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5 / 1協働プラザの愛称が「わんまるーむ」に決定しました

東京2020オリンピック聖火リレー（ 4 月 5 日犬山城下町にて）
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申込・問合　上記申込期限までに、Eメールで件名「フューチャーセッション＠犬山参加希望」とし、
氏名、電話番号を協働プラザ（℡48-1221　Eメールinfo@inuyama-plaza.com）へ

　　こちらからも申し込みできます☞

に決定しました！

協働プラザの愛称が

　まちづくりのつながる拠点としてフロイデ 1階に令和 2年 4月にオープ
ンした協働プラザ。皆さんに親しまれ愛される施設になるよう、「使いた
くなる、ワクワクする、みんなが言いやすい」愛称を 1月に募集しました。
　応募総数115件の中から10作品のノミネート作品を選出し、投票を行い
決定しました。
　たくさんのご応募ありがとうございました。

　「わんまるーむ」の愛称を考えた原尚
平さんには賞品として今井地区産のお米
「いまいまい」20㎏がプレゼントされま
した。愛称は、施設や刊行物に順次表示
される予定です。

「わん丸君」と「ワンルーム」をかけ
ました。すぐに目や手が届く「ワンルー
ム」のように、協働プラザが市民にとっ
てそんな部屋的な存在になればいいな
と思います。

　コロナ禍によりオンライン開催となり、現在は東京在住の私も毎回
参加できました。帰省も叶わない中、犬山のこれからについて皆で楽
しくお話をすることができ、具体的な目標設定もできました。今年度
もぜひ参加したいです。（参加者Yさん）

　犬山に縁ある様々な年代の方々とお話できる事にとても刺
激を受けています。私が大好きな犬山をもっと盛り上げるこ
とに関われたらと思っています。（参加者Tさん）

＼ 「わんまるーむ」で犬山の未来を語り合いませんか ／
フューチャーセッション＠犬山SEASON５〜いきいき輝く犬山とあなた〜
★フューチャーセッション＠犬山とは？
　�　犬山を舞台に何かをやってみたいと集まったメンバーが、自由に語り合い、対話から価値を生み出す「創造
的な語り場」です。多様な人の声を集め、未来志向型の会話の中から「やろうよ！」「いいね！」の声が飛び
交う活気あふれる語り場を目指しています。想像の未来から創造する未来へと変革させ、犬山の未来を自分の
未来へと繋

つな

いでいきましょう。
★SEASON 5 の今年は下記のテーマで「犬山の未来に繋

つな

がるアクション」を語り合います
　　初めて参加する人、興味のある回だけ参加したい人、連続参加したい人、大歓迎です。

場所　
「わんまるーむ」とZoom（オン
ライン開催）
※会場とオンラインを合わせた開
催を予定していますが、新型コロ
ナの状況により時間の変更やオン
ラインのみでの開催となる場合が
あります。

日時　各回19：00〜21：00

日付 テーマ 申込期限
5 月20日㊍ 対話による創造の場づくりをはじめよう 5月15日㊏

6月20日㊐ 移住、国籍、障がい…
多様性を受け入れるまちづくりとは？ 6月15日㊋

7月20日㊋ 暮らしと共存する新しい産業、
文化の波を生み出すには？ 7月15日㊍

8月20日㊎ 人の心で「バリアフリー」を実現するには？ 8月15日㊐

対象　犬山を舞台に事業や活動をしたい人（おおむね50歳未満）
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　このコーナーでは選挙への関心
が深まるよう、市内で活躍する
様々な年代の人の政治に対する考
えを紹介していきます。
問合　ゆめ選挙創造委員会事務局�
　　　総務課内（℡44-0300）

　ちまたに、「個性尊重」や「多
様性を認める」という口当たりの

いい言葉があふれています。でも、
あなたはあなた、私は私。他人が
おかしな考えでも、異論を唱える
ことは差し控える。自己責任とい
う言葉によって、困っている人が
いても自分には関係ないと割り
切ってしまう。「人それぞれ」と
いうことは、他者を切り捨てるこ
とにもつながっています。さらに、
多様性を認めるなかで、意見の対
立が起こったらどうすればいいの
でしょう？多数決によって決め
る？でも、自分が信じる意見を、
数の原理だけで否定されたとした
ら、それは納得のいくものでしょ
うか？
　私が 5年前にはじめた活動「犬
てつ（犬山×こども×大人×哲学
×対話）」は、一見自由で楽しそ
うな場にみえますが、多数決の原

理には収まらない熟議の可能性を
探ってきました。哲学対話では沈
黙が重視されます。異なる意見に
耳を傾け、ゆっくりと時間をかけ、
自分の考えを表現し、問いかけ、
お互いに納得のできる共通了解を
探ります。自分や身の回りの物事
を人と一緒に探求し、それぞれが
自分の軸を見つけだす。それが多
様性を認めることにつながるはず。
　民主主義の本質は多数決ではな
く、みんなが対等な立場で自分の
意見を語りながら、自分たちに関
わる問題について考え、決めるこ
と。多様な視点から自分の考えを
問い直す哲学対話は、社会を創造
的に生きるための大事な術です。
政治は遠いものではなく、まさに
こうした場から生まれるものにち
がいありません。

政治の夢を語ろう
犬山市ゆめ選挙創造委員会

哲学対話と熟議民主主義
「犬てつ」の試み

ミナタニ　アキ
（犬てつ主宰）

障害基礎年金等を受給しているひとり親のみなさんへ
「児童扶養手当」と「障害基礎年金等」との併給制限が見直されます

※障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金な
どのことです。それ以外の公的年金等（遺族年金、老齢年金など）については変更ありません。
2 .児童扶養手当の支給制限に関する「所得」の算定が変わります
　障害基礎年金等を受給している児童扶養手当の受給資格者の支給制限に関する「所得」として非課税公
的年金給付等（障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など）が含まれて算定されるようになります。
申請　児童扶養手当を受給するためには、市へ申請が必要です（すでに認定を受けている人は申請不要）。
※必要書類等の説明と受給資格の確認をするため、申請する本人が事前に市役所 1階子ども未来課に来て
ください。
※これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和 3年 3月
1日に支給要件を満たしている人は令和 3年 6月30日㊌までに申請すれば、令和 3年 3月分の手当から受
給できます。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

　児童扶養手当法の一部改正により、令和 3 年 3 月分（令和 3 年 5 月支払い）から児童扶養手当額の算出
方法と支給制限に関する所得の算出方法が変更されます。
1 .児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が「子の加算部分」のみに変わります
　下図のように、改正前は児童扶養手当を受給できなかった人も改正後は受給できる場合があります。

本体部分 本体部分
比較
調整 比較

調整

〈改正前〉 〈改正後〉

子の加算部分 子の加算部分

障害基礎年金等 障害基礎年金等児童扶養手当 児童扶養手当

障害基礎年金等の全体額が
児童扶養手当の額を上回る
ため、手当は受給できない 子の加算部分と

同額分は受給できない

差額を受給できる
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　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。

令和 4 年度採用市職員募集
（保育職）

『犬山市の明日のため、
市民とともに、情熱を持って

チャレンジできる職員』

　令和 4年 4月 1日採用の保育職職員を下記のとおり募集します。
【大学卒・短大卒】

募集職種 募集人数 学歴 年齢

保育職 5人程度
大学卒

昭和61年 4月 2日以降の出生者
短大卒

第 ₁ 次試験日・会場　筆記試験　 6月20日㊐　会場　犬山市役所
　　　　　　　　　　実技試験　別日程で個別実施
申込方法　犬山市職員採用試験受験申込書、受験票（市ホームページに掲載、市役所 4階総務課でも配布）を郵

送で総務課職員担当（〒484-8501　住所不要）へ
申込期間　 5月 6日㊍〜21日㊎�17：00（ 5 月20日㊍の消印まで有効）
※不正合格を働きかけるといった口利きなどの紹介行為があった場合は、即不合格となります。
※行政職（一般事務・建築・土木）、消防職、保健職は広報犬山 6月 1日号と市ホームページ　ページ番号1000627
に掲載します。
※試験会場では、換気と間隔をあけた配席を行い、新型コロナ対策をとります。
※令和 4年度職員採用に関する内容、受験資格等の詳細は、右の二次元コードから市ホームページ
に掲載している募集要項を確認してください（市役所 4階総務課でも配布しています）。
問合　総務課（℡44-0302）

姉妹都市 富山県立山町の職員が活躍中です

立山町�弥陀ヶ原（立山町提供写真）

職員交換派遣事業として、姉妹都市の富山県
立山町から平井純太さんが派遣されていま
す。犬山市では観光課で、観光案内所の運営
業務や犬山キャンペーンの宣伝業務などを担
当しています。任期は令和 4年 3月31日まで
の 1年間の予定です。
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募 集

母子家庭等
就業支援講習会

　市内在住で就業意欲があるひと
り親家庭の母や父、寡婦の人を対
象に就業支援講習会を開催します。
期間　 6月〜10月
場所　名古屋市内（名古屋駅周辺）
内容　パソコン講習（初級）、介

護職員初任者研修（通信）
定員　各20人（応募多数の場合は

抽選）
費用　無料（教材費等自己負担）
申込・問合　 5月28日㊎までに市

役所 1階子ども未来課（℡
44-0323）へ

障害者のための
就職支援
パソコンコース

　ワード、エクセル、パワーポイ
ントを学べます。ワード、エクセ
ルのMOS資格取得を目指し、就
職に向けた支援が受けられます。
日程　 7月 1日㊍〜 9月30日㊍の

毎週㊋〜㊎（㊗、 8月11日
㊌〜13日㊎を除く）

　　　 9：30〜15：30
場所　市民交流センターフロイデ
対象　身体、知的、精神、その他

の障害の人
※ハローワーク（公共職業安定所）
での求職登録が必要です。
定員　 6人
※申し込み後、面接と実技（ワー
ドで短文を見本通りに入力する）
選考があります。
受講料　6,200円（テキスト代）
申込　 6月 3日㊍までに犬山公共

職業安定所へ
問合　犬山公共職業安定所（℡61-
　　　2185）か愛知障害者職業能

力開発校（℡0533-93-2505）

市民ギャラリー
出展者

　南部公民館 1階の展示室 1（床
面積114㎡、壁面の幅30ⅿ・高さ
3.4ⅿ、展示用チェーンあり）を
市民に無料で開放します。今年度
は出展期間が例年と異なります。
期間　① 9月 1日㊌〜 5日㊐
　　　②12月 8 日㊌〜12日㊐
　　　③令和 4年
　　　　 1月19日㊌〜23日㊐
　　　④ 2月 2日㊌〜 6日㊐
　　　⑤ 3月23日㊌〜27日㊐
※展示・鑑賞時間は、 9：00から
16：30まで（初日は展示準備終了
後から、最終日は15：00まで）。
内容　自作品の個展かグループ展
※鑑賞者に著しく不快感を与える
など、公安、衛生法規に触れるお
それのある作品の展示不可
※作品の販売は不可
出展資格　市内在住・在勤の個人

またはグループ
※グループの場合は、 3分の 2以
上が市内在住・在勤の人
※希望日が重なった場合は、原則、
初めての人を優先し、話し合いま
たは抽選で決定
その他
・�5 月29日㊏13：30から申込者を
対象に南部公民館で事前打合せ
会を開催します。
・�作品の搬入と搬出、展示、監視
等は出展者が責任をもって行っ
てください。
・�作品の搬入は初日の 9：00から
です。搬出と後片付けは最終日
の16：30までに完了してくださ
い。
・�机、電源等を使用した場合は、
規定料金を負担してください。

申込・問合　 5月 7日㊎〜21日㊎
（ 9：00〜17：00　㊊休館）
までに南部公民館（℡68-
0834）へ

※新型コロナ等の影響により変
更・中止する場合があります。

不要備品を
入札方式で譲ります

　さくら工房で今後開催する予定
がなくなった教室の道具を有料で
譲ります。
品名
　・手織り機セット�12組
　・整経台（糸をそろえる台）2台
　・紙すき用電機乾燥機� 1 台
申込・問合　 5月10日㊊〜14日㊎
　　　�に市指定の入札書を直接ま

たは郵送で市民健康館（℡
63-3800）へ

※詳細は市ホームページ　ページ
番号1007516　を見てください（入
札書の様式をダウンロードできま
す）。

河川愛護モニター
よりよい川づくりのために
　国土交通省中部地方整備局では
河川の整備、利用、環境に関する
地域の皆さんの要望を十分把握
し、河川愛護思想の普及啓発を図
るため、河川愛護モニターを募集
します。
期間　 5月 6日㊍〜14日㊎
募集人員　 5人（予定）
応募資格　
・�20歳以上で木曽川上流河川事務
所管内 6河川（市内は木曽川）
の近隣に住んでいる人

・�川に接する機会が多く河川愛護
に関心のある人

手当　未定
※参考　令和 2年度月額4,580円
委嘱期間　 7月 1日〜
　　　　　令和 4年 6月30日
※制度改正等により期間満了以前
に委嘱を終了する場合があります。
問合　国土交通省木曽川上流河川

事務所占用調整課（〒500-
8801�岐阜市忠節町 5 - 1 　
℡058-251-1326）

※詳細は、木曽川上流河川事務所
ホームページ（https://www.cbr.
mlit.go.jp/kisojyo/）を見てくだ
さい。
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募 集 相 談

中部管区行政

休日急病診療所　事務員・正看護師
●事務員　①平日休日併用勤務　②休日のみ勤務
業務内容　（㊐㊗等診療日）
　　　　　�レセプトコンピュータの入力、患者への対応等
　　　　　（㊊〜㊎）�薬剤発注業務、資料作成等
勤務時間・賃金
　①月 5〜10日程度㊊〜㊎ 9：00〜17：00の間で応相談、
　　㊐㊗・年末年始・大型連休は数人のシフト制
　　時給1,000円〜1,500円
　②月 2日程度（シフト制） 8：30〜16：30　
　　日額8,000円〜8,770円
●正看護師
業務内容　診療補助等看護業務
勤務日　㊐㊗・年末年始（年間70日程度で応相談）
勤務時間　 8：30〜16：30
賃金　日額12,000円〜12,960円
【共通】
勤務場所　犬山市休日急病診療所
　　　　　（五郎丸東 1 -70）
雇用期間　採用決定後、随時
※試用期間あり。副業、ダブルワーク可。
申込・問合　市販の履歴書（写真貼付）と職務経歴書を（一社）尾北医

師会犬山支部（休日急病診療所内℡63-0953　 9：00〜17：00㊏㊐
㊗除く）へ

第15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会練習会

　大会当日において活躍できる選手の育成を目的に実施します。
　練習会の過程で監督、コーチが代表選手を選抜します。
日時　毎週㊏（ 5、 9〜11月は15：00から、 6〜 8月は16：00から）
場所　木曽川犬山緑地
対象　市内在住で大会に参加できる健康な人
部門　小学生男女（ 5・ 6年生）、中学生男女、ジュニア男女、一般男女、

40歳以上（男女不問）
※ジュニアは平成15年 4 月 2 日〜平成18年 4 月 1 日生まれの人
※一般は平成15年 4 月 1 日以前に生まれた人
費用　無料（保険は各自負担）
申込・問合　 5月31日㊊までに氏名、年齢または学年、住所、電話番号

を電話で犬山陸上競技協会　小林（℡62-7590）へ
※詳細は市ホームページ　ページ番号1005731　を確認してください。

成年後見制度
無料相談会

　成年後見制度は、認知症や知的
障害、精神障害などにより、判断
能力の不十分な人に対して、家庭
裁判所が定めた代理人が、財産管
理や施設入所、介護・障害サービ
スの契約締結や解除などを行い、
本人の利益を守る制度です。制度
の内容や利用に関することなど個
別相談に応じます。予約は不要で
す。
日時　 5月19日㊌13：00〜15：00
場所　市役所 2階203会議室
問合　　（一社）コスモス成年後見
　　　�サポートセンター愛知県支

部事務局
　　　（℡052-908-3022）　

行政相談
　 4月 1日付けで若井宗臣氏と小
澤量子氏が行政相談委員に再任さ
れました。任期は 2年間です。行
政相談委員とは、国の仕事やサー
ビス、手続きなどで、「どこに相
談してよいか分からない」、「こう
してほしい」といった意見・要望
などがあった場合に、国民と行政
とのパイプ役となる総務大臣から
委嘱された民間有識者です。
●犬山市定例相談
日時　毎月第 4㊎10：00〜15：00
場所　市役所会議室
●総務省行政相談センター
きくみみ愛知（中部管区行政評価
局）℡052-962-1100

●行政苦情110番
℡0570-090-110
㊊〜㊎ 8：30〜17：30
※受付時間外は留守録音
問合　企画広報課（℡44-0311）

●第15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会
日付　12月 4 日㊏　　場所　愛・地球博記念公園（長久手市）



7広報犬山　R3.5.1号

善意ありがとう
ございます

●福祉基金寄附金として
　ふれあいクラブ　100,000円

生 活

花の直径
5〜 7㎝

細長いへら状で
両面に荒い毛が
生えている。葉
のまわりはなめ
らか（鋸歯はな
い）。葉の横幅
は一番大きい部
分で 1㎝程度。

草丈
30㎝〜70㎝

裂片は楕
だ

円
えん

形 葉が対生

犬山市
スマホ・パソコン
無料相談

初回開催は 5 月12日㊌
　スマートフォンやパソコンなど
デジタル機器の操作方法やサービ
ス、利用方法についての無料相談
をはじめます。
　「操作方法がわからない」「一般
的な操作はできるが、デジタル活
用に関する理解やスキルが十分で
はない」などの疑問や不安がある
人は気軽に相談してください。

日時 場所

毎週月曜日
13：30〜15：30 市役所 2階

相談室②毎週水曜日
9：30〜11：30

毎週土曜日
13：30〜15：30

勤労青少年ホー
ム 2階講習室

相談員　ICTコンシェルジュ
　　　　（情報技術相談員）
定員　 1日先着 2組（電話予約制）
費用　無料
持物　相談を受けたいデジタル
　　　機器（スマホ、パソコン等）
※機器がなくても相談できます。
申込・問合　 5月10日㊊ 9：00から

電話でNPO法人いぬやま
e-コミュニティーネット
ワーク（℡62-1888�㊊〜㊏
（㊗除く）� 9：00〜17：00）へ

※申し込みは、相談希望日の属す
る月の 3か月前の初日（㊐㊗の場
合は翌日） 9：00から前日17：00ま
で受け付けします。

警察署だより
　自転車は手軽で便利な交通手段ですが、自動車と同じ「車両」です。
自転車に乗るときは法律で定められた交通ルールを守る義務があります。
ルールを守らなかった場合には罰則を科せられることもあります。
●安全に自転車を利用するために
・�自転車の通行は車道が原則、歩道は例外です。車道では左側を通行し、
歩道を通る場合は歩行者を優先し車道寄りを徐行しましょう。
・飲酒運転や二人乗り、並進は禁止です。
・安全のためヘルメットを着用し、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
・交差点では信号を遵守し、一時停止や安全確認をしましょう。
問合　犬山警察署警務課（℡61-0110）

鮮やかな黄色の花　オオキンケイギクに注意
　オオキンケイギク（キク科）は、 5〜 8月に道端や河川敷などに咲き
ます。繁殖力が強く、多年草であるため、刈り取っても生えてきて、在
来植物を駆逐するなどの悪影響を及ぼします。特定外来生物に指定され
ており、栽培・譲渡・販売・輸出入することは禁止されていますので、
他の場所で見つけても、家に持ち帰ったり、別のところに植えたりしな
いでください。
　繁茂させないようにするには、種子を地面に落とさない、もしくは種
子が付く前に駆除を行うことが大切ですが、枯れる前の運搬は禁止され
ていますので注意してください。
●駆除の仕方
　根ごと引き抜いて生育していた場
所に放置し、天日にさらして枯らし
てから指定ごみ袋に密封して指定日
に可燃ごみとして出してください。
※必ず作業する場所の所有者の承諾
を得てから作業してください。
●見た目の特徴

問合　環境課（℡44-0345）

黄色で、品種に
よっては根本部
分のみが紫褐
色。 4・ 5回不
規則に分かれて
いる。八重の品
種もある。
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生 活

地価公示価格を発表
　地価公示法に基づき、国土交通省では地価調査を毎年行っています。
　国の地価公示価格は県の基準地価格とともに、土地を取引する時の参考になるものです。

民生委員児童委員が決まりました
　欠員 2区域の民生委員児童委員が決定しましたのでお知らせします。
任期　令和 4年11月30日まで

氏名 電話番号 担当区域

松田詔次 61-3972 坂下大本町、材木町、七軒町、鵜飼町

池田英夫 68-0235 西楽田団地 4、西楽田団地 5、西楽田団地 6

※他区域の民生委員児童委員は、広報犬山 3月 1日号10・11ページに掲
載しています。
問合　福祉課（℡44-0320）

軽自動車税
納税通知書の発送

　軽自動車税（種別割）納税通知
書を 5月10日㊊に発送します。通
知書の内容を確認して納期限（ 5
月31日㊊）までに納めてください。
　なお配達には一週間程度かかる
場合があります。
問合　税務課庶務担当
　　　（℡44-0315）

●令和 2 年県の基準地価格（令和 2 年 7 月 1 日現在）

種別 所在地 1 ㎡当たり
の価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,300

2 橋爪字一丁田12番32 89,100

3 字西北野112番69 64,600

4 五郎丸字猿屋東77番17 69,300

5 上坂町 3丁目56番 1 84,200

6 善師野字伏屋13番 29,000

7 字荒井76番 3 37,800

商業地

5 - 1 天神町 1丁目 8番 133,000

5 - 2 字外屋敷82番外 68,300

5 - 3 松本町 2丁目102番 1 外 108,000

工業地 9 - 1 字味加田 1番 1外 57,700

林地 17 今井字宮下31番 1 820

●一定面積以上の土地取引には届け出が必要
　市内の市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区
域では5,000㎡以上の土地を取引（売買や交換、地上
権・賃借権の設定など）する場合は、契約締結後、
契約日を含めて 2週間以内に土地の取得者等による
届け出が必要です。
　届け出は、市で受け付け、県で利用目的を審査し
て妥当性を判断します。届け出をしないで取引した
場合は、国土利用計画法違反となり処罰されること
がありますので、注意してください。
問合　企画広報課（℡44-0312）

●令和 3 年国の地価公示価格（令和 3 年 1 月 1 日現在）

種別 所在地 1 ㎡当たり
の価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5丁目10番 90,000

2 橋爪字万願寺39番16 72,200

3 羽黒字八幡20番 5 外 55,300

4 犬山字西古券468番 55,900

5 上野新町192番 74,500

6 犬山字辰ヶ池30番 3 64,200

7 羽黒字小安101番 7 58,600

8 前原字天道新田81番173 33,000

9 字中唐曽65番22 59,100

10 松本町 3丁目29番外 104,000

11 前原字井島 5番14 62,000

12 五郎丸字狭間82番 7 外 58,400

13 羽黒字堂ヶ洞14番43 42,400

14 字横町191番 3 59,200

15 内田東町 8番 3 69,000

16 犬山字中野33番 3 59,400

17 犬山字白山平53番 7 47,500

18 字城山69番 8 58,800

商業地

5 - 1 犬山字東古券195番 2 外 99,400

5 - 2 犬山字専正寺町14番 3 89,200

5 - 3 天神町 1丁目 8番 132,000

5 - 4 羽黒字東向畑35番 4 64,300

工業地 9 - 1 字惣作 1番 2 50,200
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危険物取扱者試験

市民健康館 休館
　市民健康館では「さら・さくら
の湯」など館内施設のメンテナン
ス作業を行うため、期間中は全館
を臨時休館します。
　休館時は、交流ホールや会議室
の使用も原則として中止します。
期間　 5月17日㊊〜19日㊌
問合　市民健康館（℡63-3800）

新ごみ処理施設整備
事業に関する縦覧

　尾張北部環境組合では、犬山市、
江南市、大口町、扶桑町の 2市 2
町のごみ処理を共同して行う広域
的な施設の整備を計画しています。
この整備事業に関する 2つの縦覧
を次のとおり行います。
●環境影響評価書
　環境影響評価の結果、住民など
からの意見や環境保全に関する検
討結果などをまとめた環境影響評
価書を公表し縦覧を行います。
期間　 5月14日㊎〜 6月14日㊊
　　　 8：30〜17：15（㊏㊐除く）
場所　犬山市役所 3階環境課、江

南市役所環境課・布袋支
所・宮田支所・草井支所、
大口町役場環境対策室、扶
桑町役場産業環境課、各務
原市役所環境政策課

※江南市ホームページでも閲覧で
きます。
●都市計画変更に関する図書
　都市計画の変更について関係図
書の永久縦覧を行います。
開始日　 5月14日㊎から
　　 8：30〜17：15（㊏㊐㊗除く）
場所　江南市役所環境課
【共通】
問合　・縦覧について
　　　　江南市役所環境課
　　　　（℡0587-54-1111）
　　　・事業内容について
　　　　尾張北部環境組合
　　　　（℡0587-54-1188）

民俗文化財に関する補助金
●民俗文化財保存伝承事業補助金
　伝統行事などの保存伝承のため
の制度です。令和 4年度に伝統行
事などの道具の修理や新調、後継
者育成事業を計画していて補助金
を希望する団体は相談してくださ
い。
対象事業　継続的に行われている

祭礼、芸能、年中行事など
で指定文化財ではないもの
に関連する事業のうち、次
の①②③いずれかに該当す
るもの

①�伝統行事などに使われる用具の
保存修理事業または新調事業
②�神楽屋形などの保存修理事業ま
たは復元新調事業
③後継者育成事業
対象団体　伝統行事などを継続的

に実施している団体

【共通】
申込・問合　 5月28日㊎までに歴史まちづくり課（℡44-0354）へ

令和 3 年度　危険物取扱者試験

試験日 会場
受付期間

電子申請 書面申請

6 月 6 日㊐ 愛知大学
豊橋キャンパス 5月 8日㊏

〜17日㊊
5月11日㊋
〜20日㊍

6月20日㊐ 名古屋工学院
専門学校

7月 4日㊐ 名古屋工学院
専門学校

5月29日㊏
〜 6月 7日㊊

6月 1日㊋
〜10日㊍7月11日㊐

9月26日㊐ 名古屋工学院
専門学校

8月21日㊏
〜30日㊊

8月24日㊋
〜 9月 2日㊍

申込　電子申請の場合は、（一財）消防試験研究センターのホームページ
から申し込んでください（受付期間の最終日は17：00まで）。

　　　書面申請の場合は、願書（消防本部または消防署各出張所で随時
　　　配布）を（一財）消防試験研究センターへ郵送してください。
※新型コロナの影響により日程が変更になる場合があります。変更等の
情報は、（一財）消防試験研究センターのホームページで確認してくださ
い。
問合　消防本部予防課（℡65-3123）

●民俗文化財復旧再開事業補助金
　休止している伝統行事などを再
開するための補助制度です。令和
4年度に伝統行事などの再開に伴
う用具の修理や復元新調、後継者
育成事業を計画していて補助金を
希望する団体は相談してください。
対象事業　かつて継続的に行われ

ていた祭礼、芸能、年中行
事などで維持が困難になり
休止の状態が続いているも
のの復旧再開に関連する事
業のうち、次の①②いずれ
かに該当するもの

①�休止中の伝統行事などの復旧再
開に伴う用具の保存修理事業ま
たは復元新調事業
②�休止中の伝統行事などの復旧再
開時と以後の後継者育成事業
※伝統行事などを再開し、将来に
わたって継続することが条件で
す。一時的な復活は対象外です。
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生 活

ダウン率50％以上の羽毛布団を
無料回収しています

　市では、ごみ減量とリサイクル推進のため、羽毛布団の資源回収を行っ
ています。羽毛布団を粗大ごみとして廃棄する場合は処理手数料が必要
ですが、ダウン率50％以上の羽毛布団を下記施設へ持ち込んだ場合は、
無料で回収します。
回収場所・受付時間
・市役所 3階環境課、各出張所　㊊〜㊎（㊗除く） 8：30〜17：15
・わん丸エコステーション（都市美化センター内）
　㊊〜㊎（㊗除く） 8：30〜12：00、13：00〜15：30
　㊏（㊗除く）　 8：30〜11：30
・わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）毎月第 2㊐　 9：00〜16：00
回収対象　ダウン率50％以上の羽毛布団
※ダウン率が50％未満のものは回収できません。粗大ごみとして出すか
50㎝未満に切り可燃ごみとして廃棄してください。
※雨天時は濡らさないようにして持ってきてください。
●ダウン率の確かめ方
　品質表示に、ダウン○○％、フェ
ザー○○％といった表示があります
ので、確認してください。品質表示
がない、文字が薄くなって読み取れ
ない場合は、環境課またはわん丸エ
コステーションに相談してください。
問合　環境課（℡44-0344）

ごみ分別アプリ「さんあ〜る」
　ごみ分別の公式アプリ「さんあ〜る」は、住んでいる地区を登録する
と地区の収集日や収集品目などごみに関する様々な情報を受け取ること
ができます。
　英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピノ
語にも対応しています。
※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。
※下の二次元コードからインストールするかApp�StoreやGoogle�Play
で「さんあ〜る」と検索してください。

折りたたみ式
ごみ収集容器を支給

　カラスや猫等によるごみ散乱防
止対策として「折りたたみ式ごみ
収集容器」を必要に応じて町内会
へ支給しています。
　大きさは、大（幅約180cm、高
さ約90cm、奥行約90cm）と小（幅
約120cm、高さ約90cm、奥行約
90cm）の 2種類あります。
※支給条件があるため、設置希望
場所を市の職員が事前に確認する
必要があります。支給希望の町内
会は問い合わせてください。

問合　環境課（℡44-0344）

ごみ集積場に
出された資源物の
持ち去りは禁止

　市内のごみ集積場に出されたア
ルミ缶やスチール缶、不燃ごみと
して出された金属類等の資源物が
持ち去られているとの情報が寄せ
られています。市から収集運搬委
託を受けた者以外がごみ集積場か
ら資源物を収集することは、条例
で禁止されています。

問合　環境課（℡44-0344）

アプリのインストールは
こちらから

iOS用 AndroidOS用対応OS　iOS� 8 以上・Android�4.2以上

▲

品
質
表
示
例

問合　環境課（℡44-0344）



11広報犬山　R3.5.1号

ごみ・リサイクル　 5 月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 5 月 9 日㊐
9：00〜16：00

5 月15日㊏
9：00〜12：00

5 月23日㊐
9：00〜12：00

場所
わん丸リサイクル
小屋敷地内
（上坂公園西）

南部公民館
駐車場 市役所西庁舎

回収
品目

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

対象 市内在住の人

その他

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

●わん丸エコステーション（常設）

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

場所 都市美化センター敷地内

回収
品目

エコステーションの回収品目に加えて空きびん（無色・茶色・そ
の他）、小型家電10品目、パソコン、植物性廃食用油、ダウン率
50％以上の羽毛布団

対象 市内在住の人

その他

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

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日時 5 月 9 日㊐13：00〜16：00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内容 家具・小物類・古本などの販売

対象 市内在住の人

その他

・一部抽選品あり（抽選は14：00から）
・当日はマスクを着用してください。
・発熱など体調が悪い場合は利用を控えてください。
・ 5人ずつ入場制限を行います。
・購入品は各自16：00までに搬出してください。

● 5 月に地域で行われる資源回収
［小中学校PTA］
8日㊏　池野小学校PTA
　　　　（℡67-0544）
　　　　羽黒小学校PTA
　　　　（℡67-0046）
15日㊏　城東中学校PTA
　　　　（℡61-0501）
22日㊏　楽田小学校PTA
　　　　（℡67-1005）
29日㊏　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）
　　　　犬山北小学校PTA
　　　　（℡61-2234）
　　　　犬山南小学校PTA
　　　　（℡61-2231）
　　　　犬山西小学校PTA
　　　　（℡62-8280）

［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内�℡61-0667）
第 2・ 4㊍ 9：00〜10：00
　　　　（雨天中止）
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦�℡61-2200）
毎週㊋㊍　（社福）まみずの里
　　　　　きりり作業所
　　　　　（℡62-4733）
8 日㊏　本町町内会
　　　　（安田�℡61-4062）
15日㊏　橋爪上子供会
　　　　（近藤�℡70-1780）

［羽黒地区］
12日㊌　�羽黒子ども未来園保護者

会（羽黒子ども未来園
　　　　℡67-0129）

※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。
※日程の変更・回収等については
各団体に確認してください。
問合　環境課（℡44-0344）
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生 活
受動喫煙防止対策事業補助金
飲食店全面禁煙化補助金

　小規模事業所・飲食店を対象に、受動喫煙防止対策にかかる経費の一
部を補助します。

①受動喫煙防止対策事業
　補助金

②飲食店全面禁煙化
　補助金

対象
国等の受動喫煙防止対策助
成金（※ 1）の交付決定を
受けている市内事業所

市内の既存特定飲食提供
施設（※ 2）

対象
となる

措置

喫煙専用室、屋外喫煙所等
の設置・改修

・喫煙室等の撤去
・全面禁煙化に伴う改装
　（壁紙やカーテン等の
　改装・交換）

補助金額
対象経費から国等の助成を
差し引いた額の 1 / 2
（上限10万円）

対象経費の 1 / 2
（上限20万円）

申請
期限

国等の助成金額が確定した
日から起算して 6か月以内

改装などを実施する
1か月前まで

必要書類
等の詳細

市ホームページ
　ページ番号1007425

市ホームページ
　ページ番号1007439

（※ 1）国の「受動喫煙防止対策助成金」または全国生活衛生営業指導
センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業補助金」
（※ 2）令和 2年 4月 1日現在に営業していて客席部分の床面積が100㎡
を超えない飲食店で、資本金の額または出資の総額が5,000万円を超えな
い施設
申込・問合　上記の申請期限内に必要書類を市民健康館（℡63-3800）へ

事業所のごみは
集積場に捨てないで

　店舗、飲食店、オフィス、工場
等の事業所から出るごみはすべて
「事業系ごみ」です。町内の集積
場は「家庭系ごみ」の集積場です
ので事業系ごみは捨てないでくだ
さい。
●事業系ごみの捨て方
・�紙くず、生ごみなどは、事業系
一般廃棄物として市内の収集運
搬許可業者に依頼するか直接都
市美化センターに搬入してくだ
さい。
・�プラスチック、金属、ガラスなど
は、産業廃棄物として許可を受
けた産業廃棄物処理業者に処理
委託をしてください。
・�古紙、缶、びん、ペットボトルなど
は、資源物回収業者に依頼して
ください。

問合　環境課（℡44-0344）

新型コロナウイルス感染症に係る施策　事業者向け支援策（市独自）
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

●小規模事業者設備投資等補助金（追加実施）
市ホームページ　ページ番号1007450　

　小規模事業者（個人事業主を含む）が新型コロナ対策として取り組む感染拡大防止や販路開拓に対する
設備投資、新たな事業展開に必要な消耗品や事業PRに必要な経費の一部を補助します。
対象　犬山商工会議所の指導を受けた小規模事業者
補助金額　①設備投資　補助対象経費の10分の 9の額（上限額50万円）
　　　　　②消耗品　　補助対象経費の 2分の 1の額（上限額10万円）
　　　　　③広告宣伝　補助対象経費の 2分の 1の額（上限額10万円）
　　　　　※②③のみの事業は補助対象となりません。

●中小企業生産性革命推進事業支援補助金
市ホームページ　ページ番号1007451　

対象　国が令和 2年度第 3次補正予算事業として実施する中小企業生産性革命推進事業（ものづくり補助
金、持続化補助金、IT導入補助金）の新特別枠（低感染リスク型ビジネス枠）に該当する補助金の
交付を受けた事業者

補助金額　上記補助金の自己負担相当額の 2分の 1の額（上限額20万円）
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救急車を 1 台増車し
救急体制を
強化しました

　防衛省補助を活用して高規格救
急自動車 1台を新たに消防署に配
備し、 4月から運用しています。
購入金額　27,258,000円

問合　消防総務課（℡65-3121）

総合治水推進週間
5 月15日〜21日

　山林や田畑などには雨水を一時
的にためたり、地下に浸透させた
りする機能があり、河川への雨水
の流出量を抑える働きをしていま
す。
　しかし今日では開発が進み、地
表面がコンクリートやアスファル
トに覆われ、河川へ短い時間で多
くの雨水が入ってくるようになっ
たために、洪水の危険性が増して
います。
　また河川に入りきらない雨水に
よって低い土地での浸水被害の危
険性も増しています。
　新川流域では「特定都市河川浸
水被害対策法」に基づいて、洪水
や浸水を防ぐための取り組みを
行っています。詳細は新川・境川
流域総合治水対策協議会ホームぺ
ージ（http：//www.sougo-chisui.
jp/）を見てください。
●ビジュアルボードフェアを開催
　総合治水を皆さんに理解してい
ただくために図や写真を用いたパ
ネルの展示を行います。
日時　 6月 4日㊎〜10日㊍
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　整備課（℡44-0333）

犬山市都市緑化推進事業補助金
　県が実施する「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、市
では予算の範囲内で市民や事業者が行う優良な緑化事業にかかる経費の
一部を補助しています。事業は令和 4年 3月31日までに完了する必要が
あります。
対象事業と補助金額

事業区分 面積等要件 補助率 補助金額（千円未満切り捨て）

※上限500万円

屋上緑化・
壁面緑化

補助対象面積
が50㎡以上

補助対象
経費の
1 / 2 以内

緑化対象面積× 3万円/㎡

空地緑化 緑化対象面積×1.5万円/㎡

駐車場緑化 緑化対象面積× 2万円/㎡

生垣設置 延長が15m以上 生垣延長× 5千円/m

※上表以外にも要件がありますので、事前に問い合わせてください。
問合　環境課（℡44-0345）

犬山市森林整備地域活動支援事業補助金
　団体または法人向けに、市内の森林の持続的な管理や、森林整備への
意識向上を目的とした講座の開催などの事業にかかる経費の一部を補助
します。事業は令和 4年 3月31日までに完了する必要があります。

対象 市内で活動する団体か法人（ 1団体につき年 1回申請可）

補助金額 補助対象事業費の 2分の 1（上限50万円）

対象
となる

事業

市内の民有森林において実施する健全な森林の育成に資す
ると認める事業
（例）・�森林の保全のための整備に係る事業、除伐・間伐・

下草刈り等の森林整備活動、土地の所有者調査、
境界確定等の事前準備、機材・資材等の購入、講
習等の受講

　　・市民、地域住民、森林所有者へのセミナー等の開催

対象
となる

経費

・報償費　講師・専門家への謝礼等
・旅費　　交通費、宿泊費（ 1泊につき上限11,000円）
・需用費　�森林整備等に必要な資機材の購入費、消耗品費
　　　　　�等（資機材の購入は事業の継続的な実施が見込

まれるものに限る）
・委託費　測量等専門的な作業等にかかる部分的な委託料
・役務費　通信運搬費、保険料等
・使用料および賃借料　会場使用料、車両・機械等の賃借料

※申請を希望する団体または法人は、事前に問い合わせてください。
※この補助制度は森林環境譲与税を活用しています。
問合　環境課（℡44-0345）
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健 康

歯と口の
健康センター

　犬山扶桑歯科医師会による歯の
イベントです。感染予防対策のた
めマスクを着用して来てください。
日時　 6月 6日㊐ 9：30〜11：30
場所　南部公民館 1階展示室
内容　歯科健診（年齢制限なし）、

フッ化物塗布（12歳以下）
※市民は無料で受けられます。
問合　保健センター
　　　（℡61-1176）

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　① 5月13日㊍
　　　② 5月20日㊍
　　　各13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　①�ハートクリニックさわ

だ　澤田敬久氏
　　　　②�くりきメンタルクリニ
　　　　　ック　栗木隆司氏
定員　なし（当日先着順）
※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。
問合　市民健康館（℡63-3800）

ウォーキング講座
　ウォーキングは手軽で生活習慣
病予防にも効果的な運動です。歩
き方を見直して健康づくりにつな
げませんか。
日時　 5月26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20人
費用　無料
持物　健康手帳、室内用運動靴、

飲み物
※動きやすい服装で来てください。
申込・問合　 5月11日㊋から電話

で市民健康館（℡63-3800）
へ

※新型コロナの影響により延期・
中止する場合があります。

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
どの動作に制限が出るなど、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。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。毎日実践すれば、
膝痛、腰痛なども軽減できます。
日時　 6月 2日㊌10：00〜11：30
場所　市民健康館�交流ホール
講師　健康運動指導士
　　　長谷川弘道氏
定員　先着16人
費用　300円
持物　健康手帳、室内用運動靴、

飲み物
※動きやすい服装で来てください。
申込・問合　 5月12日㊌から電話

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

大人の
風しんワクチン
予防接種の助成

対象者　接種日に市内在住で、風
しんワクチン（麻しん風し
ん混合ワクチン含む）の接
種歴、風しんの既往歴がな
く、次の①②両方に該当す
る人

①�令和 3年 4月 1日〜令和 4年 3
月31日に風しん抗体検査を受け
て免疫が不十分と判断された人

※県では 4月 1日から令和 4年 3
月11日㊎まで無料で風しん抗体検
査を実施しています。詳細は江南
保健所（℡0587-56-2157）へ。
②�妊娠を予定または希望している
女性（経産婦、妊婦を除く）

接種期間　令和 4年 3月31日㊍
　　　　　まで
手続期間　令和 4年 4月 8日㊎
　　　　　まで
※医療機関にて接種後、保健セン
ターで手続きをしてください。
対象ワクチン　風しん単独ワクチ

ン、MR（麻しん風しん混
合）ワクチン

助成回数　 1回
助成額　接種費用の半額
　　　　（上限5,000円）
※生活保護世帯・非課税世帯の人
は全額
申請に必要なもの
　�領収証の原本（風しんワクチン
の接種がわかるもの）、風しん
の抗体が陰性であることがわか
る書類、預金通帳、本人確認書
類

※生活保護・非課税世帯の人は、
接種前に保健センターで助成券発
行の手続きをすると、窓口での支
払いが必要ありません。事前に、
風しんの抗体が陰性であることが
わかる書類、本人確認書類を持っ
て保健センターへ来てください。
問合　保健センター（℡61-1176）
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高 齢 者

子 育 て

5 月に
満85歳になる人へ

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

クシー料金助成の対象とな
る人を除く）

枚数　 5月申請は26枚交付
持物　対象者の顔写真（縦 4㎝×

横 3㎝） 1枚、健康保険証
などの本人確認書類

ひとり親家庭等手当
のお知らせ

　児童扶養手当（ 3〜 4月分）を
5月10日㊊に振り込みます。受給
している人は預貯金通帳で確認し
てください（支払通知書は送付し
ていません）。
　次回の定期支払いは、 7月を予
定しています。
※児童扶養手当はひとり親家庭等
への手当です。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

問合　高齢者支援課（℡44-0325）

▲

見
本

県立特別支援学校
体験入学

　県教育委員会では、来年度に
小・中学校、高等学校入学予定で、
障害のあると思われる子どもとそ
の保護者を対象に、特別支援学校
の体験入学を実施します。
　次の体験入学日以外にも随時相
談を行っていますので気軽に連絡
してください。
●知的な発達に遅れのある子ども
日時　小学部
　　　 9月10日㊎・14日㊋
　　　中学部
　　　 9月 8日㊌・15日㊌
　　　高等部見学会　 6月 8日㊋
場所　一宮東特別支援学校
　　　（℡0586-51-5311）

●手足の不自由な子ども
日時　小学部
　　　 9月 8日㊌・10月12日㊋
　　　高等部見学会　 6月 3日㊍
場所　小牧特別支援学校
　　　（℡73-7661）

●病気で入院している子ども
日時　 7月14日㊌・10月26日㊋
場所　大府特別支援学校
　　　（℡0562-48-5311）

●盲学校
日時　随時実施
場所　名古屋盲学校
　　　（℡052-711-0009）

●聾
ろう

学校（説明会のみ）
日時　幼稚部　 6月15日㊋
　　　小学部　 6月 8日㊋
　　　中学部　 6月 9日㊌
　　　高等部　 6月10日㊍
場所　一宮聾学校
　　　（℡0586-45-6000）

【共通】
申込・問合　電話で体験入学先の

学校へ

早期教育相談
子育てで気になることのある人へ
　県教育委員会では、子育てで気
になることのある人、子どもに障
害があると思われる人、子どもの
就学について相談したい人など向
けに早期教育相談（予約制・無料）
を実施します。
日時　 8月 3日㊋・ 4日㊌
　　　10：00〜16：00
場所　一宮市尾西生涯学習センタ
　　　ー（一宮市東五城備前12）
対象　 0歳から来年度に小学 1年

生になる子ども（ 6歳まで）
とその保護者

申込・問合　 6月15日㊋までに市
役所 3階学校教育課（℡44-
0350）へ

※学校教育課や校区小中学校でも
早期からの相談を随時受け付けて
います。

県立一宮東特別支援
学校からのお知らせ

①たんぽぽ相談（教育相談）
　子どもの発達が気になる、ある
いは障害のある子どもの養育・教
育で不安のある保護者や教職員
は、無料で利用できます。相談内
容については秘密を厳守します。
日時　㊋・㊎13：00〜16：00（㊗除く）
②小学部・中学部　学校説明会
　障害のある子どもの保護者等を
対象に学校説明会を開催します。
来年度就学予定の子どもがいる人
は参加してください。
日時　小学部
　　　 6月 2日㊌10：00〜12：00
　　　中学部
　　　 6月 3日㊍10：00〜12：00
【①②共通】
場所　一宮東特別支援学校
申込・問合　電話で一宮東特別支

援学校（一宮市丹羽字中山
1151- 1 �℡0586-51-5311�㊊〜

　　　㊎� 9：00〜17：00�㊗除く）へ
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子 育 て 5 月の子育て支援事業

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

★児童センター　　季節にあわせた手遊びや工作などをして遊びます。（犬山西児童センター�℡62-3041）

★子育て支援センター　　親子で楽しく遊びましょう。
申込・問合　開催日の前日までに各開催場所に電話で申し込んでください。
　　　　　　東児童センターさんにぃれ（℡66-5700）、市民健康館（℡63-3817）

対象 事業名 日時 開催場所 内容

0 歳の子ども 赤ちゃんサロン 5月26日㊌
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ 体操・絵本など

3〜 5か月の子ども すくすくタイム 5月11日㊋
10：30〜11：30 市民健康館 あやし遊び・絵本

6か月〜 1歳未満の子ども さくらっこ
　ひよこ

5月21日㊎
10：30〜11：30 市民健康館 親子ふれあい遊び・お話

1歳〜 1歳 6か月の子ども さくらっこ
　あひる

5月28日㊎
10：30〜11：30 市民健康館 親子ふれあい遊び・お話

令和 3年 4月 1日以前に 2歳の
誕生日を迎えた未就園の子ども わくわくっこ 5月20日㊍

10：30〜11：30 市民健康館 英語で遊ぼう・絵本

未就園の多胎児
または多胎児の妊婦 にこにこタイム 5月12日㊌

10：30〜11：30
東児童センター
さんにぃれ 親子遊び・情報交換

★相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日（㊋㊗除く）10：00〜16：00※㊐は12：00まで 犬山市子育て支援センター（℡66-5700）
（東児童センターさんにぃれ内）

毎日（㊏㊐㊗除く）10：00〜15：00 橋爪子育て支援センター（℡61-7533）
（橋爪子ども未来園内）

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

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

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

子ども未来課（℡44-0324）
（市役所 1階）

発達支援
（要予約）

5月14日㊎・25日㊋　　 3歳児〜中学生
① 9：15〜　②10：45〜　③13：00〜　④14：30〜　

子ども未来センター（℡61-1295）
（保健センター 1階）

すくすく❣

いぬまる

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

●子育て広場「ぽんぽこ」
対象　 0歳〜未就園の乳幼児とその保護者
日時　毎週㊊〜㊎（㊗除く）10：00〜15：00
場所　羽黒・楽田・犬山西・城東・犬山南
　　　各児童センター

●パパもあそぼう
対象　未就園の乳幼児と父親
日時　 5月15日㊏10：30〜11：30
場所　犬山西児童センター
内容　運動あそび
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東海円空彫り研究会
作品展・実演

　円空仏の「ほほえみ」に魅せられ
心を込めて彫った作品を展示しま
す。仏師による実演も行います。
日時　 5月10日㊊〜16日㊐
　　　 9：00〜17：00
場所　旧磯部家住宅展示室
費用　無料
問合　水野（℡090-3955-0200）

犬山こども
長唄クラブ
体験会・発表会

　体験会は小学 4年生以上の親子
が対象です。費用は無料です。詳
細は右の二次元コード
からホームページを見
てください。
●小鼓の体験会
日時　 5月14日㊎18：30〜19：00
場所　塔野地公民館
定員　先着 6人
●笛の体験会
日時　 5月23日㊐14：00〜15：00
場所　堀部邸
定員　先着20人
※15：30〜16：30には犬山こども長
唄クラブの発表会があります。予
約が必要です。
●長唄三味線の体験会
日時　 5月28日㊎17：30〜18：45
場所　塔野地公民館
定員　先着 6人

きらきらママ教室
　産後のママのためのバランス
ボールを使った教室です。子ども
はスタッフが見守ります。
日時　 6月16日㊌ 9：45〜11：30
場所　保健センター
対象　産婦（産後 2〜 6か月程度）
定員　先着10組
費用　無料
持物　飲み物、汗拭きタオル、お

むつなど子どもに必要なも
の

※運動できる服装で来てください
（室内用運動靴は不要）。
申込・問合　 5月17日㊊から保健

センター（℡61-1176）へ

犬山里山学センター
森もり広場

　 5月16日㊐に里山学センターで
環境学習「森もり広場」を開催し、
2つの講座を実施します。

●生きものみっけ「花を調べよう」
　里山学センター周辺で自然観察
をします。
時間　 9：30〜11：00
定員　先着 5家族
費用　 1家族100円
●お楽しみ工作
　小枝や木の実（里山の材料）を
使ってストラップや笛等を作りま
す。
時間　 9：30〜11：30
　　　（ 1家族30分程度）
※先着順に案内します。
定員　先着 6家族
費用　 1人100円
【共通】
対象　年中以上の子どもとその親
申 込・ 問 合　 5月 1日㊏ 9：00か

ら、氏名、住所、電話番号
を直接または電話で里山学
センター（塔野地字大畔364

　　　- 2 �℡65-2121）へ
※持ち物などの詳細は申込時にお
伝えします。

申込・問合　山田（℡090-1479-75
　　　31　nem2-kaho@docomo.
　　　ne.jp）へ

『にこっと
　まるっとまつり』
体験＆YouTube視聴

　犬山市で子育てからひろがる
“はじめのいっぽ”を応援する「に
こっと」の、10の活動内容がま
るっとわかる体験（視聴）ができ
る機会です。誰でも無料で参加で
きます。
日時　 5月30日㊐10：00から、11：

00から（各回 1時間程度、
同じ内容です）

場所　エナジーサポートアリーナ
　　　（市体育館） 2階
定員　各回先着30人
※YouTube視聴は定員なし
申込　右の二次元コー

ドからホームペ
　　　ージより申し込

んでください。
問合　NPO法人にこっと事務局

（Eメールnicotto.or@gmail.
com）　

第1回
スポGOMI大会
in犬山

　 1チーム 3人（大人 1人以上）
で申し込んでください。先着30
チーム限定です。
※ 3月21日開催予定でしたが雨天
により延期して開催するものです。
日時　 5月30日㊐10：00〜12：00
対象　市内在住・在勤・在学の人
申込　 5月16日㊐までに、下の二

次元コードから
LINEオープン
チャットで申し
込んでください。

問合　犬南おやじの会（Eメール�
kennanoyazy@gmail.
com）

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15日号の締め切りは 5月 6日㊍、7月 1日号は 5月21日㊎。
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5 月は赤十字運動月間です

「救うを託さ

〜被災者に寄り添って〜
　赤十字は災害時には被災者の声に耳を傾け、心に寄り添った救護活動を実施
いたします。
　平時には、過去の大規模災害での経験を活かし、地域の自助力、共助力の向
上を図り、将来発生が危惧される南海トラフ地震などの災害による被害を減ら
す取り組みを行っています。
　こうした活動は皆様から寄せられる活動資金により支えられており、犬山市
では 5〜 7月に町内会を通じて皆様から社資（活動資金）を募集しています。
その資金は犬山市の災害時の備蓄品などの購入にも充てられます。皆様のご支
援をお願いします。

皆さまからの大切なご支援は

日本赤十字社はこのような活動を行っています

災害救護活動
いつ、どこで発生するか
予測できない自然災害や
航空機事故などの人為災
害。迅速に医療救護活動
を展開するために日頃か
ら近隣県支部や他機関と
連携し、災害時に必要な資機材の配備、救援物資の備蓄を
しています。

国際活動
世界192の国と地域
に世界的ネットワー
クをもつ人道支援機
関として、災害や病
気で苦しんでいる人
を救うため、救援活
動や保健衛生活動等を世界的に展開しています。

救急法などの講習
救急時の手当や事故
防止に必要な知識技
術を学ぶ 4つの講習
会を県内各地で開催
するほか、学校、
PTA、会社、町内会
や自主防災組織など
団体からのご依頼にあわせた講習にボランティア講習指導
員を派遣しています。また、コロナ禍の中、オンライン環
境での講習も開催し、継続的な普及を行います。

青少年赤十字
「健康・安全」「奉仕」
「国際理解・親善」の 3
つの実践目標を掲げ、県
内1080以上の加盟校にお
いて学校教育の場で世界
の平和と人類の福祉に貢
献できる青少年の育成に取り組んでいます。

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

問合　日本赤十字社愛知県支部（℡052-971-1591）



19広報犬山　R3.5.1号

れている。」
活動に
大切に使わせていただきます。

　犬山市においても、犬山市赤十字奉
仕団（団員数40人）が防災講習会や地
域でのボランティア活動などを行って
います。
　現在、犬山市赤十字奉仕団で
は団員を募集しております。皆
さまの活動へのご参加をお待ち
しております。
　詳細については下記まで問い
合わせてください。
問合　福祉課（℡44-0320）

■赤十字ボランティア
　「犬山市赤十字奉仕団」 赤十字の活動は多くのボランティアに支えら

れています。地域に根差した活動を行う「地
域赤十字奉仕団」、特技を生かした「特殊赤
十字奉仕団」、若者を中心とした「青年赤十
字奉仕団」が活躍しています。

赤十字ボランティア

医療事業
名古屋第一赤十字病院（中村日赤）、
名古屋第二赤十字病院（八事日赤）で
は、地域の中核的な病院の役割を果た
すほか、国内外の災害時には医師や看
護師を派遣します。

看護師養成
日本赤十字豊田看護大学では、赤十字
の人道の理念のもと、最先端の看護知
識・技術を身に付け広く社会に貢献で
きる赤十字看護師を養成しています。

血液事業
愛知県赤十字センターでは病気やけが
で輸血を必要とする方々のため、広く
献血についての理解を求め多くの方の
ご協力をお願いし、安全な血液を安定
的に医療機関へ届けています。

令和 2 年度新型コロナウイルス
感染症対策事業
・新型コロナウイルスの 3つの顔
・コロナ禍における子どもたちへの
　学習支援機器の配布
・感染防止啓発教材の作成
・災害用備蓄品の配備および
　医療機器の整備

〜赤十字活動資金の流れ〜
ご家庭・団体・法人の皆様
　自治会・町内会等のご担当者さまやボランティアの皆さまがご依頼。

犬山市役所
　各地域でご協力いただいた活動資金が各出張所などを通じ集まります。

日本赤十字社愛知県支部
　活動資金のご協力は日本赤十字社の事業に大切に使わせていただきます。

これからもご協力をお願いします

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

様々な活動を動画でご覧ください。
YouTube公式チャンネルはこちら
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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）

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】

長年の活動に栄誉　本の楽しさを子どもたちに
　市内橋爪の自宅で「どんぐり文庫」を主宰する古川よ
し子さんが、子どもの読書を推進する長年の活動が認め
られ、 3月 1日に（公財）伊藤忠記念財団の「子ども文
庫功労賞」を受賞しました。「どんぐり文庫」で多くの
子どもたちに本のすばらしさを伝えてきた古川さんは、
子ども未来園などで読み聞かせボランティアとして活動
を続けるなか、近年は読み聞かせボランティアの講師と
して後進の育成にも力を注いでいます。
　古川さんは「子どもたちに自分の手で本をとって“一
人読み”ができるようになってほしいという思いで29年
間活動してきました。賞をいただけて、とても励みにな
ります。」と思いを語ってくれました。

大縣神社梅まつり
　毎年、紅白のしだれ梅約320本が咲き誇る大縣神社で
は今年も 2月21日から 3月21日に梅まつりが開催されま
した。新型コロナの影響により、豊年祭を含め、期間中、
ほとんどの行事は中止となったものの、おおむね天候の
よい日に恵まれ、ひと月で約50,000人が美しい花と香り
を楽しみました。梅まつり期間中は限定の御朱印もあり、
「 3」が並んだ「令和 3年 3月 3日」は、御朱印を求めて、
列ができていました。

子ども読書空間で
読み聞かせをする
古川さん▼
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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。
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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！

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）

野菜づくりを通して誰もが笑顔になるように
　楽田三ツ塚地区にある耕作放棄地は、NPO法人シェイ
クハンズが運営する「いぬやまコミュニティ農園」とし
て活用され、一角ではヤギ 2頭が放し飼いされています。
　 3月20日、ヤギのお披露目と野菜の種まきの会があり、
外国につながりのある子どもや、大学生、地域の親子、
ボランティアなどが集まり、ニンジンの種を協力しなが
らまきました。シェイクハンズの松本里美代表は「野菜
づくりを通して、高齢者や地域の人の生きがいにつな
がったり、ヤギを見に来た子ども連れ、地域に住む外国
人家族、畑の手入れに訪れたボランティアなど、コロナ
禍でも多世代、多文化の交流の場になっていったりする
といいなと思います。」と話しました。

日南市姉妹都市提携20周年
　 3月24日、宮崎県日南市との姉妹都市提携20周年を記
念し、オンラインで歓談会が行われ、日南市﨑田市長と
山田市長、そして両市の交流に尽力する日南市姉妹都市
友好協会、東海日南会の役員ら 6人が出席しました。山
田市長は「コロナ後は行政だけでなく、犬山城下町での
日南焼酎まつりのような、民間同士の産業交流も定着さ
せていきたい」と話していました。
　日南市から記念品として飫

お

肥
び

杉
すぎ

のキッズチェア 7脚が
贈られ、市立図書館 2階子ども読書空間で活用されます。

◀日南市

犬山市▶
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■各種相談コーナー（無料）
内容 日時 場所 その他

市　民 毎日（㊏㊐㊗除く）
8：30〜17：00 市役所 1階市民相談室 ㊌㊎ 8：30〜16：00は

手話通訳利用可

行　政 5月28日㊎10：00〜15：00 市役所 1階市民相談室 ―

登　記 5月12日㊌13：00〜15：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

不動産・空き地・空き家 5月18日㊋13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

行政書士 5月26日㊌13：30〜15：30 市役所 2階相談室② 当日先着順

住宅（要予約） ㊊〜㊎（㊗・年末年始除く）
（予約により決定）

相談者宅など
（予約により決定）

予約は直接または電話で市役所
2階都市計画課（℡44-0331）へ

人　権
5月 8日㊏13：00〜16：00
6 月 1 日㊋10：00〜12：00、
　　　　　13：00〜16：00

南部公民館会議室 3 ―

年　金 毎週㊋・㊎（㊗除く）� 9：30〜
16：30（12：00〜13：00は休憩） 市役所 2階相談室①

市役所 1階保険年金課窓口で
当日受付
（先着12人、受付 8：30〜16：00）
※年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年金出張相談（要予約）

5月27日㊍10：00〜15：00
（12：00〜13：00は休憩、
1人30分間、奇数月のみ開催）

市役所　会議室
予約は 5月17日㊊〜21日㊎ 8：30
〜17：15に電話で保険年金課年金
担当（℡44-0328）へ（先着16人）

消費生活 毎週㊊〜㊍（㊗除く）
13：00〜17：00（受付16：30まで）

市役所 1階相談室
（℡44-0398） ―

弁護士による消費生活
法律（要予約） 5月21日㊎13：00〜16：00 市役所 2階203会議室 予約は市役所 3階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 5月19日㊌13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 予約は前日までに市役所 3階産
業課（℡44-0340）へ

内　職 毎週㊋（㊗除く）
9：00〜12：00

市役所 1階相談室
（℡44-0340） ―

いちサポによる就職相談
（要予約）

① 5月12日㊌10：00〜16：00
② 5 月27日㊍13：00〜16：00

①ハローワーク犬山
②市役所 2階相談室②

予約はいちのみや若者サポート
ステーション（℡0586-55-9286）へ

市民活動 ㊊〜㊏ 9：00〜17：00 フロイデ 1階「わんまるーむ」
（℡48-1221） ―

くらし自立サポート
センター

（生活困窮者相談）

毎週㊊〜㊎
（㊗・年末年始除く）
8：30〜17：00

福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

6月 3日㊍ 9：00〜12：00
（ 1 人20分間） フロイデ 1階社会福祉協議会

予約は 5月 6日㊍13：00から
電話で社会福祉協議会
（℡62-2508）へ（先着 6人）

身体障害者当事者
による相談 5月12日㊌10：00〜15：00 身体障害者活動センター

ふれんど（℡61-8008） ―

知的障害者保護者
による相談

5月10日㊊・24日㊊
10：00〜12：00 市役所 1階相談室 ―

青少年の悩み相談 毎日（㊏㊐㊗除く）
9：00〜17：00

市役所 3階文化スポーツ課
青少年センター（℡44-0353） ―

児童生徒の不登校相談室 毎日（㊏㊐㊗除く）
9：00〜17：00

フロイデ内適応指導教室
「ゆう・ゆう」（℡63-0502
�相談専用℡39-5522）

―

児童虐待に関する
情報提供

毎日（㊏㊐㊗除く）
8：30〜17：15

市役所 1階子ども未来課
（℡44-0322）

電話（℡61-6288）は24時間対応
つながらない場合は児童相談所
虐待対応ダイヤル「189」（無料）へ

ひとり親自立 毎日（㊏㊐㊗除く）
9：00〜16：00

市役所 1階子ども未来課
（℡44-0323） ―

ポルトガル語・
スペイン語　外国人 毎週㊎13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―

英語・タガログ語・
中国語　外国人 5月 7日㊎13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―
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の都市計画道路は、都市の骨格とな
る基盤施設で、市民生活や地域経済
にとって大変重要であり、その整備
状況によって、都市の発展も影響を
受けます。

富岡荒井線とは？
　「富岡荒井線」とは、富岡新町交
差点を起点に南下し、JA愛知北犬
山支店前〜日の出住宅中央〜羽黒高
見交差点〜楽田長塚地内〜楽田東子
ども未来園西側〜エナジーサポート
（株）前〜名古屋経済大学東側を経
由し、小牧市側へと抜ける都市計画
道路で、昭和46年に都市計画決定さ
れています。

富岡荒井線の重要性
　市内の幹線道路網の中で、南北を
縦断して通り抜けできる道路は、主
要地方道「春日井各務原線（旧
41）」が主となっており、特に朝晩
の車の集中などにより、何箇所かで
慢性的な渋滞となっています。また、
南北軸の主要道路が渋滞すること
で、東西軸の道路網への負荷や、生
活道路への通過車両の流入など、
様々な悪影響も出ています。
　こうした課題に対応し、状況を改

善するため、南北を縦断するもうひ
とつの幹線道路として、「富岡荒井
線」を開通させることは重要であり、
市民生活や地域経済の発展という意
味で、極めて事業効果の高い路線で
す。

すべての用地を取得できました
　現在の整備状況は、楽田のエナ
ジーサポート（株）へ抜ける手前の
約750mが未開通となっていますが、
本年、道路用地をすべて取得するこ
とができました。道路整備は、必要
な用地が確保できるかどうかにか
かっており、すべての用地が取得で
きたことで、昭和60年代からの念願
であった開通へ目処が立ちました。
　これも、この富岡荒井線の整備に
あたり、関係するすべての地権者の
皆様が、ご理解ご協力いただいたお
かげです。心より感謝申し上げます。
ありがとうございます。

いつ開通するの？
　物件移転など関係者と丁寧に調
整・対応し、議会で関連予算をお認
めいただければ、令和4年12月末の
開通を目指し、工事を進めてまいり
ます。

道路の役割とは？
　道路は、人や物資等の円滑な移動
を確保するための交通機能、街並み
を形成するための市街地形成機能、
災害時の物資輸送や避難路を担う防
災機能、上下水道・ガス・電気など
のライフラインを敷設する収容空間
機能など、多様な機能を有していま
す。

都市計画道路とは？
　都市計画道路は、広域的な交通処
理機能や市街地内の空間形成等に配
慮して配置されており、将来の道路
整備に必要な区域をあらかじめ明確
化し、その予定区域の土地利用に一
定の制限を課している道路です。こ

都市計画道路
「富岡荒井線」の

開通に向けて
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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

■犬山市の人口と世帯（ 4月 1日現在）
人口 73,268人 （− 397人）

男 36,403人 （− 243人）�

女 36,865人 （− 154人）

世帯 31,497世帯 （＋ 197世帯）

（　 ）は前年同月との比較

■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

（ 5 / 3 〜 5 は 9：30〜12：00）
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

5 月 2 日㊐ みどり診療所 67-3311 山本皮フ科クリニック 62-6855 石原歯科医院 0568-67-0909
5 月 3 日㊗ 木村内科 67-0008 ふなびきクリニック 62-8811 大藪歯科医院 0587-93-8118
5 月 4 日㊗ 結ファミリークリニック 68-3311 さとし眼科クリニック 68-3104 キャスタファミリー歯科 0568-39-6020
5 月 5 日㊗ 岡部医院 62-7121 竹内整形外科クリニック 61-7311 おりの歯科 0587-91-0222
5 月 9 日㊐ 木村内科 67-0008 竹内皮膚科クリニック 62-7511 河田歯科医院 0568-61-0428
5 月16日㊐ 結ファミリークリニック 68-3311 たくや整形外科 69-1800 キトウ歯科医院 0568-62-2580
※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。
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　「なぜ400年近くも続けることが
できたのですか？」
　社会科の教科書で、愛知県の古
くから残る伝統や文化として「犬
山祭」があることを知りました。
そこで、 1月に私たちと犬山祭保
存会とでオンラインでの授業を行
いました。

　学習問題「なぜ犬山祭は400年
も続いてきたのか」について、イ
ンターネットや資料集を使って調
べた後に、努力や苦労、続けてき
た人々の思いについて調べるため
に色々質問しました。
　「地域に住む人々の絆があるか
らこそ続けることができた」「100
年後も続けていたい」「犬山の
人々や観光客の方に楽しんでほし
い」という思いで続けてきたなど、
犬山祭を続けることができた理由
を教えてもらいました。その他に
も、祭りの保存、継承に多くの費
用が必要だから、市民の理解が必
要であることなどを学びました。
　授業の最後には、犬山祭が現在
抱えている課題として、人手不足
や若い担い手が少ないこと、資金
の面で苦労していることなどを聞
き、「何か良いアイデアはないで

すか」と問いかけられました。
　私たちが考えたアイデアです。
・�からくり等の継承を習い事と位
置付け、月謝でお金を集める

・SNSで協力を呼び掛ける
・�地域の学校で毎年「犬山祭」の
授業を行う

・AIロボットの活用
・ゆるキャラや冊子を作る
・謎解きなどのゲームを企画する
・�募金やクラウドファンディング
をしてお金を集めて、返礼品で
町をPRする
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LOOK

犬山祭
（一社）犬山祭保存会

ずっと大切にしたい犬山祭

名古屋市立稲永小学校　 ₄ 年
（名古屋市港区）

侑
ゆう

奈
な

ちゃん
令和 2年 2月生まれ

あっという間に
1歳だね。これからも
元気に育ってね！

透
と

羽
わ

ちゃん
令和 2年 3月生まれ

パパとママの宝物！
これからいっぱい
思い出作ろうね！

春
はる

陽
ひ

ちゃん
令和 2年 3月生まれ

いっぱい笑って
いっぱい食べて

すくすく育ってね！

彩
い

栞
おり

ちゃん
令和 2年 3月生まれ

かわいい笑顔が大好きだよ！
たくさん遊んで
大きくなろうね！

　抽選で 4人の写真を翌々月の広報犬山 1日号に掲載します。
次回掲載予定　 7月 1日号　　対象　令和 2年 4月・ 5月生まれの赤ちゃん　　応募締切　 5月20日㊍

1 歳になる記念に赤ちゃんの写真をのせませんか 応募はこちら


