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住宅関係  補助制度  たくさんあります！ 事前の申請をお忘れなく！

●犬山への定住を考えている人へ

●空き家の管理・活用、ご相談ください

●その他
〇土砂災害特別警戒区域改修補助
〇がけ地近接等危険住宅移転補助
〇狭あい道路整備費補助
〇吹付けアスベスト対策費補助

　子育て世代が住宅の新築や購入、市内業者に依
頼しリフォームをする際の補助です。令和 3年度
から多子世帯（子が 3人以上の世帯）は20万円上
乗せの補助を受けられます。

〇ふるさと定住促進サポート事業補助
� ページ番号1000332
市内に住む親世帯の近くで暮らすため市外から転
入する際の補助です。
上限：同居は60万円、近居は20万円
（多子世帯は20万円上乗せ）

〇働きて定住促進サポート事業補助
� ページ番号1003139
市内で働いていて市外から転入する人が対象です。
上限：20万円（多子世帯は20万円上乗せ）

〇住宅リフォーム補助� ページ番号1005049
子育て世代が市内業者に依頼し、リフォームする
際の補助です。
上限：同居は30万円、同居以外は10万円
（多子世帯は20万円上乗せ）

〇危険空き家解体工事費補助� ページ番号1006587
壊れそうで危険な空き家（評価基準100点以上）で、
市内業者が解体を行うものが対象です。
上限：20万円

〇空き家利活用改修費補助� ページ番号1004213
空き家バンクに 6か月以上登録されている物件
を、市内業者がリフォームする際の補助です。
上限：40万円、公共的利用の場合は80万円

屋根が著しく変形　50点

樋がない　10点

外壁破損　15点

柱が傾斜　25点

評価値100点以上の
危険空き家とは

基礎がない　20点

●空き家バンク� ページ番号1003291
　現在登録されている犬山市内の空き家を紹介し
ています。

問合　都市計画課（℡44-0331）

●安全、安心して住み続けるために
　昭和56年 5 月31日以前に着工された住宅が対象
です。

〇木造住宅無料耐震診断� ページ番号1000321
住宅が地震に対してどれくらいの強度があるか無
料で診断します。

〇木造住宅耐震改修費補助� ページ番号1002056
地震に対する安全性の向上を目的として実施する
補強工事で、判定値を1.0以上とする耐震改修工
事に対し補助します。
上限：100万円

〇木造住宅除却費補助� ページ番号1002706
耐震性の無い住宅を除却する際の補助です。
上限：20万円

〇ブロック塀等安全対策事業費補助
ページ番号1005120

道路に面している部分の撤去で市内業者が行うも
のが対象です。
上限：20万円

〇その他
・木造住宅段階的耐震改修費補助

ページ番号1002056
・耐震シェルター整備費補助� ページ番号1002057
・非木造住宅耐震診断費補助� ページ番号1006610
・地区集会施設耐震診断費補助

※　ページ番号� 　は、市ホームページの番号です。
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催 し

低所得のひとり親の子育て世帯への給付金
　新型コロナウイルス感染症による影響が⻑期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実
情を踏まえた⽣活の⽀援を行う観点から、「子育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦（ひとり親世帯分）」を⽀給し
ます。
対象　①令和 3年 4月分の児童扶養手当が⽀給される人（申請不要です）
　　　②公的年⾦を受給しており、令和 3年 4月分の児童扶養手当の⽀給が全額停止される人
　　　　（申請が必要です）
　　　�※過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和 3年 4月分の児童扶養手当の⽀給が全額停止され

たと推測される人も対象となります。
　　　③�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人

と同じ水準となる人（申請が必要です）
※すべての対象について、児童扶養手当の受給資格を満たしていることが前提となります。
給付金額　児童 1人あたり 5万円
申請期限　（②③のみ） 5月17日㊊〜令和 4年 2月28日㊊（毎月第 1・第 3㊋は、19：00まで受付延⻑）
必要書類　②本人と扶養義務者の平成31年 1 月〜令和元年12月の収入・年⾦額がわかる書類
　　　　　③本人と扶養義務者の令和 2年 2月以降の収入がわかる書類
　　　　　②③共通　本人確認書類（運転免許証など）、本人名義の通帳または振込先が確認できるもの
　　　　　※児童扶養手当を申請していない人は⽀給要件がわかる書類も必要です。
　　　　　対象となるか聞き取った後に、申請の案内をします。詳細は問い合わせてください。
給付時期　① 4月28日㊌に振り込みました。対象の人で振り込まれていない人は問い合わせてください。
　　　　　②③申請受付後、随時⽀給します。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

新型コロナウイルス感染症に係る施策（子育て世帯向け支援）

木曽川うかい 6 月 1 日開幕

　名勝木曽川で1300年前から伝わる伝統的な漁法「木曽川うかい」が 6
月 1日に開幕します。
　ライトアップされた犬山城を望み、心地よい風を感じながらの遊覧と、
かがり火の幻想的な雰囲気の中で鵜

う

匠
しょう

が鵜を巧みに操る、伝統の技をみ
ることができます。
　また、全国で唯一の昼鵜飼も実施していますので、ぜひふるさとの文
化財を体感してください。
日時　 6月 1日㊋〜10月15日㊎（昼鵜飼は原則㊋㊍㊏㊐運航）
　　　昼鵜飼　食事付　　11：30〜13：50
　　　　　　　食事なし　12：30〜13：50
　　　夜鵜飼　 6〜 8月　食事付　　17：45〜20：15
　　　　　　　　　　　　食事なし　19：00〜20：15
　　　　　　　 9〜10月　食事付　　17：15〜19：45
　　　　　　　　　　　　食事なし　18：30〜19：45
場所　木曽川うかい乗船場
　　　（名鉄犬山遊園駅東口より徒歩 3分）
費用　昼鵜飼（食事なし）大人3,000円、小人1,500円
　　　昼鵜飼（食事付）大人5,000円、小人3,600円
　　　夜鵜飼（食事別途）大人3,000円〜、小人1,500円〜

●夜の鵜飼　市民優待割引
　（観覧船乗船）
　予約時に「市民割引利用」と伝
えてください。当日は免許証など
市内在住を示すものを乗船受付窓
口に提示してください。
費用　大人2,500円（通常3,000円）、
　　　小人1,250円（通常1,500円）、
　　　 3歳以下無料
※食事付プランあり。別途料⾦が
必要です。
※代表者 1人で 5人まで割引可。
他割引との併用・団体利用不可。
申込・問合　木曽川観光（株）
　　　（℡61-2727）へ
※予約の詳細はホームページ（ht
tps://kisogawa-ukai.jp/）を見
てください。

市ホームページ　ページ番号1007685
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募 集

生 活

「緑のカーテン講座」
参加者

　暑い夏を快適に過ごし、家族み
んなで豊かな植物の実りも楽しむ
ことができるよう、プランターの
選び方、植え付け、日常管理など、
初心者にもわかりやすくアドバイ
スします。緑のカーテンの効果や
⽣育方法の講義後、実際にアサガ
オやゴーヤの苗をプランターに植
えます。植えた苗はプランターご
と持ち帰り、自宅で緑のカーテン
として設置できます。
日時　 6月 5日㊏10：00〜11：30
場所　犬山里山学センター
対象　市内在住の人
定員　10人
持物　軍手
申込・問合　 5月18日㊋から犬山

里山学センター（℡65-2121
　　　 9：00〜17：00㊊休館）へ

きこえのサポーター
養成講座（全 3 回）

　携帯ホワイトボードを使って、
聞こえない人と筆談でコミュニ
ケーションしてみませんか。
日時・内容　各日10：00〜12：00
① 6 月 5 日㊏
「聞こえない人の話を聞こう」
② 6月12日㊏
「携帯ホワイトボードを作ろう」
③ 6月19日㊏
「筆談でコミュニケーションして
みよう」

場所　市民交流センターフロイデ
303会議室ほか

対象　聴覚障害者福祉やボラン
ティア活動に関心がある人

　　　（親子での参加も可）
※要約筆記有。手話の必要な人は
申込時に申し出てください。
費用　無料
定員　先着10人
申込・問合　 5月28日㊎までに氏

名・住所・電話番号・年齢
を犬山市社会福祉協議会ボ
ランティアセンター（℡62

　　　-2508　 Fax62-9923　Eメー
ルvolunteer＠inuyama-
welfare.net）へ

国際交流員による
ドイツ語講座

初級コース（全10回）
　今年の 2月に中止となったコー
スの続きです。教科書の第10課（分
離動詞）からスタートします。自
己紹介や簡単な会話ができる人で
あれば、今回のコースから受講で
きます。日常会話に使う表現や、
文法を楽しく勉強しましょう。
日時　 6月 4日・11日・18日・25日、
　　　 7月 9日・16日・30日、
　　　 8月 6日・20日・27日の㊎
　　　各日18：45〜20：15
※天候や新型コロナの影響により
休講になる場合があります。
※本コースの続きを 9月に予定し
ています（詳細は広報犬山 8月15
日号に掲載予定）。
場所　市民交流センターフロイデ

203会議室
講師　市国際交流員
　　　カタリナ・カウフマン氏
対象　15歳以上
定員　先着14人
費用　8,000円（教科書代を除く）
教科書　「MenschenA1.1」
　　　　Kursbuch（定価1,900円）
　　　　（各自購入）
申込・問合　 5月17日㊊〜27日㊍

に、①郵便番号・住所②氏
名（ふりがな）③携帯電話
番号または昼間連絡のつく
連絡先を、直接または
ファックスかEメール（件
名「ドイツ語講座（初級）」）
で犬山国際交流協会事務局
（℡48-1355� 9：00〜17：00�
㊏㊐㊗第 2・4㊊除く Fax48

　　　-1356　Eメールiia＠grace.
　　　ocn.ne.jp）へ

日本モンキー
センター写生大会

期間　 5月31日㊊まで
費用　入園料のみ
持物　画材（画用紙はビジターセ

ンターでお渡しします）
問合　日本モンキーセンター（℡

61-2327）
※申し込み方法など詳細はホーム
ページ（http://www.j-monkey.
jp/）を見てください。

経済センサス-
活動調査

　 6月 1日を基準日として令和 3
年経済センサス-活動調査を実施
します。市内すべての事業所・企
業が対象です。調査票は、 5月か
ら順次調査員が配布するほか、国
から直接郵送で届きます。
　回答の際は、インターネットで
の回答にご協力ください。
問合　総務課（℡44-0300）
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相 談

駐
車
場

市役所

立体
駐車場

入口

土のう配布場所

N

市消防団員新役員
●今年度の役員（敬称略）
団⻑　　⻑瀨昭二
副団⻑　大澤誠治　安達芳郎

分団名 分団長 副分団長

第 1分団 土屋吉伸 山本和伸

第 2分団 池戸昭夫 水谷偉俊

第 3分団 野村好哉 河村和也

第 4分団 奥村亮治 齊木　努

第 5分団 鈴木智博 宮川正司

第 6分団 宮島直也 村井　隼

女性分団 部⻑　寺西勢津

問合　消防総務課（℡65-3122）

消費者トラブルに
気をつけて

公式サイトだと思ったら模倣サイ
トだった
　有名家具店の公式サイトだと思
い、ソファが約 2万円と安くなっ
ていたので購入した。受注メール
が届かないので改めてサイトを確
認したところ、URLが公式サイ
トと違っており、模倣サイトだと
気づいた。

（70代男性）
アドバイス
　有名企業等の公式サイトによく
似た模倣サイトで商品を注文し、
代⾦を⽀払ってしまったという相
談が寄せられています。模倣サイ
トでは、日本語などが明らかにお
かしいものもありますが、最近で
は見分けがつかないほどよく似て
いるものもあります。販売価格が
大幅に値引きされている場合など
は、模倣サイトの可能性が高く、
注意が必要です。模倣サイトで
カード決済をしたことに気づいた
ときは、すぐにカード会社に連絡
をしましょう。

6 月 1 日は
人権擁護委員の日

　隣近所のもめごと、家族間の問
題、体罰やいじめ、職場でのセク
ハラ、DV等でお悩みの人は、気
軽に相談してください。

人権擁護委員はあなたの街の身
近な相談パートナーです。
様々な人権侵害など皆さんの問
題解決のお手伝いをしています。
相談は無料で秘密は厳守します。

問合　市民課（℡44-0303）

●特設人権相談
日時　 6月 1日㊋
　　　10：00〜12：00
　　　13：00〜16：00
場所　南部公民館会議室 3

●全国共通相談ダイヤル
　（ 8：30〜17：15（㊏㊐㊗除く））
みんなの人権110番
　℡0570-003-110
子どもの人権110番
　℡0120-007-110（通話料無料）
女性の人権ホットライン
　℡0570-070-810

●インターネット人権相談
　https://www.jinken.go.jp/

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　 5月21日㊎、 6月18日㊎
　　　13：00〜16：00
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

土のうを配布します
　台風や豪雨による風水害への備
えとして、土のうの配布を行って
います。必要な人は、下図配布場
所に設置してある土のうを各自、
自由にお持ち帰りください。申請
書等は不要です。
配布期間　 5月17日㊊〜28日㊎
　　　　　 8月16日㊊〜30日㊊
　　　　　 9：00〜17：00
※㊏㊐も配布しています。
配布数　 1世帯あたり20個まで
　　　　（年度内 1回まで）
※袋のみ必要な人は事前に防災交
通課に相談してください。
※配送、返却はできません。
配布場所　市役所立体駐車場西側
　　　　　（下図参照）

※駐車場内での積み込み作業で
す。安全には十分ご注意ください。
※駐車券の無料処理については、

平日は 1階受付、土日は日直室で
行ってください。
※突然の豪雨で、土のうを用意で
きない場合は緊急対応として、浸
水する場所をべニア板で塞ぐ、ブ
ルーシートを巻いたプランターで
塞ぐなど、身近なもので緊急対応
することも可能です。
問合　防災交通課（℡44-0346）
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健 康

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　 6月 1日㊋13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　黒川すこやかクリニック
　　　　黒川孝志氏
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。

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　 6月10日㊍13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　市民健康館
相談員　くりきメンタルクリニッ

ク　栗木隆司氏
定員　先着 4人
　　　（要予約、初回優先）
費用　無料
申込・問合　 6月 7日㊊までに市

民健康館（℡63-3800）へ

6 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

16日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

はぐろ薬局塔野地店
薬剤師
原宏太郎氏

②アルコール・飲酒
　に関する悩み相談

12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。）
※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

「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」のセットをプレゼントしま
す（景品は郵送します）。
　詳細はアプリ内の「お知らせ」
を見てください。
期間　 5月24日㊊〜30日㊐
対象　市内在住・在勤の人
申込方法　イベント終了日までに、
　　　アプリ内申し込みフォーム

に必要事項を記入して、送
信

※ 4万歩達成前でも申し込みでき
ます。
※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。

ダウンロードはこちら
【iPhone】

【Android】
※利用には、まずGoogleFit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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初心者向け
中高年男性料理入門

　高齢者のみの世帯や 1人暮らし
の人が増えています。いざという
時に困らないよう料理の基礎から
学んでみませんか。
日時　 6月18日㊎・25日㊎、 7月

2日㊎・ 9日㊎・16日㊎
　　　（全 5回）
　　　各回 9：45〜12：30
　　　（受付 9：30から）
場所　市民健康館
対象　市内在住の男性で特に調理

をしたことがない人
※過去に受講した人は受講できま
せん。
講師　食の改善推進員
内容　ご飯の炊き方、だしの取り

方等料理の基本から応用ま
で

定員　 8人
費用　各回600円程度（材料代）
※初回は調味料代等別途必要。
持物　健康手帳、筆記用具、マス

ク、エプロン、手拭きタオ
ル、三角巾・バンダナなど
頭を覆うもの

申込・問合　 5月21日㊎〜 6月10
日㊍に市民健康館（℡63-
3800）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。

からだ・こころ
すっきりヨガ

　「手軽に運動を始めてみたい」
「疲れたこころをリフレッシュし
たい」人におすすめの教室です。
日時　 6月10日㊍10：00〜11：30
場所　武道館（犬山北古券16-1）
講師　理学療法士　間中麻耶氏
定員　先着15人
費用　 1人300円
持物　飲み物、汗拭きタオル、ヨ

ガマット（なければバスタ
オルでも可）

※動きやすい服装で来てください。
申込・問合　 5月27日㊍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、変
更・中止する場合があります。

体力に自信がない人
のための筋力
トレーニングルーム

　最近体力がなくなったと感じて
いる人、いつまでも元気で過ごす
ために筋力を維持したいという人
向けの教室です。
　椅子やボールを使用した自宅で
できる筋力トレーニング方法を仲
間とともに楽しく学びませんか。
日時　第 1回� 6 月25日㊎
　　　第 2回� 7 月 9 日㊎
　　　第 3回� 7 月30日㊎
　　　第 4回� 8 月27日㊎
　　　第 5回� 9 月10日㊎
　　　第 6回� 9 月24日㊎
　　　第 7回�10月 8 日㊎
　　　14：00〜15：30
　　　（全 7回）
※第 1回と第 7回では体力チェッ
クも行います。
場所　市民健康館
講師　健康運動指導士等
対象　65歳以上で要⽀援・要介護

認定および介護予防・⽣活
⽀援サービス事業を受けて
いない市民（過去に同講座
を受けたことのない人を優
先）

定員　先着15人
費用　2,100円（第 1 〜 7回に300

円ずつ集⾦します）
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。更衣室はありません。
※体調のチェックやマスク着用な
ど感染予防対策をお願いします。
※新型コロナの影響により、延
期・中止する場合があります。
申込・問合　 6月 2日㊌〜18日㊎

に市民健康館（℡63-3800）
　　　へ（電話可）

成人歯科健康診査
　歯の健康を守るため、歯の健康
診査を受けましょう。
　対象者には 5月下旬に無料券を
送付します。受託歯科医院へ事前
予約して健診を受けてください。
期間　 6月 1日㊋〜12月28日㊋
　　　（医療機関の休診日は除く）
対象　今年度中に30歳、40歳、50

歳、60歳、70歳になる人
問合　市民健康館（℡63-3800）

緑内障検診
　緑内障は40歳以上の約20人に 1
人がかかっているといわれ、ほと
んど自覚症状がないため、放って
おくことで、失明することがあり
ます。早期の検査をすることが大
切です。
　対象者には 5月下旬に受診券を
送付します。下記医療機関へ事前
に予約して受診してください。
期間　 6月 1日㊋〜12月28日㊋
　　　（医療機関の休診日は除く）
対象　今年度中に40歳、50歳、55

歳、60歳、70歳になる人
受託医療機関　犬山駅西病院、こ

ばやし眼科、さとし眼科ク
リニック、総合犬山中央病
院、高橋眼科、宮田眼科

費用　800円
問合　市民健康館（℡63-3800）
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令和 ₃ 年度　各種検診等のお知らせ 問合　市民健康館（℡63-3800）

　新型コロナの状況に応じて、中止、変更する可能性がありますので、最新情報は市ホームページで確認するか
問い合わせてください。
※検診日に犬山市に住民登録がない人は検診を受けることができません。

がん検診
　勤務先等でがん検診を受診する機会のない市内在住の人が受診できます。

個別がん検診（医療機関で受診する検診）

種類 胃がん 大腸がん 肺がん 前立腺がん 子宮頸がん 乳がん

対象年齢
（　）は国が特に受診を

推奨する年齢

30歳以上
（バリウム：40〜69歳、
　胃カメラ：50〜69歳）

35歳以上
（40〜69歳）

35歳以上
（40〜69歳） 50歳以上

20歳以上
2年に一度
（20〜69歳）

40歳以上の女性
2年に一度
（40〜69歳）

検査方法 バリウム（直接撮影）
または胃カメラ 検便 X線撮影 血液検査 細胞診 マンモグラフィ

検診料
社会保険等加入 3,800円 1,100円 1,000円 1,000円 1,700円 1,700円

犬山市国保加入 1,900円 550円 500円 500円 850円 850円

持物 ①健康手帳　②健康保険証

検診実施期間 6 月 1 日㊋〜12月28日㊋　　休診日を除く　※医療機関へ直接事前予約をしてください。

地区 医療機関名 電話番号 胃バリウム 胃カメラ 大腸 肺 前立腺 子宮 乳（MMG） 肝炎 胃がんリスク

犬
山

あいちせぼね病院 20-9105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安藤医院 61-0316 ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○

樹クリニック 62-3101 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

犬山駅西病院 61-2017 ○ ○※ 1 ○ ○ ○ × × ○ ○

岡部医院 62-7121 × × ○ ○ ○ × × × ○

黒川すこやかクリニック 61-0083 × × ○ ○ ○ × × ○ ○

城南クリニック 61-0132 × × 〜12/11○ 〜11/30○ 〜12/11○ × × 〜12/11○ 〜12/11○

総合犬山中央病院 62-8111 ○ ○※ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ハートクリニックさわだ 62-5556 × × 〜12/17○ 〜12/17○ 〜12/17○ × × 〜12/17○ 〜12/17○

松村クリニック 61-1488 ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○

村上内科 62-2201 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

吉田内科クリニック 62-9222 × 〜10/30○ 〜10/30○ 〜10/30○ 〜10/30○ × × 〜10/30○ 〜10/30○

城
東

安藤クリニック 62-8881 ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○

くわばらクリニック 61-1118 ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○

ふなびきクリニック 62-8811 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

マザークリニックハピネス 63-4103 × × × × × ○ × ○ ×

羽
黒

木村内科 67-0008 ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○

さとう病院 67-7660 ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○

みどり診療所 67-3311 〜11/30○ × 〜11/30○ 〜11/30○ 〜11/30○ × × 〜11/30○ 〜11/30○

宮崎整形外科・外科・内科 68-0461 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

宮田医院 67-5566 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○

【個別検診のできる医療機関一覧】
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集団がん検診（検診バス等で受診する検診）

種類 胃がん※ 2 大腸がん 乳がん（マンモグラフィ） 子宮頸がん

対象年齢
（　）は国が特に受診を

推奨する対象年齢

30歳以上
（40〜69歳）

35歳以上
（40〜69歳）

40歳以上の女性
2年に一度
（40〜69歳）

20歳以上
2年に一度
（20〜69歳）

検査方法 バリウム（間接撮影） 検便 マンモグラフィ 細胞診

検診料
社会保険等加入 �900円 500円 1,000円 �600円

犬山市国保加入 450円 250円 500円 300円

※ 2 胃がん検診は、治療中の病気のある人、75歳以上の人は集団検診ではなく、個別（医療機関）がん検診の利
用をお勧めします。（誤飲、転落、腸閉塞などの危険を避けるため）

地区 医療機関名 電話番号 胃バリウム 胃カメラ 大腸 肺 前立腺 子宮 乳（MMG） 肝炎 胃がんリスク

楽
田

いたつ内科クリニック 67-6333 ○ ○※ 1 ○ ○ ○ × × ○ ○

カワムラ整形外科 67-1134 × × ○ ○ ○ × × ○ ○

たくや整形外科 69-1800 × × ○ ○ ○ × × ○ ×

結ファミリークリニック 68-3311 × × ○ × ○ × × ○ ○

※ 1胃カメラの検査を受ける場合、次の医療機関では新型コロナ対策として事前検査を行いますので、別途料⾦
が必要です（検診料が免除される人も事前検査費用は必要です）。新型コロナの流行状況に応じて変更する場合
があります。詳細は各医療機関に問い合わせてください。
　〇犬山駅西病院　検査日の 3日前にPCR検査を行う場合があります。別途18,000円（税込）
　〇総合犬山中央病院　検査日の 2日前に抗原定量検査を行います。別途8,184円（税込）
　〇いたつ内科クリニック　検査当日に抗原定性検査を行います。別途6,600円（税込）

【おねがい】個別がん検診は一日に受け付けできる人数に限りがあるため、検診期間の後半になると受診でき
ない場合があります。早めの受診をお願いします。

予約方法　先着順ではありません。希望者多数の場合は抽選。
　市民健康館へ直接または電話で申し込んでください。事前に日程を決めて申し込んでください。申込時には、
健康手帳が必要です。電話の場合は、手元に健康手帳を準備のうえ電話してください。
申込期間　 5月24日㊊〜28日㊎　　受付時間　 8：30〜17：00
※定員に満たない場合は 6月21日㊊から（各検診日の 3日前まで）市民健康館窓口で受け付けします。

市民健康館
住所　犬山市大字前原字橋爪山15番地 2　　電話　℡0568-63-3800
※申し込み初日は、電話回線が混雑し、つながりにくいことがあります。先着順ではありま
せんので、期間内に再度、電話してください。

※申し込んだ人には、 6月下旬に受診決定通知書と問診票等を郵送します。検診実施日の 1週間前までに届かな
い場合は市民健康館へ電話してください。

検診日（会場） 胃がん 乳がん（マンモグラフィ） 子宮頸がん 大腸がん

7 月 2 日㊎（市民健康館） 午前 午前（ 8：45〜11：00） 午前（ 9：00〜11：00）

検便の提出があります。
提出日・会場は申込後
に郵送する受診決定通
知書を見てください。検
体容器も同封します。

7月 6日㊋（南部公民館） 午前 午前（ 9：20〜11：00） 午前（ 9：30〜11：00）

7 月11日㊐（市民健康館） 午前 午前（ 8：45〜11：00） 午前（ 9：00〜11：00）

7 月14日㊌（市民健康館） 午前
午前（ 8：45〜11：00）

午後（13：15〜15：00） 午後（13：30〜15：00）

【夏の集団がん検診日程】
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無料　乳がん（マンモグラフィ）検診・子宮頸がん検診

　次の対象者には 5月下旬（予定）に無料券を送付します。個別がん検診は 8ページの医療機関へ、集団がん検
診は 9ページのとおり市民健康館に予約してください。詳細は無料券に同封の案内を確認してください。
対象　【乳がん検診】　昭和55年 4 月 2 日〜昭和56年 4 月 1 日⽣まれ
　　　【子宮頸がん検診】　平成12年 4 月 2 日〜平成13年 4 月 1 日⽣まれ
場所　個別がん検診医療機関一覧（ 8ページ参照）または集団検診会場（ 9ページ参照）
持物　無料券、健康手帳、健康保険証

集団がん検診予約時の注意点

〇同時に実施している検診は同時受診が可能です。大腸がん検診の検便も他の検診受診時に提出できます。
〇胃がん検診当日の受付時間は受診決定通知書で案内します（時間の指定はできません。受付指定時間が11時
となる場合もあります）。乳がん、子宮頸がん検診の検診当日の受付時間は 9ページの表の時間です。
〇大腸がん検診をキャンセルする場合は、検体容器を返却してください。

がん検診受診時の注意点（個別がん検診・集団がん検診共通）

◆ 4月 1日〜令和 4年 3月31日に対象年齢になる人が受診できます。
◆検診当日は、健康手帳と健康保険証を確認しますので必ず持ってきてください。
　健康手帳交付場所：市民健康館・保健センター・各出張所・市役所 1階保険年⾦課
　　　　　　　　　　（ 8：30〜17：00㊏㊐㊗を除く）
◆検診の結果「要精密検査」となった場合は、必ず精密検査を受けてください。
・毎年『要精密検査』と判定される人、自覚症状のある人は、市の検診ではなく健康保険証を持って直接医療
機関で受診してください。
◆胃がん・肺がん・乳がん（マンモグラフィ）検診は、X線撮影による検査のため、妊娠中および妊娠の可能
性のある人は受診できません。
◆市の検診の対象にならない人が検診を受けると、実費等が請求されることがあります。
【乳がん・子宮頸がん検診を希望する人】
・乳がん（マンモグラフィ）検診と子宮頸がん検診は 2年に 1度です。昨年市の検診（個別または集団検診）
を受けた人は受けられません（ただし、今年度無料券対象の人は受けられます）。
・乳がん（マンモグラフィ）検診は、ペースメーカーやVPシャントを入れている人、妊娠中の人、授乳中ま
たは母乳分泌のある人、乳房形成手術を受けている人は受けられません。
・妊娠中の人で子宮頸がん検診を希望する人は妊婦健診を利用してください。
・授乳をやめて 6か月を経過していない人は集団検診を受診できません。

がん検診料の免除（個別がん検診・集団がん検診共通）

下記のいずれかに該当する人は、がん検診の検診料が免除されます（②の人は、胃がんリスク検診も免除され
ます）。
　対象　①後期高齢者医療保険加入者　②⽣活保護世帯の人　③世帯全員が非課税の人
　持物　保険証等身分の証明できるもの
※①後期高齢者医療保険加入者は後期高齢者医療被保険者証を医療機関の窓口で提示してください。
※②生活保護世帯の人は、受診時、医療機関受付で⽣活保護世帯であることが証明できるもの（休日・夜間等
受診証等）を提示すると、医療機関で申請ができます。
※③世帯全員が非課税の人は「健康診査等実費免除申請書」の提出が必要です。 6月 1日㊋から市民健康館、
保健センターで申請を受け付けます（郵送可。詳細は市民健康館へ電話で確認してください）。交付に日数が
かかる場合がありますので受診日より前に手続きしてください。
※②③の人で令和 3年 1月 2日以降に転入した人は、令和 3年 1月 1日時点に住民票があった市町村で交付さ
れた課税証明書が必要です。
※胃がん検診胃カメラの検査で必要となる新型コロナの事前検査費用は免除されません。
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肝炎検査（B型・C型）
　無料で受けられます。検査前に必ず本人か家族が市民健康館へ受診履歴を確認の上、医療機関へ個別に予約し
てください。
対象　昭和57年 4 月 1 日以前⽣まれで、今までに市の肝炎検査を受けたことがない市内在住の人
持物　健康手帳、健康保険証
実施期間　 6月 1日㊋〜12月28日㊋　　場所　個別検診のできる医療機関一覧（ 8ページ）参照

胃がんリスク検診
　ピロリ菌に感染していないかを調べるヘリコバクター・ピロリ抗体検査と胃の粘膜の健康状態を調べるペプシ
ノゲン検査の 2種類の血液検査を組み合わせた検診です。
対象　昭和57年 4 月 1 日以前⽣まれで、次の要件に該当しない市内在住の人
　　　①市の胃がんリスク検診を受けたことがある人
　　　②現在、ピロリ菌除菌治療中の人、もしくは除菌治療を受けたことがある人
　　　③現在、食道・胃・十二指腸に関する疾患で治療中または手術歴がある人
　　　④明らかな上部消化器症状があり、胃や十二指腸の疾患が強く疑われる人
　　　⑤腎不全及び腎機能障害の人
　　　⑥プロトンポンプ阻害薬を服用中または 2か月以内に服用した人
　　　⑦勤務先等でヘリコバクター・ピロリ抗体検査、ペプシノゲン検査を受ける機会のある人
定員　80人（定員になり次第、締め切り）　　費用　自己負担額　1,000円
持物　胃がんリスク検診票（＊）、一部負担⾦預かり書（＊）、健康手帳、健康保険証
　　　（＊）は市民健康館で交付するものです。
実施期間　 6月 1日㊋〜12月28日㊋　　場所　個別検診のできる医療機関一覧（ 8ページ）参照
申込　 5月20日㊍10：00〜市民健康館にて申し込み（持ち物　健康手帳、健康保険）
　　　※電話でも申し込みできます。健康手帳を手元に準備して電話してください。

胸部レントゲン検査（バス検診）　※申込不要、費用無料
対象　昭和57年 4 月 1 日以前⽣まれで、次の要件に該当しない市内在住の人
　　　①妊娠中の人
　　　②結核・肺がん、呼吸器系疾患で治療中の人
　　　③結核検診・肺がん検診で精密検査を受けたことのある人
　　　④ 4か月以内に胸部レントゲン撮影を受けた人
　　　⑤職場などで健診を受ける機会のある人
　　　⑥個別検診（医療機関で行う検診）で今年度肺がん検診を
　　　　受診した人、受診予定の人
持物　健康手帳
※バスに一度に入ることのできる人数が制限されます。衣類の着脱時間短縮のため、無地（柄付き不可）のTシャ
ツやタンクトップで来てください。

　39歳以下健康診査、秋の集団がん検診（乳がん検診、子宮頸がん検診）については、広報犬山 8月15日号
に掲載予定です。

検診等受診時のお願い（新型コロナウイルス感染症の感染防止）

※受診前に自宅で体温を測定してください。受診時はマスクを着用してください。
※次の①〜③に 1つでも該当する人は受診を見合わせ、体調の良い日に受診してください。
①�受診日を含め、過去 2週間以内に発熱（平熱より高い体温あるいは体温37.5℃以上）、倦怠感、喉の痛み、咳、
息苦しさ、味覚、嗅覚異常（味、においがしない）、下痢等、風邪症状があった人
②受診日を含め、過去 2週間以内に新型コロナウイルス感染症患者や濃厚接触者と接触があった人
③海外への渡航歴があり、帰国後 2週間以内の人

日時 会場

7 月14日㊌
9：00〜11：00

市民健康館
13：30〜15：00

7 月15日㊍
9：30〜11：00

南部公民館
13：30〜15：00
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高 齢 者健 康

骨密度チェック
　骨密度が低下すると、骨粗しょう症を発症し骨折しやすい状態となり
ます。特に、妊産婦や閉経後の女性は骨密度が低下しやすいため、測定
してみることをお勧めします。
　節目の年を迎える女性は優先的に申し込みができます。

節目の年を迎える女性の測定 一般の測定

日時 6 月16日㊌� 9：30〜11：30
（申し込み順のため時間は指定できません）

場所 市民健康館

対象

市内在住で令和 3年度に40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、
70歳に達する女性
（令和 2年 6月以降に
　骨密度チェックをした人を
　除く）

市内在住の20歳以上の人
（令和 2年 6月以降に
　骨密度チェックをした
　人を除く）

定員 先着50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 5 月25日㊋ 8：30から 6月 1日㊋ 8：30から

申込・問合　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。

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

妊婦さんと歯周病
　妊娠中は女性ホルモンが急激に増加することで、歯周病原性細菌が増
殖しやすくなり、歯ぐきの炎症や出血が起こりやすくなります。また、
食の嗜好の変化や、つわりにより歯みがきをしづらくなったり、口腔ケ
アが不足しがちになったりし、清掃状態が悪くなるため、むし歯や歯周
疾患のリスクは高くなります。
　また近年、歯周病が様々な全身の病気に関わることがわかっています。
歯周病による炎症が血流を介して全身に波及するためだとされています。
中でも妊娠している女性が歯周病に罹

り

患している場合、低体重児や早産
のリスクが高くなることが指摘されています。
　⽣まれてくるお子さんのためにも、妊娠中、また妊娠を希望する女性
は妊娠する前から定期的に歯科健診を受け、早期発見早期治療を心がけ
ましょう。

運転免許証を
自主返納した人へ

　運転に不安を感じて、運転免許
が不要になった人は、自主的に運
転免許証を返納することができま
す。市では自主返納した市内在住
の65歳以上の人にわん丸君バスの
回数券 5冊（55回分）と交通安全
啓発物品を贈呈しています。

対象　①②の両方に該当する人
①有効期限内のすべての運転免許
証を自主返納し、返納の日から30
日以内の人
②市内在住の満65歳以上の人
必要書類
・�申請による運転免許の取消通知
書（返納時に警察署で交付され
たもの）

・�「運転経歴証明書」または「失
効した運転免許証（返納時に警
察署で穴をあけられたもの）」

●回数券の受渡冊数が変わります
　これまで回数券は年 1冊ずつ 5
年間お渡ししましたが、今年度か
ら、 5冊を初回申請時にお渡しし
ます。
　まだ回数券を 5冊受け取ってい
ない人で希望される人は、残りの
回数券をまとめてお渡ししますの
で、市役所 3階防災交通課または
各出張所へ来てください。
※初めて申請する人は、出張所で
の申請はできません。
問合　防災交通課（℡44-0347）

運転免許証の自主返納とは
運転免許証の有効期間が満了す
る前に自らの意思により公安委
員会に対して運転免許の取消申
請をすることです。
※自主返納手続きについては、
最寄りの警察署にお問い合わせ
ください。
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子 育 て

市 税 等
納 期 限

後付安全運転支援装置
設置費を補助します

　高齢運転者のブレーキとアクセ
ルの踏み間違いによる事故を防ぐ
ため、自家用車に後付けの安全運
転⽀援装置を設置する人を対象に
経費の一部を補助します。
　申請期限は令和 4年 1月31日㊊
までです。なお、装置設置後の補
助⾦申請はできませんので、必ず
設置前に申請をしてください。
対象者　市内在住の65歳以上（令

和 4年 3月31日時点）の人
※令和 2年度中にこの補助制度を
受けた人は対象になりません。
対象装置　ペダル踏み間違い急発

進等抑制装置として国の性
能認定制度を受けている装
置

※設置業者から設置の説明を受け
てください。
対象設置業者　国から認定を受け

た取扱事業者か、取扱事業
者から指定を受けた業者
（愛知県内の事業者に限る）

補助金額　装置購入設置費の 5分
の 4の額（1,000円未満切
捨て）

※障害物検知機能付きは上限
32,000円、それ以外は上限16,000
円。
申込・問合　防災交通課
　　　　　　（℡44-0347）へ

ハートフルケア
セミナー

　高齢者が望む場所で最期を迎え
られるよう、施設などの特徴や状
況に応じた選定の注意点などの理
解を深め、高齢者施設選びのポイ
ントを学びます。
日時　 6月10日㊍13：30〜15：45
場所　市役所 2階205会議室
対象　市内在住・在学・在勤の人
定員　先着30人　費用　無料
持物　筆記用具
申込・問合　 5月17日㊊〜 6月 4

日㊎に高齢者⽀援課（℡44
　　　-0325）へ

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

子ども俳句教室
たのしく言葉あそび

　俳句は世界最短の定型詩とも呼
ばれ、日本が世界に誇る独自の文
化の一つです。さまざまな言葉を
組み合わせることで、一つの物語
や無限の世界を表現できます。
　この講座は、季節を感じながら
言葉遊びをすることで、楽しみな
がら俳句を学ぶことをめざします。
日時　全 4回講座（夏秋冬春）
　　　 6月13日㊐、10月24日㊐、
　　　12月12日㊐、
　　　令和 4年 3月13日㊐
※各回とも13：30から約90分
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 1〜 6年⽣
定員　先着10人（全 4回）
費用　無料　講師　宮地瑛子氏
申込・問合　 5月18日㊋から市立

図書館（℡62-6300　10：00〜）
　　　へ（電話申込可）
※ 4回すべて出席した子どもに
は、「俳句キッズ認定証」と、す
てきな記念品をお渡しします。
※新型コロナの影響により、変
更・中止する場合があります。

ひよこちゃん
おはなし会会員募集

　子どもと本との出会いや、家庭
での読み聞かせをはじめるきっか
けづくりのため、毎月開催するお
はなし会に親子で参加する会員を
募集します。
　語り手は、「どんぐり文庫」の
古川よし子さんと図書館ボラン
ティア「星とたんぽぽ」の皆さん。
日時　 7月〜令和 4年 3月の毎月

第 1水曜日
　　　11：00から（30分程度）
※初回は 7月 7日㊌です。
※ 9月はお休みです。
場所　市立図書館 1階児童室
　　　おはなしの部屋
内容　絵本、紙芝居、わらべうた、

手あそびなど
対象　 1歳以上の未就学児と保護

者
定員　先着15組　費用　無料
申込・問合　 5月15日㊏〜 6月27

日㊐に市立図書館（℡62-
6300　10：00〜）へ（電話可）

※会員以外の人も当日参加できま
す。
※新型コロナの影響により変更、
中止する場合があります。

　口座振替は納期限が振替日で
す。前日までに入⾦してください。

納期限 5月31日㊊
軽自動車税種別割 全期
介護保険料 2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、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）
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水道緊急時

時間外受付

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
5 /23㊐、 6 /13㊐ 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
5 /18㊋、6 / 1 ㊋・15㊋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

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。

卓球（月曜会）
会員募集

　親睦を図りつつ、健康や競技力
向上のため、一緒に卓球を楽しみ
ませんか。見学・体験できます。
日時　毎週㊊ 9：00〜12：00
※㊗は休みです。
場所　体育センター
　　　（勤労青少年ホーム内）
問合　保坂（℡67-4133）

MBS遊歩道写真展
　会員 7人による個性あふれる作
品を展示します。
日時　 5月17日㊊〜23日㊐
　　　 9：00〜17：00
場所　旧磯部家住宅展示室
費用　無料
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444）

蘭風水墨画院楽風会
第19回作品展

　墨の濃淡によって⽣まれた水墨
画作品展です。
日時　 5月24日㊊〜30日㊐
　　　 9：00〜17：00
場所　旧磯部家住宅展示室
問合　大西（℡67-6053）

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　 5月27日㊍〜 6月 7日㊊
　　　�13：00〜17：00（㊋㊌除く、

最終日は16：00まで）
場所　ぎゃらりぃ木屋
　　　（犬山東古券498）
問合　佐藤（℡0587-95-2143）

杉藤教室写真展
　杉藤写真講座の受講者で構成さ
れる、さくら写心共会・さくら
フォトクラブの合同写真展です。
心を込めて撮影した自然風景や鉄
道写真などの作品28点を展示しま
す。
日時　 5月30日㊐〜 6月13日㊐
　　　 9：00〜17：00
　　　（ 6月 9日㊌は休館）
場所　すいとぴあ江南（江南市草

井町西200）1 階ギャラリー
問合　中根（℡090-1742-0533）

邦楽演奏会と蛍茶会
　蛍の光と和のしらべを楽しみま
せんか。演奏は福原寛（笛）、山
田卓（⻑唄）、杵屋彌四郎（三味線）、
三輪知之（箏）。庭園内では呈茶
もあります。席主は武田征宏。
日時　 6月19日㊏17：00、18：00、

19：00、20：00（全 4回）
※庭園内呈茶は18：00〜21：00
場所　岩田洗心館前庭園・書院
定員　各回22人（前売りのみ）
費用　演奏会と呈茶　3,000円
　　　呈茶のみ　1,000円
申込・問合　水月会事務局（板津

℡61-1018）へ

「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。 7月 1日号は 5月21日㊎、 7
月15日号は 6月 4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。



15広報犬山　R3.5.15号

第65号②

●犬山ミニバスケットボールクラブ
　犬山ミニバスケットボールクラブは「バスケット
を通じて人を育てる」をモットーに日々練習に励ん
できました。 1月19日、 3月 6日に開催された愛知
県大会全国大会予選では、チームの得点源であるメ
ンバーが骨折して欠場となりながらも全員が120％の
力を出し切って 2点差で優勝し、 3月30日〜31日に
代々木第一体育館‣第二体育館で開催された第52回全
国ミニバスケットボール大会に出場しました。誰が
欠けてもカバーできるチーム力が今年のチームの強
味です。
　体育協会もそ
の健闘をたたえ
激励費を進呈し
ました。

●空手道会
　令和元年 9月 1日に開催された
第25回愛知県空手道錬成大会にお
いて空手道会の一木咲太くんが小
学 6年⽣男子形の部で優勝、林虎
鉄くんが中学 1年⽣男子組手の部
で準優勝しました。令和 2年度は
新型コロナ感染拡大予防のため県
予選大会が中止されたため、元年度の結果より選ばれ、
3月28〜30日に埼玉県立武道館で開催された令和 2年度

JOCジュニアオリンピック彩の国杯第
15回全国中学⽣空手道選抜大会に出場
しました。
　一木くんは、この大会で、各県代表
参加者93人中、見事 3位に入賞しまし
た。当協会もその栄誉をたたえ、竹内
会⻑から激励費を進呈し、エールを送
りました。

激励費を贈呈　「スポーツ少年団」　　全国大会出場おめでとう！

▲一木咲太くん

▲犬山ミニバス ▲南部ミニバス

催 し

結　 果1

募 集

体協フォーラム開催
日時　 6月12日㊏　17：00〜
場所　市民交流センターフロイデ
内容　市体育協会スポーツ表彰

※例年行っている情報交換会につきま
しては、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策のため中止します。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防
止対策のため、体協フォーラムを開催
しない場合もあります。

スポーツ少年団　優勝チーム
●秋季軟式野球野球大会　　　　令和 2 年 9 月 1 日〜12月 1 日
　木曽川犬山緑地グラウンド　　 6年⽣の部　　　木津ブライトA
　　　　　　　　　　　　　　　 5年⽣以下の部　木津ブライトB

●後期ミニバスケットボール大会　　 2 月22日
エナジーサポートアリーナ　　　　男子の部　優勝　犬山ミニバス
　　　　　　　　　　　　　　　　女子の部　優勝　南部ミニバスA

●子ども柔道体験教室
　 3月 6日・13日の 2回、市武道館で「子ども柔道体験教室」を開催し
ました。小川さとみ先⽣の指導のもと、参加した子どもたちは受身や基
本動作を楽しく練習しました。柔
道会の子どもたちも一緒に参加し
指導の手伝いをしました。コロナ
禍で、思うように活動が出来ない
中、工夫して少しでも柔道の楽し
さが伝わる内容でした。

スポーツスクール事業
●グラウンド・ゴルフ初心者教室
日時　 6月 8日㊋・ 7月13日㊋・
　　　 8月17日㊋・ 9月 7日㊋
　　　 9：00〜12：00
場所　羽黒中央公園多目的スポーツ広

場
対象　市内在住・在勤・在学の人
定員　30人
費用　800円（小・中学⽣無料）
申込　 6月 1日㊋までに氏名・住所・

年齢・電話番号を市体育協会事
務局へ（TEL・FAX・メール可）

問合　NPO法人犬山市体育協会
（9：00〜17：00）　℡・Fax54-1016
Eメールoffice＠inuyama-taikyou.net

※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）

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

問合　企画広報課（℡44-0311）

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

新型コロナウイルスイラスト付きポスターを作成
　ガールスカウト愛知県第51団からイラスト付きの新型
コロナウイルス注意喚起ポスターをいただきました。
ガールスカウト愛知県第51団は、コロナ禍で例年の活動
ができない中、新型コロナウイルスのことを調べ、討論
し、学びを深めてきましたが、「行動に移す」という点
が不足していると感じ、「新型コロナウイルスとは何な
のか、自分が何をすべきなのか」と少しでも多くの人が
考えるきっかけになれば、との思いから誰にも分かりや
すいイラスト付きの注意喚起を作成したようです。作成
したのは、松浦さんと高木さんの 2人です。この注意喚
起は市の東児童センターさんにぃれに掲示しています。

犬山ミニバスケットボールクラブが
全国大会出場
　 4月 7日、「犬山ミニバスケットボールクラブ」の皆
さんが、「第52回全国ミニバスケットボール大会」出場
の報告に山田市⻑を訪問しました。
　同クラブは、今年 1月と 3月に行われた愛知県大会で
優勝し全国大会出場を決めました。全国大会は 3月30日、
31日に代々木第一・第二体育館で開催。大会はリーグ戦
で各チーム 3試合を行い、同クラブは⻑崎県、秋田県、
広島県のチームと戦い 2勝 1敗の成績を収めました。
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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！

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】

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。

絵本「おかねってなぁに？」寄贈
　 4月12日、犬山商工会議所青年部より、絵本「おかねっ
てなぁに？」の寄贈がありました。この絵本は子どもた
ちに向けて「おかねの大切さを渋沢栄一翁から学ぶ」と
いう視点で書かれており、渋沢栄一の玄孫である澁澤健

氏の監修を受けています。
　絵本は35部寄贈されてお
り、小学校や子ども未来園、
幼稚園、市立図書館などで活
用する予定です。

1 年間よろしくお願いします
　 4月10日、令和 3年度の町会⻑317人に委嘱状が伝達
されました。例年は南部公民館で委嘱状伝達式が開催さ
れていましたが、新型コロナウイルスの影響により昨年
度に引き続き、市職員らが町会⻑宅を個別に訪問しまし
た。
　 2年連続で町会⻑となられた小島克己さんは「コロナ
禍の中で、町内会活動にも制限が出ているが、地域の皆
さんと協力しながら、しっかりやっていきたい。」と話
していました。
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■市立図書館公式
　Facebookアカウント

■市立図書館の新着本

■楽田ふれあい図書館つばさの新着本

図書館
だより

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

新着本の紹介（一部） ㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より
一般書
『Java入門編、実践編』� 三谷純
『この1冊、ここまで読むか！』

鹿島茂/楠木健
『幕末維新の師弟学』� 加来耕三
『プレゼン基本の基本』

下野孝一/吉田竜彦
『専門医が教える声が出にくくなったら
読む本』� 渡邊雄介
『最強に面白い！！食と栄養』

ニュートンプレス
『そこに工場があるかぎり』� 小川洋子
『松の文化誌』� ローラ・メイソン
『新しい体幹の教科書』� 林英祐/柴雅仁
『西洋アンティーク・ボードゲーム』

エイドリアン・セビル
『ばあさんは15歳』� 阿川佐和子
『天下一のへりくつ者』� 佐々木功
『私のカレーを食べてください』

幸村しゅう
『レストラン「ドイツ亭」』

アネッテ・ヘス

児童書
『No.1きれい運がよくなる整理整とん
＆おそうじLesson』

おさよさん/小西紗代
『バナナ』� 佐藤靖明

児童書（絵本）
『地球のことをおしえてあげる』

ソフィー・ブラッコール
『ひばりに』� 内田麟太郎

もろびとの空
天野純希著

戦国末期、別所⻑治は信⻑
に叛旗を翻す―。織田勢を
率いる秀吉の猛攻と「干殺
し」に耐え、暮らしを守ろ
うと刀を握った人々の、歴
史に記されなかった⽣を描
く。『小説すばる』掲載を
改題、加筆・修正。

Look at me ！
井上浩輝著

草原を転がって遊ぶキタキ
ツネの子ども。巣穴から大
きな瞳でじっと見つめるエ
ゾモモンガ、雪化粧の森で
肩を寄せ合うエゾフクロウ
―。北海道で追い続けた動
物たちの、一度目にしたら
忘れられない珠玉の一瞬を
詰め込んだ写真集。

エイドリアンはぜったい
ウソをついている
マーシー・キャンベル文

同じクラスのエイドリアン
はいつもひとりで座って
る。ぼんやりしてるし、「う
ちには馬がいるんだよ」っ
て、ウソばかりいいふらし
てる。なのに、母さんは「ど
うしてウソってわかる
の？」ってわたしに聞くん
だ…。

「顔」の進化
馬場悠男著

顔とは何か。なぜそこに「部
品」が集まっているのか。
ヒトの顔はなぜ違うのか。
どう進化したのか。ヒトの
白眼はなぜ目立つのか―。
人類学の第一人者が、顔の
あらゆる疑問を読み解く。
顔に関する不思議が満載。

会いたくて会いたくて
室井滋著

ひまわりホームにいるおば
あちゃん。ママからは「ホー
ムへしばらく行っちゃダ
メ！」と止められたけど、
ケイちゃんはおばあちゃん
に会いに行き…。大切な人
を想う気持ちを、柔らかで
あたたかい色彩で描き出す。

◆2020年 1 月〜2021年 3 月 9 日
　最多予約数（一般書）ランキング

順位 資料名 著者名 予約件数

1 心淋し川 西條奈加 23

2 推し、燃ゆ 宇佐見りん 22

3 ブラック・ショーマンと
名もなき町の殺人 東野圭吾 20

4 元彼の遺言状 新川帆立 18

5 オルタネート 加藤シゲアキ 14

6 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ 12

6 お探し物は図書室まで 青山美智子 12

7 自転しながら公転する 山本文緒 11

7 流浪の月 凪良ゆう 11

8 少年と犬 馳星周 10

9 逆ソクラテス 伊坂幸太郎 9

9 犬がいた季節 伊吹有喜 9

10 とわの庭 小川糸 8

10 JR上野駅公園口 柳美里 8
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カティーの
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　皆さんこんにちは。
　今回はドイツ語が由来で日本語
になった単語についてお話ししま
す。私は2016年から2017年に、日
本の大学院に留学していました。
その時は、レポートの作成や卒業
論文の調査でとても忙しく、風邪
をひいてしまいました。病院に
行ったとき、先⽣が「診査内容を
カルテに書きますね」と言いまし
たが、私は「カルテ」という言葉
の意味を知らず、何をどこに書く
のかと先⽣に確認すると「え、『カ
ルテ』はドイツ語で、あなたはド
イツ人なので、意味が分かります
よね」と言いました。そこで思っ
たのは、確かに「Karte」という

言葉はドイツ語にありますが、ど
うして病院の先⽣が私の風邪のた
めに「地図」を描かないといけな
いのでしょう？と不思議に思いま
した。しかし、先⽣と会話を続け
ているうちに、「カルテ」の意味
がやっと分かってきました。
　皆さんは知っていると思います
が、ドイツ語由来の外来語は数百
年前から日本に入ってきました。
当時は主に医学や登山、科学、思
想、音楽などに関係する言葉が日
本語に入りました。しかし、いく
つかの言葉は省略されたり、ドイ
ツ語の意味と離れてしまったりし
ました。「カルテ」の場合は、元
にあった「Krankenkarte」（ク
ランケンカルテ）が省略されてい
ました。意味が変わってきた例は
「アルバイト」や「ボンベ」です。
「アルバイト」は、「パートタイ
ムで働く」という意味で使われて
いるようですが、ドイツ語では「仕
事」という意味です。「ボンベ」
は武器の「爆弾」という意味で、
初めてホストファミリーの家でガ
スコンロを使ったときに「新しい

ボンベを取り出してね」と言われ
た時も、とてもびっくりしました。
　意味がそのまま残った言葉もい
くつかあります。医療用語の中で
はレントゲンやギプス、アレル
ギー、ノイローゼ、ホルモン、ワ
クチンなどよく使う言葉がありま
す。または、スキーや登山が好き
な人も意外と良くドイツ語由来の
ゲレンデやヒュッテ（山小屋）、
リュックサック、ヤッケ（ジャケッ
ト）、ザイル（縄・ロープ）など
を使います。その他はエネルギー、
カテゴリー、ヨーグルト、ダック
スフントなどもすべてドイツ語か
ら日本語に入ってきました。個人
的にびっくりした言葉はドッペル
ゲンガーです。この言葉は他の言
語に使われるようになると思わな
かったです。
　皆さんはこれ以外にドイツ語由
来の単語を知っていますか？カタ
カナ言葉の由来を調べるとたまに
予想外なことがあるかもしれませ
ん。

■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

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

5 月23日㊐ 岡部医院 62-7121 あいちせぼね病院 20-9100 あまの歯科クリニック 0587-92-1678

5 月30日㊐ 樹クリニック 62-3101 松村クリニック 61-1488 ごろうまる歯科 0568-62-0101

※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

ドイツ語由来の
日本語の単語
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　今回は私が担当しているアフリ
カ館にくらすアカオザルを紹介し
ます。アフリカ中央部の熱帯雨林
で⽣活するオナガザルのなかま
で、一時的に食べ物を溜めておく

ことができるほお袋があります。
主に果実や種子を食べ、他にも昆
虫、花、葉なども食べます。見た
目の特徴は、鼻が白いハート模様
で顔は青く白いほほひげがあり、
名前の通り赤茶色で体よりも⻑い
尾をもっています。野⽣では猛禽
類などの捕食から逃れるためや効
率よく食べ物を探すために、別の
種類のサルと群れを作ることがあ
るといわれています。それを『混
群』といいます。
　アフリカ館では現在メスを 5頭
飼育しています。ほかの種類と比
べて顔の違いが少なくすばしっこ
く動くので、見分
けるのがとても難
しいです。また理
由はわからないの
ですが、運がいい
と夕方に時々 2頭
で尾をねじねじし
ている姿を観察で

きることがあります。仲良しのし
るしでしょうか？
　モンキーセンターでは鼻のハー
ト模様にちなんで、今年のバレン
タインにはアカオザルグッズも販
売されました。来年も 2月・ 3月
の主役になるはずです。
　施設は古くて地味なアフリカ館
ですが、他にもキレイで魅力的な
サルたちがたくさんいます。 5月
末まで「日本モンキーセンター写
⽣大会」（ 4ページ参照）をおこ
なっています。去年の写⽣大会の
文部科学大臣賞のモデルはゴリラ
やテナガザルのような有名な種で
はなくアカオザルだったんです！
じっくり特徴や行動を観察して、
あまり知られていない種を描いて
みるのもおススメです。

『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

　 取り組み紹介
～南部中学校～ 　

　郷土料理は、先人によって培われ
てきた食文化や歴史があり、気候風
土と深く結びつき、地域ごとに次の
世代へと食べ継がれ、親しまれてい
ます。
　中学校では、社会科の授業で日本
各地の気候や歴史について学びま
す。給食を通じて⽣徒たちが日本の
食文化に興味・関心をもてるよう、
郷土料理を毎月実施しています。
　実際に給食で食べてみることで、
日本各地の食文化を感じとり、給食
が⽣きた教材として学びにつながる
よう今後も取り組んでいきます。
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特産品や郷土料理を給食で紹介

梨ゼリー

きりたんぽ鍋どんどろけ飯
（学校炊飯）

とびうおの
らっきょうソース

野菜の
わさび風味あえ

かつおの
煮付け

さんまの
みぞれ煮

いぶり
がっこ

ほうれん草の
なめ茸あえ

たらの
しょっつる
焼き

じゃぶ煮

クラウンメロン

さくらんぼゼリー
ひきないり

おけんちゃん こづゆ

鼻がハートの
オシャレなサル

（公財）日本モンキーセンター
附属動物園部     星野智紀


