）

犬山里山学センター・環境保全ボランティアセンターの使用料など�（特定非営利活動法人�犬山里山学研究所）

水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料� （株式会社�フューチャーイン）

都市美化センター塵芥処理手数料� （株式会社�川崎技研）

身体障害者活動センター内における地域生活支援センター事業の利用手数料� （犬山市身体障害者福祉協会）

旧加茂郡銀行羽黒支店復原施設の使用料など� （堀田町内会）

余坂木戸口まちづくり拠点施設の使用料� （余遊亭運営委員会）

楽田ふれあいセンターの使用料など� （楽田地区コミュニティ推進協議会）

犬山市民交流センターの使用料など� （株式会社 COSMO CONSULTANT）

犬山市民交流センターの印刷機使用料など� （いぬやま協働まちづくりコンソーシアムジョインいぬやま）

犬の登録手数料など
　　（犬山動物総合医療センター、小島動物診療所、中原動物病院、リタペットクリニック、野田動物病院、
　ひかる動物クリニック、やませどうぶつ病院、こうなん動物病院、おおはし動物病院）

今井ふれあいセンターの使用料� （今井小学校区コミュニティ推進協議会）

犬山西ふれあいセンターの使用料� （犬山西地区コミュニティ推進協議会）

コンビニ交付サービスを利用して納付される諸証明書交付手数料� （地方公共団体情報システム機構）

市の人事異動
4 月 1 日付
課長以上、（　　）は前職
部長級
健康福祉部長（環境課長）� 　　　髙木衛　
教育部子ども・子育て監（学校教育課長）�長瀬尚美　
課長級
経営改善課長（経営改善課長補佐）� 前田敦　
情報政策課長（情報政策課長補佐）� 舟橋正人　
防災交通課長（総務課長補佐）� 兼松光春　
収納課長（監査事務局長）� 浅井徳夫　
整備課主幹（整備課長補佐）� 坂野隆幸　
環境課長（防災交通課長補佐）� 小笠原健一　

学校教育課長（収納課長）� 大黒澄子
学校教育課主幹（愛知県教育委員会から）髙木順二
子ども未来課主幹〈指導児童厚生員〉
（子ども未来課主幹兼丸山子ども未来園長）�小幡千尋
監査事務局長（防災交通課長）� 百武俊一
●退職者（ 3月31日付け）
部長級
健康福祉部長� 吉野正根
教育部子ども・子育て監� 矢野ひとみ
課長級
経営改善課長� 松田昇平
情報政策課長� 長瀨隆生
学校教育課主幹� 神谷勝治
問合　総務課（℡44-0302）
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後期高齢者医療制度の協定保養所
　愛知県後期高齢者医療に加入している人は、次の協定保養所に宿泊す
ると、 1泊の宿泊料金が1,000円安くなります（ 4月 1日から翌年 3月31
日までの宿泊分、全協定保養所合わせて 4泊まで、加入者本人のみ）。
　宿泊料金や開館状況等は保養所により異なりますので、各保養所へ直
接問い合わせてください。

協定保養所名 場所 電話番号
すいとぴあ江南 江南市 0587-53-5555（予約専用）
サンヒルズ三河湾 蒲郡市 0533-68-4696
豊田市　百年草 豊田市 0565-62-0100
あいち健康の森プラザホテル 東浦町 0562-82-0211
温泉ホーム松ケ島 桑名市 0594-42-3330
おんたけ休暇村 王滝村 0264-48-2111

※シーサイド伊良湖（田原市）�は令和 3年 3月末に閉館しました。
利用方法　①�協定保養所へ電話で申し込む（申込時に「愛知県後期高齢

者医療加入者」であることを伝えてください）。
　　　　　②�宿泊当日に協定保養所の窓口で「後期高齢者医療被保険者

証」と「利用カード（初回利用時に協定保養所で交付）」を
提示し「利用カード」に押印を受けてください。

　　　　　③会計時、利用料金から助成費用1,000円が精算されます。
問合　愛知県後期高齢者医療広域連合�給付課（℡052-955-1205）

消費者トラブルに気をつけて
不正利用かも？
利用明細は必ず確認
　カード支払いをした覚えがない
のに、クレジットカード会社から
「銀行の残高が足りず代金の引き
落としができない」と電話が来た。
慌てて利用明細を見ると、先月 3
回に渡って、計50万円以上の心当
たりのない請求があった。

　　　　（70代男性）
アドバイス
　「利用した覚えのない請求が
あった」という高齢者からの相談
が多く寄せられています。クレ
ジットカードを利用しなくても、
利用明細は必ず毎月確認しましょ
う。カードを利用した際は、レシー
トや伝票（クレジット売上票）、
ネット注文の確認メール等を保管
しておき、日付や金額等を利用明
細と突き合わせましょう。利用明
細にある店舗名は利用した店舗と
異なる記載がされていることもあ

ります。また、家族が利用してい
る可能性もあるので、家族にも確
認してみましょう。それでも覚え
がない場合は、第三者による不正
利用のおそれもあります。早急に
カード会社に連絡しましょう。
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　 4月16日㊎、 5月21日㊎
　　　13：00〜16：00
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

➡

GoogleFit てくてく

「てくてく」で
スタンプラリー

　犬山市公式ウォーキングアプリ
「てくてく」では市内のおすすめ
10コースを「ウォーキングコース
機能」で紹介しています。距離や
消費カロリーもわかります。対象
コースを歩いてアプリ内のスタン
プを集めましょう。参加申し込み
の上、どちらか 1コースのスタン
プラリーを達成した市内在住・在
勤者の中から、抽選で15人に景品
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　 4月26日㊊〜 5月 7日㊎
対象コース　木曽川犬山緑地コー

ス、ひばりヶ丘公園コース
申込方法　上記期間内にEメール

でkenko＠city.inuyama.
lg.jpに①件名「てくてく
スタンプラリー」②氏名③
ID（設定→プロフィール画
面で確認できます）を送信

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

【Android】
※利用には、まずGoogleFitの設
定が必要となります。

問合　市民健康館（℡63-3800）



12 広報犬山　R3.4.15号

健 康

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

オーラルフレイル
　「フレイル（虚弱）」とは、健康
な状態と要介護状態の中間に位置
し、心身の活力の低下がみられる
状態のことです。オーラルフレイ
ルは歯や口で行う「かむ」「話す」
「のみこむ」などの口腔機能の低
下がみられる状態のことです。
　介護を必要としない毎日を長く
過ごす「フレイル予防」のために
は、オーラルフレイルの症状にで
きるだけ早く気づき、予防や改善
をすることが重要です。
　「固いものがかめない、食べこ
ぼしが多くなる、よくむせる、滑
舌が悪い、口の中が乾燥する」と
いった症状に気づいたら、早めに
歯科医院へ行きましょう。
　また、かかりつけの歯科医院を
持ち、定期的に健診を受けること
も大切です。オーラルフレイルの
予防に有効な「口腔体操」につい
ては、日本歯科医師会ホームペー
ジ（https://www.jda.or.jp/）に
詳しく掲載されています。

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　 5月26日㊌13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　市民健康館
相談員　犬山病院　多羅尾陽子氏
定員　先着 4人
　　　（要予約、初回優先）
申込・問合　 5月21日㊎までに市

民健康館（℡63-3800）へ

一般不妊治療費助成の所得制限が
撤廃されました

　不妊治療を受けている夫婦への支援として、一般不妊治療（体外受精・
顕微授精を除く）の費用助成を行っています。費用助成の対象条件にあっ
た所得制限はなくなり、事実婚関係にある方も対象となります。令和 3
年 3月から令和 4年 2月診療分が今年度の助成対象となります。
　詳細は市ホームページ　ページ番号1001393　を見てください。
対象　不妊症と診断され、一般不妊治療（体外受精・顕微授精を除く）

を受けており、治療開始時点の妻の年齢が43歳未満の夫婦（事実
婚含む）

助成額　ホルモン療法や人工授精等の一般不妊治療と検査治療にかかっ
た自己負担額の 2分の 1相当額

※ 1年度あたりの上限額は 5万円で通算 2年間
申込・問合　今年度分の申請は所定の申請書（市ホームページからダウ

ンロードまたは保健センターで配布）に必要書類を添えて、令和
4年 3月15日㊋までに保健センター（℡61-1176）へ

※特定不妊治療（体外受精・顕微授精）は県の補助対象です（江南保健
所℡0587-56-2157）。

5 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

12日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

はぐろ薬局
薬剤師
奥村正幸氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

8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）

こころの相談
・あいちこころホットライン365（℡052-951-2881）
　毎日 9：00〜16：30
・よりそいホットライン（℡0120-279-338）
　毎日24時間対応（つながりにくい時間帯があります）
　ファックス（Fax0120-773-776）でも相談できます。
※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
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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

ママ友in犬山
　ママ主体のおしゃべり会です。
子育ての悩みや工夫、おうち時間
の過ごし方など女子トークしませ
んか。予約制です。
日時　 5月28日㊎10：00〜11：00
場所　保健センター
対象　市内在住の妊婦、未就園児

を子育て中の女性
定員　15人（子ども同伴可）
申込・問合　 5月21日㊎までに保

健センター（℡61-1176）へ
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

子ども図書館まつり
　人形劇、読み聞かせ、コンサートなど、子どもも大人も楽しめるイベ
ントを市立図書館で開催します。

4 月29日㊗

①春のおはなし大会（人形劇、事前申し込み制）
　人形劇サークル「もぐら」による公演、演目「おつかい」他
　時間　13：30〜14：15　場所　 2階学習室
　対象　小学生以下と保護者　定員　先着30人

5 月 8 日㊏

②おはなし会（読み聞かせ、当日先着20人）
　時間　11：00〜11：30　場所　 2階子ども読書空間
　対象　小学生以下と保護者
③手帳作りワークショップ（事前申し込み制）
　�　現在の本の作り方を学びながら、手帳作りを体験します。作った
手帳は持ち帰りできます。

　時間　13：30〜14：40�　場所　 2階ボランティアルーム
　対象　小中学生　　　�定員　先着10人

5 月 9 日㊐

④図書館コンサート〜リコーダーの音色に包まれて〜
　第 1部（子ども向け）　時間　11：00〜12：00
　　　　　　　　　　　　場所　 2階子ども読書空間
　第 2部（大人向け）　　時間　14：00〜15：00
　　　　　　　　　　　　場所　 1階フロア（開架室〜ロビー付近）
⑤ミニ工作教室（小学低学年以下向け、当日先着各20人）
　時間　10：00〜11：00、13：30〜15：00
　場所　 2階ボランティアルーム　対象　幼児、小学生

申込・問合　事前申し込み制の①と③は 4月16日㊎から直接か電話で市
立図書館（℡62-6300）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。

庄野アナウンサーと
親子いっしょに読み聞かせ
〜ヴィオラの生演奏で絵本を楽しむ〜

日時　 5月30日㊐11：00〜11：50
場所　市立図書館 2階子ども読書空間
対象　小学生以下の子どもと保護者（市内外問わず）
定員　先着25人（ 6〜10組程度）　　費用　無料
申込・問合　 4月20日㊋から直接か電話で
　　　市立図書館（℡62-6300）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。

▲東海テレビ
　庄野俊哉アナウンサー

▲子ども読書空間

▲名古屋フィルハーモニー　
　交響楽団　ヴィオラ奏者　
　寺尾洋子さん
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時間外受付

市 税 等
納 期 限

水道緊急時

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。

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
4 /20㊋、5 /18㊋19：00まで
※ 5 / 4 ㊗は開庁していません。
●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
4 /25㊐、 5 / 9 ㊐ 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）

　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 4月30日㊎
固定資産税・
都市計画税 1期・全期

介護保険料 1期

　口座振込以外の納付は、市指定
金融機関、コンビニ、アプリ、ク
レジットカード、インターネット
バンキング（ペイジー）および市
役所・各出張所でお願いします。
問合　収納課（℡44-0316）

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。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広報・広聴担当へ。
6月 1日号の締め切りは 4月16日㊎、 6月15日号は 5月 6日㊍、 7月 1日
号は 5月21日㊎。

蘭風水墨画院星風会
作品展

　にじみ、ボカシなど、墨色の美
しさを勉強している会員 9人の作
品18点を展示します。
日時　 4月19日㊊〜30日㊎
　　　（最終日15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　早川（℡62-0599）

犬山労山マップ
連続市民登山教室

　今年で 5回目の企画。安全に登
山する基礎を段階的に学べます。
日程・内容
①�5 月19日㊌　机上A　山へ行こ
う！何が必要か？準備は？

② 5月30日㊐　実践A　天
てん

王
のう

山
ざん

③�6 月 2 日㊌　机上Ｂ　山の歩き
方、地図の読み方、天候への対
応

④ 6月 6日㊐　机上ＡＢＣ
　集中講座
⑤ 6月13日㊐　実践Ｂ　位

くらい

山
やま

�
⑥�6 月16日㊌　机上Ｃ　困難やリ
スクの克服・回避、計画書作り

⑦ 6月27日㊐　実践Ｃ　傘
からか

山
さやま

⑧�7 月 4 日㊐　ステップアップ終
了講座　簡易ハーネスの作り方
と使用法など

場所・時間　机上学習は羽黒地区
学習等供用施設で19：00〜
20：30、④は10：00〜16：00

　　　※終了後に、実践の打ち合
わせがあります。

費用　テキスト代等実費が必要
申 込・ 問 合　 4月15日㊍から氏

名、年齢、電話番号（携帯
と固定）をSMSかEメール
で犬山労山マップ�宮﨑（℡
080-3282-9816��Eメールmiya

　　　1202jp@yahoo.co.jp）へ

居合道教室無料体験
　居合道は女性や高齢者に最適な
武道です。見学や無料体験を開催
しています。
日時　毎週㊐ 9：00〜11：00
場所　市武道館
問合　渡邉（℡61-4261�Eメール

sakio@mvg.b ig lobe .
ne.jp）
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第65号①

令和 2年度愛知県スポーツ協会表彰者
【スポーツ功労賞】

　（公財）愛知県スポーツ協会は毎年体育スポーツの向
上・発展に功績のあった県下の個人や団体に対して体育
表彰を行っています。令和 2年度は、犬山市から「スポー
ツ功労賞」に河村紀一氏・伊藤敏彦氏・江口みさ子氏が
選ばれました。日頃の功績、貢献をたたえられての受賞
となりました。おめでとうございます。

令和 2年度愛知県スポーツ少年団表彰者
　長年にわたりスポーツ少年団の指導者として功績の
あった方に対して贈られる愛知県スポーツ少年団表彰の
受賞者が決定いたしました。令和 2年度は、犬山市から
横井且英氏・尾辻宗幸氏・今屋昭人氏が選ばれました。
日頃の功績、貢献をたたえられての受賞となりました。
おめでとうございます。

ソフトボール協会
河村紀一氏

水泳協会
伊藤敏彦氏

バレーボール協会
江口みさ子氏

犬西FC
横井且英氏

犬西FC
尾辻宗幸氏

犬西FC
今屋昭人氏

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
●初心者弓道教室
日時　 5月 8日〜 7月17日の毎週㊏
　　　19：00〜20：45　（全11回）
場所　市弓道場
対象　�市内在住・在勤・在学で18歳以

上の人（高校弓道部部員は除く）
定員　10人
費用　5,000円（用具代・保険料を含む）
申込　�4 月15日㊍〜 5月 1日㊏に市体

育協会事務局へ（電話・FAX可）
●女性弓道教室
日時　 5月11日〜 7月13日の毎週㊋
　　　 9：30〜12：00　（全10回）
場所　市弓道場
対象　�市内在住・在勤・在学で18歳以

上の女性
定員　 5人
費用　5,000円（用具代・保険料を含む）
申込　�4 月15日㊍〜 5月 4日㊗に市体

育協会事務局へ（電話・FAX可）
●初級・中級テニス教室
日時　 5月23日〜 6月13日の毎週㊐
　　　予備日　 6月20日・27日
　　　 9：00〜12：00　（全 4回）
場所　山の田公園テニスコート
対象　�市内在住・在勤・在学で小学 5

年生以上かテニス協会会員
定員　先着20人
費用　3,000円（高校生以下2,000円）
申込　�4 月15日㊍〜 5月16日㊐に市体

育協会事務局へ（電話・FAX可）

●親（祖父母）子空手教室
　親（祖父母）子でふれあいながら楽
しく空手の練習をします。
日時　 5月29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　�4 月15日㊍〜 5月28日㊎に市体

育協会事務局へ（電話・FAX可）
●バウンドテニス教室
日時　�5 月15日㊏・29日㊏・ 6月 5日

㊏・19日㊏　13：00〜16：00
　　　�（全 4回のコース講習ですが 1

回のみの参加も可能）
場所　市武道館剣道場
対象　市内在住・在勤・在学の人
　　　（小学生参加可）
費用　 1回300円
持物　室内用運動靴・飲み物・タオル
申込　�4 月15日㊍〜 5月13日㊍に市体

育協会事務局へ（電話・FAX可）

生徒募集
●柔道教室
日時　毎週㊊㊎　19：00〜21：00
場所　市武道館柔道場
対象　年長〜一般
費用　2,000円/月
申込　練習日に直接市武道館柔道場へ
問合　犬山柔道会
　　　小川さとみ（℡61-0082）
　　　※ 1か月間無料体験あり
●剣道教室
日時　毎週㊋㊎　18：45〜21：00
場所　市武道館剣道場
対象　年中〜小学 6年生
費用　3,000円/月（兄弟割引あり）
申込　練習日に直接市武道館剣道場へ
問合　犬山剣道連盟　宮田朋尚
　　　（℡090-8322-7616）
　　　※ 1か月間無料体験あり

パート職員募集
職　　種 クリーンキーパー（清掃）
勤務場所 山の田公園・勤労青少年ホーム
勤務時間 8：15〜12：15（ 1 日 4 時間,相談に応じる）
勤務日数 月10日程度（土日含むシフト制）
募集人数 2 人程度
賃金時給 927円
交 通 費 距離に応じて支給
雇用期間 6 月 1 日〜令和 4年 3月31日
申込期間 4 月15日㊍〜30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 5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。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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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）
犬山市　フォトニュース

市ホームページで「フォトニュース」配信中！
　市内で行われた様々な行事や市民活動など、広報担
当が取材した記事を市ホームページ「フォトニュース」
に掲載しています。
　写真も内容も詳しく掲載していますので、ぜひ一度
チェックしてみてください！

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。

子どもたちの安全のために
　 2月22日、市教育委員会は、犬山交通安全協会と犬山
少年補導委員会からカラーコーン40本とコーンバー20本
を受け取りました。
　両団体は、児童生徒の登校時間帯における交通監視や
あいさつ運動等の活動を継続的に実施し、普段から地域
の子どもたちを見守っています。
　今回受け取った物品は市内小中学校で活用されます。
滝教育長は「子どもたちが安全に登校するために必要な
ものなので大変ありがたい。有効に活用します。」と話
しました。

�風味や栄養の吸収し
やすさの点から、す
りごまといりごまを
両方使用

外山さんからのメッセージ▶

名経大生の考えた
食物繊維たっぷりの給食献立
　市内にある名古屋経済大学と市は学官連携として、協
働で食育事業に取り組んでいます。その一環で、 2月に
は「名古屋経済大学生の考えた給食」が市内小中学校全
14校で提供されました。「食物繊維」をテーマに同大管
理栄養学科学生 8人が考え、市の栄養士らが選出しまし
た。提供された献立は外山結花さんの考えた「ブリのご
まごま揚げ」「豆ジャコサラダ」「縁の下の力持ち豚汁」。
　児童からは「サラダはいろんな食感が楽しめた」「魚
のごまの風味が香ばしくておいしかった」といった声が
ありました。

ブリのごまごま揚げ
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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 ℡₀₅₂-₈₅₆-₀3₁₅
（平日夜間�17：30〜翌 9：00、㊏㊐㊗24時間体制）

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】

接種時の持ち物や手順を動画にまとめました
　 2月23日、市役所で新型コロナウイルスワクチンの集
団接種訓練が行われ、市職員など55人が、接種を受ける
側とスタッフ側に分かれ、接種の流れを体験しました。
課題を抽出し、市民が安心して接種できるよう、集団接
種の流れをまとめ、市の公式Youtubeチャンネル「ONE�
CHAN（ワンチャン）」で公開しています。犬山市では
通いなれた「かかりつけ医」での個別接種と土日にでき
る集団接種による体制で実施します。

ありがとうございます
　 3月 3日、株式会社大洋工芸（本社大阪市）から足踏
み式消毒液スタンド 5基が贈られました。市内在住の同

社名古屋営業所植村課長は
「百貨店の金物の器具など
を作っており、消毒液スタ
ンドを製造した。役立てて
いただければ」と話しまし
た。このスタンドは消防署
など市施設で活用されてい
ます。

　 3月15日、車イス・介護用品の製造や卸販売を手掛け
る株式会社ミキ（本社名古屋市）からマスク2，000枚が
贈られました。芝㟢泰造社長は「物流センターが犬山市
にある縁で贈ります。学校
で役立ててください」と話
し、滝教育長は「子どもた
ちには自分のできることが、
みんなや社会に役立つこと
を話し、活用させていただ
きます」と感謝を述べました。

▲動画は
　こちらから
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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
（㊊休館、㊗の場合は翌平日休館）
※ 5 / 3 ㊗は開館、 5 / 6 ㊍は休館

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
一般書
『図書館の外は嵐』� 穂村弘
『問題のある子ども』
� アルフレッド・アドラー
『家司と呼ばれた人々』� 中脇聖
『しゃべらなくても楽しい！シニアの心
身機能アップ体操50』� 斎藤道雄
『お手軽気血ごはん』� 瀬戸佳子
『野鳥と木の実ハンドブック』� 叶内拓哉
『うんちの行方』� 神舘和典/西川清史
『65歳からのふたりごはんの愉しみ』
� 石原洋子
『ダーリンの進化論』� 高嶋ちさ子
『最後は会ってさよならをしよう』
� 神田澪
『あなたがはいというから』� 谷川直子
『十年後の恋』� 辻仁成
『波の上のキネマ』� 増山実
『アンブレイカブル』� 柳広司
『恋するアダム』� イアン・マキューアン
『科学探偵シャーロック・ホームズ』
� J・オブライエン

児童書（絵本）
『きみのなまえ』� あんずゆき
『ぼくのいのち』� 安藤由紀
『からだのなかのほん』� ハンナ・アリス

児童書
『真実を発見！科学捜査』� 石澤不二雄
『絵で見る統計』� ミレイア・トリウス
『防災にも役立つ！川のしくみ』
� 川上真哉

第63回こどもの読書週間「いっしょに�よもう、いっぱい�よもう」
　今年の標語は、1210通の応募の中から選
ばれました。
　「こどもの読書週間」は“子どもたちにもっ
と本を、子どもたちにもっと本を読む場所
を”との願いから、1959（昭和34）年に誕
生しました。もともとは、 5月 5日の「こ
どもの日」を中心とした 2週間（ 5月 1日〜14日）でしたが、子
どもの読書への関心の高まりを受けて、「子ども読書年」である
2000（平成12）年より現在の 4月23日（世界本の日・子ども読書
の日）〜 5月12日に期間が延長されました。
　60年以上前の開始当時から、図書館・書店・学校を中心に、子
どもたちに本を手渡す様々な行事が行われ、“幼少のときから書物
に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを正しく判断す
る力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なこ
とか”といわれています。
　子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読
書の大切さを考える、それが「こどもの読書週間」です。
　期間中、市立図書館でも「子どもたちに読んでほしい本の展示」
を行う予定です。

『若い人に贈る読書のすすめ』推薦図
書（公益社団法人読書推進運動協議会）
　成人式・卒業式など新たな人生の一
歩を踏み出す若い人にぜひ読んでもら
いたい本を紹介します。

『人生で大事なことは
　みんなゴリラから教わった』

山極寿一
『泣いたあとは、新しい靴をはこう。』
� 日本ペンクラブ（編）
『13歳からのアート思考』� 末永幸歩
『赤毛証明』� 光丘真理
　　　　　　　　　『金子と裕而』�

五十嵐佳子
　　　　　　　　　『ほんとうの
　　　　　　　　　　リーダーの
　　　　　　　　　　みつけかた』
� 梨木香歩

コンジュジ
木崎みつ子著

独り、過酷な現実を生きて
いる小学生のせれなの人生
に伝説のロックスター・リ
アンが舞い降りた。その美
しい人は、せれなの生きる
理由のすべてとなって…。
一人の少女による自らの救
済を描く。『すばる』掲載
を単行本化。［すばる文学
賞（第44回）］

ねこ学校のいたずらペー
ター、アンネリース・ウ
ムラウフ＝ラマチュ作

黒ねこのペーターは、ねこ
小学校の 1年生。失敗ばか
りしているけれど、学校は
楽しくて大好き。そんなあ
る日、町で大事件が…。オー
ストラリアで80年以上愛さ
れている、挿絵たっぷりの
物語。

自由帳みせて！
すずきこうせい
文・イラスト

線やマス目がないので、絵
や文字を自由にかきこむこ
とができる自由帳。友だち
の自由帳には、なにがかい
てある？現役小学生から、
かつての小学生までの100
冊以上の自由帳を紹介し
た、読んだとたんにかきた
くなる本。
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　今月から新しい年度が始まり、国
際交流員として様々なドイツ関係の
事業を企画しています。今年度の予
定は 4ページで紹介しています。
　このコラムではドイツの物事の紹
介・日独の比較・私が日本で生活を
していて感じたことなどを書いてい
ますが、今回は私の仕事の裏話を紹
介します。私は犬山市の国際交流員
としての 3年間に様々なイベントな
どを企画し、実施してきました。そ
こで多くの面白いことや勉強になる
ことを発見しました。
　たとえば、去年の秋に開催した秋
飾り作りでのことです。このイベン
トは私が企画した初めて工作をする
イベントでした。ドイツでは秋にな
ると画用紙だけでなく、どんぐりや
クリ、松ぼっくりなど自然のものを
材料に使い、飾りを作ります。この
習慣を皆さんと一緒に体験しようと

思い、企画しました。しかし、準備
を進めていくうちに予想外なことが
ありました。イベントを企画する時、
企画書を書き、広報の募集記事を作
ります。そして、材料の用意やイベ
ントの当日までの準備を基本的に全
部 1人でやります。今回は型紙や必
要なものを人数分準備しました。松
ぼっくりのハリネズミ・キツネ、画
用紙のりんご・フクロウ、毛糸で
作ったふわふわのハリネズミと時間
があれば、フェルトのキツネを予定
していました。各作品を作るために
どのぐらい時間がかかるか実際に
作ってみて計りましたが、そこで少
し失敗しました。工作に慣れた大人
にかかった時間で計算するのはいい
アイデアではなかったのです。当日、
小さな子どもたちを教えながら作る
のは思っていたより時間がかかり、
結果的に準備した種類の半分ぐらい
しかできませんでした。それでもで
きたものはとてもかわいくて、一緒
に作ることは楽しかったです。
　春のイースター飾り作りでは本物
の卵の殻に色を付け、イースター
エッグを作ります。そのため、事前
に中身を取り出した生卵が必要で、
参加者 1人に 2個の殻と予備とい
う、かなりの数を用意しなければな

らず、準備期間中は毎日卵料理を食
べることになりました。おかげで新
レシピも勉強できましたが、イベン
トの後はしばらく卵を食べたくあり
ません。
　自分で企画した事業だけではな
く、市内の学校やボランティア団体
から派遣依頼があれば、そこへ行く
こともあります。東小学校 6年生の
総合学習の授業では、修学旅行の時
の、外国人観光客に向けて児童が
作ったパンフレットにドイツ人とし
て感想を言ったり、ドイツの国や文
化を紹介したり、一緒にドイツ料理
を作ったりしました。犬山市で活動
している団体では依頼されたテーマ
について講演したり、ワインまつり
などの地域のイベントに行ったりし
たこともあります。皆さんもドイツ
について知りたいことや私が参加で
きるイベントがあればぜひ声をかけ
てください。

▲参加者の作った松ぼっくりの
　ハリネズミとキツネ

■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

■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
　※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

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

4 月18日㊐ ともこころのクリニック
竹内整形外科クリニック

62-0556
61-7311

4 月25日㊐ みどり診療所�
にわ耳鼻咽喉科�

67-3311
67-6868

4 月29日㊗ 宮崎整形外科・外科・内科�
高橋眼科�

68-0461
65-0066

5 月 2 日㊐ みどり診療所�
山本皮フ科クリニック�

67-3311
62-6855

5 月 3 日㊗ 木村内科�
ふなびきクリニック�

67-0008
62-8811

5 月 4 日㊗ 結ファミリークリニック
さとし眼科クリニック

68-3311
68-3104

5 月 5 日㊗ 岡部医院
竹内整形外科クリニック

62-7121
61-7311

※上段は内科系、下段は外科系
※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（4/29・5/3〜5は 9：30〜12：00）

と��き 医院名 電話
4 月18日㊐ 河合歯科医院� 0568-61-1409
4 月25日㊐ 植月歯科クリニック� （扶桑） 0587-93-8180
4 月29日㊗ 石井歯科室� 0568-61-8002
5 月 2 日㊐ 石原歯科医院� 0568-67-0909
5 月 3 日㊗ 大藪歯科医院� （扶桑） 0587-93-8118
5 月 4 日㊗ キャスタファミリー歯科 0568-39-6020
5 月 5 日㊗ おりの歯科� （扶桑） 0587-91-0222

※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

国際交流員の裏話



エンジョイ

49

広報犬山　令和 3年 4月1 5日号

編集発行  |  犬山市経営部企画広報課　〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36　　電話  |  0568-61-1800（代）
ホームページ  |  https://www.city.inuyama.aichi.jp/Eメール  |  010201@city.inuyama.lg.jpFAX  |  0568-44-0360

　今回は、南米にすむノドジロオ
マキザルをご紹介します。ノドジ
ロオマキザルは、水辺の森林から、
常緑樹のはえる山の雲霧林まで、
幅広い環境に生息しています。日

本モンキーセンターのノドジロオ
マキザルは、隣の部屋のフサオマ
キザルに比べて、きゃしゃな体つ
きで、体色が白と黒に分かれてい
ます。指先を器用に使い、毛づく
ろいなどの細かい操作をする姿も
見られます。
　パナマのコイバ島にすむノドジ
ロオマキザルは、石器を使います。
他に石器を使うヒト以外の霊長類
は、チンパンジーとカニクイザル、
フサオマキザルに近い仲間だけの
ようです。しかも石器を使うノド
ジロオマキザルは、コイバ島にす
むオスだけです。体重の数割にも
なる重さの石を、両手で高く持ち
あげて振りおろすという苦労のす
えに、ナッツを割って食べること
ができます。コイバ島のノドジロ
オマキザルは、地上性が強く、捕
食されるリスクが少なく、パナマ
本土に比べて食料資源が限られ
る、という 3つの要素が合わさっ

て、石器使用という珍しい行動が
出現したようです。ヒトを含む霊
長類は、それぞれの環境に合わせ、
知性を発揮することで、すむ世界
を広げてきました。
　 6月20日からは、京大モンキー
キャンパスが始まります（ 8ペー
ジ参照）。第 1回目の講師は、脳
科学の視点からヒトの知性を研究
されてきた茂木健一郎さんです。
霊長類の 1種であるヒトの知性
は、長い生物進化の歴史の上で形
作られました。サルたちの行動を
観察し、多様な研究の世界を知る
ことで、私
たちヒトに
ついて見つ
め直してみ
ませんか？

『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！

犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

給食から広がる食育
　犬山市では、給食の副食を小中学
校、子ども未来園・犬山幼稚園の各
給食室で作っています（単独調理場
方式といいます）。子どもたちは、
各校（園）で作られた、できたての
給食を味わうことができます。
　心身ともに健やかな子どもを育む
ため、成長に必要な栄養価はもちろ
ん、おいしさや安全性にも配慮しな
がら、栄養教諭・学校栄養職員、子
ども未来課管理栄養士が、献立を作
成しています。旬の食材・地元の食
材も使用し、行事食や郷土料理を提
供するなど、給食から多くの学びに
つながるよう心がけています。

県産れんこん入り
和風ミートローフ

市内善師野地区産お茶を使用した
「抹茶おから蒸しパン」

子どもたちが授業で育てた野菜を取
り入れたり、学んだ地域の伝統食を
紹介したりすることで、食への興味
関心が高まります。

給食を作る人の顔が見える環境で、
感謝の心を育みます。

28 生産者・調理員の心のこもった手作りの味

ごちそうさまでした！
給食委員の子どもたちが

調理員へあいさつ

ノドジロオマキザルから
知性の進化を考える
（公財）日本モンキーセンター

学術部長�����林美里


