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チャレンジが始まりました〜めざそう！健康づくりの習慣化〜

筋トレ・ルーム“もくよう会”の皆さん
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〜めざそう！健康づくりの習慣化〜

犬
け ん

健
け ん

チャレンジ が始まりました
問合　市民健康館（℡63-3800）

申込・問合　市民健康館（℡63-3800）へ（電話申込可）

　市民の皆さんがそれぞれの健康づくりに積極的に取り組み、生涯にわたって自分らしい人生を送ることを目指
しています。市は「犬健チャレンジ」を通じてあなたの健康づくりを応援します。

①教室・講座に参加する。（ 1 回参加すると 5 ポイント）
　これから開催される教室・講座の一部を紹介します。

1 . 健診を受ける　　　
　まずは、健康診査やがん検診等を受けて、今の自分の体の状態をチェックしましょう。
2 . 健康づくりをしてポイントを貯める（合計50ポイント以上）
　「ポイントの貯め方」を参考に、教室・講座に参加し、個人目標に毎日取り組みましょう。
3 . ポイントシートを提出

　次の提出方法から、 1 つ選んで提出してください。
　①市民健康館または保健センターの窓口に直接提出する。
　②ファックス（0568-65-3080）で提出する。
　③Eメール（kenko＠city.inuyama.lg.jp）でポイントシートの写真を送る。
　④郵送で提出する。（ポイントシートについているチラシで封筒が作れます）

　どうしても家に閉じこもりがちになる生活に危機感があり、何か体を動か
さないといけないと考えていた時に、犬健チャレンジの案内を見て参加しよ
うと思いました。講座に参加したり個人目標を立てて実践したりして、ポイ
ントを貯

た

めることはそこまで難しくなく、健康づくりへの意識も以前より高
まったと思います。� 小林和夫さん

〈令和 2 年度参加者の声〉

対象　18歳以上の市内在住・在勤の人　　　実施期間　 6月 1日㊋〜令和 4年 1月31日㊊
ポイントシート配布場所　市民健康館、保健センター、市役所 1階パンフレット棚、各出張所など
※市ホームページ　ページ番号1002942　からもダウンロードできます。

チャレンジ
参加方法

ポイントの貯め方

必須

初心者のための運動講座
日時　 7月 6日㊋・29日㊍、 8月 3日㊋、26日㊍
　　　14：00〜15：30（ 1 回のみの参加も可）
場所　市民健康館
内容　ストレッチや椅子を使った筋トレ
講師　健康運動指導士
対象　65歳以上で要支援・要介護認定を受けて

いない市民
定員　各回先着15人　費用　各回300円
持物　健康手帳、飲み物
※運動できる服装で来てください。
申込　 6月22日㊋ 8：30から

ちょこっと歩こう犬山
日時　 7月 7日㊌10：00から約 1時間
集合　市民健康館第 1駐車場
内容　天道宮神明社コース（前原周辺）を歩きます
費用　無料
持物　飲み物
※歩きやすい服装で来てください。
申込　不要、当日現地集合
※当日 8：30時点で雨天の場合は中止します。
※当日血圧が高いなど体調によっては
参加できないこともあります。
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申込・問合　市民健康館（℡63-3800）へ（電話申込可）

※新型コロナの影響で中止・延期になる場合があります。

●ポイントシートを提出した方全員に、「まいか」カードをプレゼント。
　（愛知県内の「協力店」でサービスが受けられます。）
●さらに、抽選で賞品が当たります。

②個人目標を立てて取り組む（目標を実践した日ごとに、 1 日 1 ポイントが貯まります）

☆抽選に外れた人の中から、再度抽選し協賛品が当たります。
　令和 2年度は下記の事業所に協賛いただきました。
　　・（一社）尾北医師会� ・（一社）犬山扶桑歯科医師会� ・犬山薬剤師会� ・入鹿ハチミツ
　　・（有）マルヒロ� ・高田屋製菓� ・自然薯工房� ・サイトウハム
　　・尾関作十郎陶房� ・大野屋� ・日比野製茶� ・JA愛知北

ポイントシートを提出すると

【おすすめの目標例】
運動：「毎日10分ウォーキングをする」、「体操をする」、「階段を使うようにする」
食事：「毎食野菜を食べる」、「一汁三菜がそろった食事にする」、「20時以降、間食をしない」
歯　：「毎食後に歯磨きをする」、「歯間ブラシを使う」
喫煙・飲酒：「禁煙する」、「休肝日をつくる」

健康体力チェック
日時　 7月 7日㊌13：30〜15：00
場所　市役所 2階205会議室
内容　握力・柔軟性・バランス力などの測定
※年齢や体調により項目が異なります。
定員　先着15人（ 3部制で実施します）
費用　無料　持物　健康手帳
※運動できる服装で来てください。
申込　 6月23日㊌ 8：30から

骨密度チェック
日時　 7月21日㊌ 9：30〜11：30
　　　（申込み順のため時間の指定はできません）
場所　市役所 2階205会議室
内容　骨粗しょう症予防のため骨密度の測定
対象　市内在住の20歳以上の人（令和 2年 7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
持物　健康手帳　申込　 6月29日㊋ 8：30から

A賞

1 万円の
QUOカード

5 人 B賞

5 千円相当の
地元名産品

30人 C賞

1,000円の
QUOカード

30人

どんなサービスが受けられるの？
・商品の割引
・協力店のポイント2倍贈呈
・粗品贈呈　　　　　など
市内では12の店舗が協力店として
認定されています。

地元名産品（令和 2年度の例）

犬山焼

入鹿はちみつセット

ういろ・和菓子

精米
あいちの
かおり

ウインナー詰合せ犬山茶

自然薯
げんこつ飴
セット
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催 し 募 集

いぬやま“かたり場”カフェ　参加者募集
　まちづくりのつながる拠点・協働プラザ「わんまるーむ」では、「犬山
×ちょっと先の未来×気になるテーマ」で、気軽に話せる語り場を開催
します。協働プラザ職員が進行します。
　同時に、これから語り場で話してみたいテーマも募集します。
日時　各回10：00〜11：00

日にち テーマ

7 月14日㊌
子どもの習い事について話そう♬
良かった・困った・続ける・辞めるなど

8月11日㊌
あなたはどんな防災の準備してる？
防災リュック、防災ポーチの中身について話そう

9月 8日㊌
どんなチラシが作りたい？もらいたい？
喜ばれるチラシについて話そう

10月13日㊌
インターネットを使う時に気を付けることって？
〜SNS（Facebook）編〜

場所　協働プラザ「わんまるーむ」
対象　市内在住・在勤・在学の人、犬山市で活動する人、未来の犬山の

まち、暮らし、仕事、地域、子育てなどに関心がある人
定員　各回先着 6人
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　協働プラザ「わんまるーむ」
　　　（℡48-1221　Eメールinfo@inuyama-plaza.com）

市民文化会館大ホールの舞台を
気軽に使いませんか

　下記期間のうち、催事のない平日を中心に市民文化会館大ホールの舞
台を貸し出します。ピアノやバンド、バレエやダンスの練習などで本格
的な舞台を体験したい人や、動画の撮影にもお勧めです。
期間　 6月30日㊌〜 9月16日㊍のうち指定した日
※指定日など、詳細については市ホームページ　ページ番号1001566　を
見てください。
場所　市民文化会館大ホール舞台
費用　 1時間につき1,400円
※ボーダーライトと冷房代込み、附属設備は別途
※客席やロビーは使用できません。
申込・問合　 6月20日㊐ 9：00から市民文化会館（℡67-2411）へ
※申し込み初日は予約調整を実施し、以後先着順に受け付けます。
※新型コロナの影響により、利用の中止・延期となる場合があります。

公職選挙法を考える
シンポジウム

講演とパネルディスカッション
　第一部では元三重県知事北川正
恭氏による「主権者教育」をテー
マとした基調講演を行い、第二部
では各種選挙の投票率や民主政
治、公職選挙法をテーマとしたパ
ネルディスカッションを行います。
日時　 6月26日㊏13：30〜15：30
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 4階フロイデホール
定員　先着80人
費用　無料
申込・問合　 6月24日㊍までに電

話でゆめ選挙創造委員会
　　　（選挙管理委員会事務局
　　　総務課内℡44-0300）へ
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
※当日の様子は、後日市公式You
Tubeで配信します。

日本モンキー
センター特別展

霊長類のアスリートたち
〜骨からさぐる動きのひみつ〜
期間　 6月19日㊏〜 9月 5日㊐
場所　日本モンキーセンター
費用　入園料のみ
※詳細はホームページ（https://
www.j-monkey.jp/）を見てくだ
さい。
問合　公益財団法人日本モンキー

センター（℡61-2327）
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生 活

駐輪場の快適な
利用のために

　市では、鉄道駅の周辺に自転車
と原動機付自転車専用の自転車等
駐車場（駐輪場）を設け、自転車
等の利用者の利便性の向上に務め
ています。
　駐輪場内に長期間放置された自
転車等は、駐輪スペースを圧迫し、
また、盗難されるなどの原因とな
るので、長期間の放置をしないで
ください。
　なお、長期間放置された自転車
等は、条例に基づき撤去します。
撤去前にはハンドル等に札をつ
け、利用状況調査を行いますので、
ご理解とご協力をお願いします。
撤去対象　長期間放置されている

自転車等
保管期間　 6か月間（引き取りが

ない場合は市において処分）
返還費用　自転車1,000円、原動機

付自転車2,000円
問合　防災交通課（℡44-0347）

剪
せん

定
てい

樹木粉砕機を
利用してみませんか

　庭の手入れで出た木の枝を、剪
定樹木粉砕機を使ってチップにし
てみませんか。できあがったチッ
プは堆肥や土壌改良材に利用で
き、燃えるごみの減量にもつなが
ります。
　個人貸出用の小型機と、町内貸
出用の中型機があります。申請方
法、粉砕機の詳細は、事前に問い
合わせてください。
貸出期間　 7日間
対象　市内在住者または町内会
申込・問合　環境課（℡44-0344）へ

羽黒中央公園
自主事業

ランニングクリニック
　ランニングを始めたい人、ハーフ
マラソン完走を目指す人集まれ！
日時　 7月17日㊏17：00〜18：30
場所　羽黒中央公園多目的スポー

ツ広場
対象　中学生以上
講師　エナジーサポートアリーナ

スタッフ　兵頭愛氏
定員　先着20人
費用　 1人1,000円
申込・問合　 6月15日㊋〜 7月15

日㊍に電話でエナジーサ
ポートアリーナ（℡67-8080

　　　 8：30〜21：30㊊休館）へ
※雨天時は 7月25日㊐に順延
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

国際交流員による
ドイツの部屋

「ドイツ語ってどんな言語？」
　ドイツ語はどのような言語か、
共通点が多いと言われている英語
に本当に似ているか、などを紹介
します。無料のドイツ語講座の体
験授業（自己紹介や数字など）も
あります。
日時　 7月 3日㊏
　　　講演会　　10：00〜12：00
　　　体験授業　14：00〜15：30
※天候や新型コロナの影響により
中止する場合があります。
場所　市民交流センターフロイデ�

201・202会議室
講師　市国際交流員
　　　カタリナ・カウフマン氏
対象　ドイツ語に興味のある人
定員　講演会�先着50人
　　　体験授業�先着20人
費用　講演会� 1 人100円
　　　体験授業�無料
申込・問合　 6月15日㊋〜29日㊋

に、件名「ドイツの部屋」

①参加内容（A.講演会の
み、B.講演会＋体験、C.体
験のみ、のいずれか）②参
加人数③氏名（ふりがな）
④携帯電話番号または日中
の連絡先を、直接またはフ

　　　ァックスかEメールで、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  
 

国際交流員による
ドイツ語講座

入門コース（全 5 回）
　ドイツ語を初めて勉強する人向
けの講座です。挨拶や自己紹介、
日常会話に使う表現、文法の基礎
を楽しく勉強しましょう。
日時　 7月14日㊌・21日㊌・28日

㊌、 8月 2日㊊・ 4日㊌各
17：45〜19：15

※天候や新型コロナの影響により
休講・中止する場合があります。
場所　市民交流センターフロイデ

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　4,000円
申込・問合　 6月22日㊋〜 7月 5

日㊊に、件名「ドイツ語講
座（入門）」、①郵便番号・
住所②氏名（ふりがな）③
携帯電話番号または日中の
連絡先を、直接またはファ

　　　ックスかEメールで、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
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生 活

名誉市民　河合雅雄氏がご逝去
　霊長類学研究の世界的権威で、犬山市名誉市民の河合雅雄氏が、
5月14日、兵庫県丹波篠山市の自宅でご逝去されました。97歳でした。
　市への多大な貢献に対し、心より感謝申し上げ、ご冥福をお祈り
いたします。市役所 1階ロビーにて、6月25日㊎まで弔問記帳台を
設置しています。
　氏の功績等は、広報犬山 7月15日号で紹介します。
　お別れの会の開催については、ご遺族や丹波篠山市と協議し、後
日お知らせします。　　　　　　　問合　企画広報課（℡44-0310）

議会人事
　犬山市議会は 5月14日、17日に開会議会を開き、
役員人事を決めました。
　議長に立候補した 2人の所信表明演説が行われ、
投票により三浦知里氏（公明クラブ）が議長に選出
されました（任期は令和 5年 4月29日まで）。
　副議長には立候補した小川清美氏（令和新政クラ
ブ）が選任されました（任期は申し合わせにより 1年）。
　また監査委員には水野正光氏が選任されました（任
期は令和 5年 4月29日まで）。

　その他、常任委員会、議会運営委員会の委員も次
のとおり決まりました。

（◎委員長、○副委員長、敬称略）
●常任委員会
　総務委員会
　◎ビアンキアンソニー、○玉置幸哉、小川清美、
　　中村貴文、岡覚、柴山一生
　民生文教委員会
　◎吉田鋭夫、○諏訪毅、長谷川泰彦、岡村千里、
　　丸山幸治、柴田浩行
　建設経済委員会
　◎大沢秀教、○畑竜介、大井雅雄、鈴木伸太郎、
　　水野正光、久世高裕
●議会運営委員会
　◎岡村千里、〇大井雅雄、畑竜介、大沢秀教、
　　諏訪毅、柴山一生、ビアンキアンソニー
問合　議事課（℡44-0307）三浦知里議長 小川清美副議長

屋外広告物の有資格
者による安全点検が
義務化

　壁面広告などの屋外広告物が落
下や倒壊をして事故を引き起こす
ことが無いよう、点検を行い安全
管理に努めましょう。愛知県の条
例により、高さが 4 mを超える屋
外広告物は 7月 1日から有資格者
（屋外広告士、一級建築士および
二級建築士、特定建築物調査員な
ど）による安全点検が義務化され
ます。
問合　都市計画課（℡44-0331）

消費者トラブルに
気をつけて

宅配業者を装ったSMS（ショート
メッセージサービス）のURLにア
クセスしないで
　スマホの通信費が前月より 2万
円ほど高かったので、携帯電話会
社に確認したところ、自分のスマ
ホから海外にSMSを送信してい
たと判明した。数か月前に「荷物
を預かっている」というSMSが
届き、URLをタップした。その
ときに不審なアプリをダウンロー
ドしてしまったのかもしれない。

（70代女性）
アドバイス
　宅配便業者の不在通知を装って

送られてくるSMSに、偽サイト
へ誘導するためのURLが記載さ
れており、アクセスしたことによ
り、自分のスマホが不正利用され
るという被害が起きています。
SMSに不在通知が届いても、記
載されているURLにアクセスし
てはいけません。宅配便業者の正
式なサービスか、電話窓口や公式
ホームページ等で調べ、真偽を確
認しましょう。URLにアクセス
してしまった場合は、不審なアプ
リがインストールされていないか
確認し、IDやパスワード、暗証番
号等の個人情報は入力してはいけ
ません。
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　 6月18日㊎、 7月16日㊎
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）
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健 康

星和橋撤去工事
による通行止め

　前原台団地北部に位置する星和
橋の老朽化等の対策として、橋を
撤去し新しい道路を整備する工事
を行います。工事期間中は終日全
面通行止めになりますので迂

う

回
かい

の
ご協力をお願いします。
●わん丸君バス「今井・前原線」
の迂回、バス停移設
　工事に伴い、わん丸君バス（コ
ミュニティバス）「今井・前原線」
は、路線の一部を迂回しダイヤを
変更して、運行します。市民健康
館バス停を第 2駐車場入り口付近
へ移設します。
※善師野・塔野地線のバス停は移
設しません。
期間　 7月15日㊍〜令和 4年 7月

31日㊐（予定）
問合　整備課（℡44-0333）
　　　防災交通課（℡44-0347）

プレミアム商品券の
販売は 8月下旬

　プレミアム商品券の販売を、 6
月下旬から開始する予定でした
が、新型コロナの感染拡大状況を
ふまえて 2か月延期します。
　そのため、購入引換券の発送は
8月中旬、販売開始は 8月下旬に
なります。
　詳細については、広報犬山 8月
15日号とあわせて配布するチラシ
などでお知らせします。
問合　産業課（℡44-0340）

犬山病院

星
和
橋

前原台団地

大畔池

全
面
通
行
止
め

▲バス停移設先
　（第 2駐車場入り口付近）

▲通行止め区間

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　 7月13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　高沢悟氏
定員　先着 4人
　　　（要予約、初回優先）
費用　無料
申込・問合　 7月 8日㊍までに市

民健康館（℡63-3800）へ

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　 7月 7日㊌13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　結ファミリークリニック
　　　　鈴木欣宏氏
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。

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

禁煙相談
　禁煙したい人やその家族を保健
師が応援します。
日時　 6月25日㊎ 9：00〜12：00
　　　（ 1人20分程度）
場所　市役所 2階相談室
内容　禁煙に関する相談、禁煙外

来等の情報提供
対象　市民（喫煙者やその家族）
費用　無料
申込・問合　 6月24日㊍までに市

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。

※「今井・前原線」のみ移設

市民健康館

市民健康館バス停
（移設先）
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健 康 子 育 て

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

口
こう

腔
くう

がんの早期発見について
　口の中全体を口腔と言い、ここ
にできるがんを総称して「口腔が
ん」と呼んでいます。初期症状の
うちに発見すれば治療で治すこと
ができ、後遺症もほとんど残るこ
とはないと言われています。
　口腔がんの自覚症状で最も多い
のが口腔内の痛み。その他、しこ
り、腫れ、ただれ、出血、歯のぐ
らつき、口臭などが挙げられます。
　しかし、初期の段階では痛みが
少なく、痛みが出て来た時にはす

7 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

21日㊌
13：30〜15：00
市民健康館

犬山薬局
薬剤師
江畑容子氏

②保健師・看護師・
　管理栄養士による相談

要予約（㊏㊐㊗除く、 8：30〜17：00）
市民健康館（電話相談可）

③歯科衛生士による
　歯科相談

要予約（㊏㊐㊗除く、 8：30〜17：00）
保健センター（電話相談可）

※新型コロナの影響により中止する場合があります。事前に問い合わせ
てください。�（相談は 1人15分程度）
問合　①②市民健康館（℡63-3800）③保健センター（℡61-1176）

こころの相談
【電話】あいちこころホットライン365（℡052-951-2881）
　　　　毎日 9：00〜16：30
【Twitter】あいちこころのサポート相談（ID@aichi_soudan）
　　　　　�　アカウントをフォローし、ダイレクトメッセージ画面

から事前アンケートに回答後、相談を開始してください。

【Facebook】あいちこころのサポート相談（ID@aichi.soudan）
　　　　　�　アカウントをフォローし、メッセンジャー画面から事

前アンケートに回答後、相談を開始してください。

※市ホームページ　ページ番号1005070　や厚生労働省
ホームページ「まもろうよこころ」では、こころの健康
に応える様々な相談先を紹介しています。 「まもろうよこころ」

でに進行しているケースが多いた
め、舌や歯肉の盛り上がり、硬い
しこり、なかなか治らない口内炎
などの症状には注意が必要です。
　進行したむし歯をそのままにし
たり、合わない入れ歯を無理して
使い舌や頬を傷つけたり、口の中
が歯こうや歯石で汚れていると口
腔がんが発生しやすくなります。
　口腔がんの予防で大切なこと
は、かかりつけの歯科医を持って、
定期的に健診を受けることです。
不快な症状がない場合でも、気に
なる部分があれば、一度かかりつ
けの歯科医にご相談ください。

夏休み
親子下水道教室

　微生物の観察、下水処理場見学
など、親子で楽しく学びましょう。
A.左岸浄化センター
日時　 7月29日㊍
　　　①10：00〜12：00
　　　②13：30〜15：30
場所　五条川左岸浄化センター
　　　（小牧市新小木 4丁目47番

地）
※直接来場（駐車場有）
対象　小学 4〜 6年生
　　　（保護者同伴）
定員　各回先着15組程度
申込・問合　 7月 5日㊊〜16日㊎

に電話で五条川左岸浄化セ
ンター（℡75-2911　 9：00
〜17：00　㊏㊐除く）へ

B.右岸浄化センター
日時　 8月 3日㊋
　　　①10：00〜12：00
　　　②13：30〜15：30
場所　五条川右岸浄化センター

（岩倉市北島町権現山 7番
地 1）

※直接来場（駐車場有）
対象　小学生とその保護者
　　　（ 1グループに保護者 1人
　　　でも可）
定員　各回先着20人程度
申込・問合　 7月 5日㊊〜16日㊎

に電話で五条川右岸浄化セ
ンター（℡0587-66-8651　
9：00〜17：00　㊏㊐除く）へ

【共通】
費用　無料
持物　子供用の上履き（大人用の

スリッパは用意します）
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
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図書館工作教室

夏休みロボット塾
　レゴロボット製作キットを使って作成したオリジナルロボットにプログラミングをして、ロボットの操作や競
技をしてみませんか。「できた！」の感動から、物づくりの喜びとチャレンジすることの楽しさが体感でき、夏
休みの自由研究にもぴったりです。
※ロボットは持ち帰れません。
日時　第 1期
　　　 7月21日㊌・28日㊌・29日㊍・31日㊏、 8月 4日㊌ 9：00〜12：00
　　　第 2期
　　　 8月21日㊏・25日㊌・26日㊍ 9：00〜12：00、28日㊏ 9：00〜16：00
※ 1 期・ 2期とも同内容です。
場所　市民交流センターフロイデ 3階301会議室
講師　いぬやまe-コミュニティーネットワーク講師
対象　市内在住の小学 4〜 6年生　　定員　各期10人
※応募者多数の場合は初めて受講する人を優先したうえで抽選。
※当選者には受講券を郵送し、抽選にはずれた人にはEメールで結果を伝えます。
費用　 1人500円
持物　筆記用具
申込　 6月30日㊌までに、右の二次元コードから応募フォームで申し込んでください。
※申込時に自動応答メールを送信。inuyama.netからのEメールが届くように設定してください。
問合　特定非営利活動法人いぬやまe-コミュニティーネットワーク
　　　（℡62-1888　 9：00〜17：00㊐㊗除く）
※新型コロナの影響により中止または延期となる場合があります。

【共通】
申込・問合　 6月19日㊏〜 7月10日㊏に市立図書館（℡62-6300　10：00〜18：00）へ（電話可）
※新型コロナの影響により、変更・中止する場合があります。

●夏休み工作教室
「古代人のアクセサリー・まが玉を作ってみよう」
日時　 7月17日㊏13：30〜15：00
場所　楽田ふれあい図書館
講師　高林徹雄氏
対象　小学生（低学年は保護者同伴）
定員　先着10組
費用　 1人300円
持物　筆記用具、マスク（石の粉防止）、金ヤスリ

（持っている人）、石を磨くための布（ハンカ
チ大）、水筒、タオル

●作って遊ぼう紙工作
「親子で作るマジック用具」
　紙などの身近な材料を使ったマジック用具を作り
ます。
日時　 7月31日㊏
　　　①10：30〜11：45
　　　②13：30〜14：45
場所　市立図書館 2階子ども読書空間
内容　①「びっくり変身カード」他
　　　②「マジックウインドウ」他
講師　大谷孝雄氏
対象　小学生の子どもとその保護者
　　　①小学生 1〜 3年生　②小学生 4年生以上
定員　①②各10組
費用　子ども 1人につき①300円②400円
持物　のり（スティックタイプ）、はさみ、筆記用

具に加え、あれば①色鉛筆②油性の色マジッ
ク
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市 税 等
納 期 限 時間外受付

水道緊急時

　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 6月30日㊌
市民税・県民税 1期・全期
国民健康保険税 1期
介護保険料 3期

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

問合　収納課
　　　（℡44-0316、44-0317）

日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
6 /27㊐、 7 /11㊐ 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
6 /15㊋、7 / 6 ㊋・20㊋19：00まで

●市民課　（℡44-0303）
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届、
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付
※マイナンバーカードの交付は事
前予約が必要

●保険年金課　（℡44-0327）
　国民健康保険、後期高齢者医療
制度の各種届、福祉医療費助成に
関する各種届および支給申請、国
民年金の各種届
●福祉課　（℡44-0321）
　障害者手帳、自立支援医療、障
害者手当、障害福祉サービスの申
請
※相談はできません。
●子ども未来課　（℡44-0323）
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請・各種届

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

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。

「 7ヵ国語で話そう。」
オンライン講演会

　なぜ複数のことばを同時に自然
習得できるのかをわかりやすく講
演します。申し込み後、ログイン
IDを送ります。
日時　 7月 7日㊌10：00〜11：30
　　　 7月10日㊏19：00〜20：30
費用　無料
申込・問合　電話またはホーム

ページからヒッポファミ
リークラブ（℡0120-557-7

　　　61　 9：00〜17：30㊏㊐㊗除
く　ホームページhttp://
www.lexhippo.gr.jp/）へ

ふれあい将棋クラブ
会員募集

　頭の健康のために将棋を一緒に
楽しみませんか。
日時　毎月第 1・ 3㊏
　　　13：00〜17：00
場所　東ふれあいセンター
費用　無料
問合　長縄（℡080-2625-9824）

「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。 8月 1日号の締め切りは 6月
21日㊊、8月15日号は 7月 2日㊎、
9月 1日号は 7月 6日㊋

口座振替が「うっかり忘れ」を
防ぎます
　口座振替の手続きを一度して
おけば、納期ごとに、コンビニ
や金融機関、市役所などに納め
に行く手間が省けます。手続き
は市内の下記窓口へ。手続きに
必要な「預金口座振替依頼書」
は市指定金融機関（下記）にあ
ります。
　三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、
十六銀行、愛知銀行、名古屋銀
行、中京銀行、岐阜信用金庫、
東濃信用金庫、いちい信用金庫、
東春信用金庫、東海労働金庫、
愛知北農業協同組合、ゆうちょ
銀行
クレジットカードやペイジー
（インターネットバンキング）
の納付方法
　市ホームページより専用納付
サイトへアクセスし、納付書
バーコードを読み込むことに
よって利用できます。納付額に
応じた所定の手数料がかかりま
す。
詳細は市ホームページ　ページ
番号1007521　から確認してく
ださい。

マイナンバーカード交付の予約
状況は市ホームページ　ページ
番号1006949　で確認できます。
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募 集

結　 果1

第65号③

市民ゴルフ大会
日時　 7月20日㊋
場所　犬山カンツリー倶楽部
内容　ハーフCUP（前半 9ホール

の成績で順位を決めます）
　　　男性一般の部、男性シニア（満

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

9,500円（メンバー6,370円）
キャディはつきません。各自
精算してください。70歳以上
の人は、ゴルフ場利用税950
円が免除されるので健康保険
証または運転免許証を持参し
てください。

申込　 6月27日㊐10：00から犬山カ
ンツリー倶楽部 2階で受け付
け。

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

市民大会
優勝者または優勝チーム

　令和 3年度春季市民大会が開催さ
れています。主催者は各競技コロナ
対策ガイドラインの指針を遵守して
行いました。今後の状況によっては
予定されている市民大会が中止、変
更になる可能性もありますがご理解
の程よろしくお願いします。

●弓道
4 月18日　市弓道場
一般男子　木納一輝
一般女子　保浦久美子・兼松康江
学生男子　加藤颯馬・松岡輝
学生女子　平野亜美・長瀬凪紗

●バドミントン
4 月11日　エナジーサポートアリーナ
男子 1部　宮島輝・池原拓海組
男子 2部　池上遊・新川真尋組
女子 1部　各務由紀恵・服部由佳組
女子 2部　石川三津枝・田中奈穂子組
女子 3部　青井あや・中村千尋組

ジュニアゴルフ教室
日時　 8月18日㊌・20日㊎・24日㊋

7：30〜16：30
場所　犬山カンツリー倶楽部
内容　ラウンドレッスンをしながら、
　　　ティーチングプロによるアド

バイスを受ける。
対象　市内在住・在学の小中学生で

グロススコアー平均95以下あ
るいはゴルフ協会から推薦の
あった人

指導者　犬山ゴルフ協会会員、
　　　PGAティーチングプロ
　　　青地大輔
定員　12人（定員になり次第〆切）
費用　6,000円（食事代・スポーツ

保険料を含む）
持物　ゴルフ用具一式、飲み物
申込　 6月30日㊌までに市体育協会

事務局へ。住所・氏名・年
齢・保護者名・電話番号・学
校名が必要。電話・FAX・E
メール可。

シニア・レディース
ゴルフ教室

日時　 9月27日㊊〜 9月30日㊍
　　　13：30〜15：00
場所　犬山カンツリー倶楽部練習場
内容　グリップの握り方から
　　　ショットの基本を指導
　　　アプローチの技術指導

対象　市内在住の男性（60歳以上）、
女性

指導者　犬山ゴルフ協会会員、
　　　PGAティーチングプロ
　　　青地大輔
定員　10人
費用　4,000円
持物　ゴルフクラブ、飲み物、
　　　タオル
申込　 7月18日㊐〜 8月29日㊐
　　　市体育協会事務局へ。住所・

氏名・電話番号・年齢が必
要。電話・FAX・Eメール可

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

▲市民弓道大会の様子パート職員募集
職　　種 施設管理
勤務場所 野外活動センター

勤務
時間

昼の部 8：30〜17：15　 6 日程度
夜の部 17：00〜21：30　 2 日程度

夜勤 21：30〜翌朝 8：30（仮眠・休憩あり）　 2日程度
勤務日数 交代制で月10日程度（土日含むシフト制）
募集人数 1 人
賃金時給 927円

交通費 距離に応じて支給
雇用期間 令和 3年 7月 1日〜令和 4年 3月31日
申込期間 令和 3年 6月22日㊋　消印有効

申込方法 履歴書 1通（写真添付）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 6月下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）

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。

犬山里山自然学校 昆虫教室
　 5月 9日、犬山里山学センターで「犬山里山自然学校�
昆虫教室」を行いました。この教室は全 5回のうち 2回
目で今回のテーマは「チョウ」です。始めに学習室でス
タッフの説明を聞き、班ごとに分かれ屋外で昆虫採集を
スタート。すぐに雨が降ってきたので部屋に戻り、採集
した昆虫を調べる学習に切り替えました。真剣な顔で自
分の捕まえた昆虫と図鑑を見比べていました。�昼休憩
の後、外は晴れてきていたので再び昆虫の卵や幼虫を探
しました。
　最後は標本づくり。用意されたチョウの羽を広げるよ
うにピンを刺していきます。子どもたちは、親やスタッ
フに手伝ってもらい作業していました。

市議会と名古屋経済大学が
連携協力に関する協定締結
　 5月14日、市議会は名古屋経済大学との連携協力に関
する協定を市役所 6階議場にて締結しました。締結式に
は、同大学の学長、副学長ら 5人と市議会議員19人全員
が出席し、同大学の学生も傍聴しました。
　これまでも学生議会の開催や学生と議員との意見交換
会などを行い交流してきた双方は、今後さらに、それぞ
れの人的・知的資源を活用し、地域社会の発展および人
材育成に貢献することを目的として協定を締結。
　今後の取り組みとして、市民との意見交換会への学生
の参加や、インターンシップの受け入れ、大学と議員の
政策共同研究などが予定されています。
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新型コロナウイルス感染症に関する相談
発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医に電話で
相談してください。
※かかりつけ医がいない場合や相談する医療機関に
　迷う場合は、下記窓口へ電話してください。
受診相談センター ℡05₈₇-55-1₆₉₉
（江南保健所内�平日� 9：00〜17：30）
（聴覚障害者向け　Fax0587-54-5422）
夜間・休日受診相談窓口 ℡052-52₆-5₈₈₇
（平日夜間�17：30〜翌 9：00、㊏㊐㊗24時間体制）

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。

犬山市危険物安全協会から軽自動車の寄贈
　 5月19日、犬山市危険物安全協会が令和 2年で創立50
周年を迎えた記念として、軽貨物自動車 1台を市へ寄贈
しました。市はその厚意に感謝し、犬山市危険物安全協
会へ、感謝状の贈呈を行いました。同協会は昭和45年12
月に設立され、危険物の安全管理に関する様々な活動を
通じ、危険物に起因する災害防止に貢献されています。
　寄贈された軽貨物自動車には防火啓発、消防団員の募
集を広く市民にPRするため、犬山城と火消しのキャラ
クターがラッピングされており、防火指導や立入検査な
ど消防業務に活用されます。

NTPホールディングスからサッカーボール
の寄贈
　 5月20日、NTPホールディングス株式会社が、市内 4
つの小学校へサッカーボール20球を寄贈しました。
　これは、名古屋グランパスの公式戦 1得点ごとにサッ
カーボール10球を寄贈する「 1ゴール10球キャンペーン」
で、NTPホールディングス株式会社による地域貢献活動
の一環です。市役所で行われた贈呈式には、犬山北小学
校 6年生児童の皆さんが 4つの小学校を代表しリモート
で参加しました。
　犬山市の小学校に贈られるのは初めてで、次年度以降
も引き続き、残りの市内 6小学校に寄贈いただく予定です。
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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
『怒りの人類史』
� バーバラ・H.ローゼンワイン
『世渡りの修養・処世訓言集』� 渋沢栄一
『妄想する頭�思考する手』� 暦本純一
『スルガ銀行かぼちゃの馬車事件』

大下英治
『�家族に迷惑をかけたくないあなたが認
知症になる前に準備しておきたいこと』

海老原佐江子
『結核がつくる物語』� 北川扶生子
『�今すぐ使えるかんたんMac完全ガイド
ブック』� 技術評論社編集部

『最高の二世帯住宅をデザインする方法』
� area045
『�子どもが光るあったかいしかり方＆ほ
め方』� すずきともこ

『もっと！魔法のてぬきおやつ』
てぬキッチン

『跳躍』� 吉田孝久
『アウトドアファブリック大全』

長谷部雅一
『我らの山田風太郎』� 河出書房新社
『グリーンピースの秘密』� 小川糸
『残酷な遊戯・花妖』� 坂口安吾
『母影』� 尾崎世界観
『白が 5なら、黒は 3』

ジョン・ヴァーチャー

児童書
『犬たちよ、今、助けに行くからね』
� 沢田俊子
『見知らぬ友』� マルセロ・ビルマヘール

児童書（絵本）
『パンダどうぶつえん』� おおのこうへい
『くまのルイス』� トム・リヒテンヘルド

イノセント・ツーリング
湊ナオ著

コロナ禍で何もかも変わっ
た。変わらざるをえなかっ
た。リセットするにも、調
子を取り戻すにも、若くし
て命を落とした親友との約
束を、元気の在庫がなく
なった今こそ果たしたい
…。 4泊 5日、自転車旅の
物語。

ひとり暮らしで知りたい
ことが全部のってる本
主婦の友社編著

部屋探しや引っ越し、イン
テリアや収納、家事やお金
の管理術、防災や防犯、住
まいのトラブルの対処法ま
で、ひとり暮らしをする人
が知りたい情報をまとめて
紹介する。ひとり暮らしの
先輩のアドバイスも収録。

るるぶ びじゅチューン！
の旅
JTBパブリッシング著

世界の美術をアニメと歌で
紹介するNHK�Eテレ番組
「びじゅチューン！」で取
り上げた美術作品が鑑賞で
きる全国27ヶ所をご案内。
シール、Googleマイマッ
プのQRコード付き。デー
タ：2020年12月現在。

アパートのひとたち
エイナット・ツァルファ
ティ作

7 階だてのアパートに住ん
でいる女の子が、アパート
の各階のドアを見て、住人
を想像してみると…。泥棒
一家にサーカス団、吸血鬼、
海賊！？奇想天外な空想世
界を楽しむ絵本。

フクシマ
内堀タケシ写真・文

地震と原発事故という二重
の災害が起きて、着の身着
のまま避難を強いられた人
たち。災害後のくらしは
…？東日本大震災から10
年。写真家・内堀タケシが
福島の「いま」を伝える。

◆著名作家のメッセージカード展示
　新しくオープンした 2階子ども読書空間に、著名な
作家からたくさんのメッセ
ージカードが届きました。
著者作の絵本や児童書と一
緒に展示しています。
　みんなに愛され続ける物
語を紡ぐ作家たちの直筆メ
ッセージを見に、 2階子ど
も読書空間へ足を運んでみ
てください。

7 月のイベント （場所：図書館本館）

3 日㊏　「けるるんくっく」紙芝居� 11：00〜

10日㊏、24日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00〜

31日㊏　作って遊ぼう紙工作� 10：30〜、13：30〜

 （場所：楽田ふれあい図書館）

17日㊏　夏休み工作教室� 13：30〜

※新型コロナウイルスの影響により、変更・中止になる場合があります。
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　皆さんこんにちは。春には花が
きれいに咲いていましたね。今は
もう梅雨に入り、雨が多くなって
きました。去年の梅雨のことはよ
く覚えています。
短い時間に雨が多く降り、郷瀬川
も木曽川も増水していました。
　ドイツには「梅雨」と言われる
時期はありませんが、天気が不安
定な時期はあります。 6月は基本
的に暖かく、天気がいい日が多い
のですが、 4月は天気が変わりや
すいです。ドイツの友達によると、
今年の 4月は 2時間の間に晴れか
ら雨、晴れからあられ、晴れから
雪、そして最後に雷に変わった日
があったそうです。
　春や初夏には美味しい食べ物が
いっぱいありますね。今年の春に

とてもはまっていたのは、春菊と
こごみでした。最初はどうやって
調理すればいいか、あまり良く分
からなかったのですが、知り合い
に聞いたり、インターネットで調
べたりして、春菊入りグラタン・
味噌汁・スープ・スムージーなど
や山菜ごはんを作りました。 6月
になり、旬が終わってしまいとて
も残念です。
　 5・ 6月には様々な野菜や果物
などが旬になり、美味しいものが
増えてきます。ドイツではこの
5・ 6月の時期といえば、アスパ
ラガスです。ドイツでは、収穫が
3月から 4月にスタートし、 6月
24日の聖ヨハネの日に収穫を終え
るのが伝統です。 6月24日までに
獲れたてのアスパラガスがこの時
期だけ道路沿いに建てられた専用
のブースで買えます。レストラン
やカフェでは特別メニューが食べ
られます。日本や世界の多くの
国々では緑のアスパラガスが一般
的ですが、ドイツでは白いアスパ
ラガスが最も一般的です。地域に
よってアスパラガスと一緒に食べ

るサイドメニューや主食が異なり
ます。私の地元ではよく、茹でた
ポテトに少しパセリをかけ、その
隣に茹でたアスパラガスを載せ、
そしてアスパラガスの上にホワイ
トソースやバターで炒めたパン粉
をかけて一緒に食べます。
　 6月はドイツの北西部やオラン
ダで名物の「Matjes（マチェス）」
が旬です。「Matjes」とは、軽く
塩漬け、発酵させたニシンです。
産卵シーズン前の 5月下旬から 6
月上旬に獲ったニシンを使ったも
のを「Matjes」と呼びます。食
べ方は基本的にそのままや玉ねぎ
と一緒、または玉ねぎと一緒に
ロールパンに挟んで食べます。お
かずとして出すことやサラダに入
れることなど
もあります。
　皆さんは現
在はまってい
る食べ物はあ
りますか？

▲白アスパラガス（左）と
　緑アスパラガス（右）

■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

6 月20日㊐ 宮田医院 67-5566 宮田眼科 61-0200 吉田歯科医院 0568-61-0122

6 月27日㊐ ハートクリニックさわだ 62-5556 さとう病院 67-7660 かみの歯科 0568-65-4860

※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

春の食べ物
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　動物たちはときに、すばらしい
運動能力を見せてくれます。霊長
類の中にも、走ったり、ぶら下がっ
たり、ジャンプしたりと、さまざ
まな得意技をもつ種がいます。私
たちヒトも、直立二足歩行という
ユニークな運動適応をもっていま

　木曽川鵜
う

飼
かい

の主役は鵜匠、わき
役は船頭、観客は市民。そして、
この人と鳥と魚の物語を紡ぎだす
劇場空間は木曽川。
　一風と水が語りかけてきます。
　木曽川は霊峰御嶽に水源を発
し、壮大なスケールの交響曲のよ
うに変化しながら、伊勢湾にそそ
ぐ日本を代表する大河です。山間
から平野へ川の流れが、アレグロ
（急速）からアダージョ（ゆるや
か）にテンポを変えるところが木

す。
　運動能力というと激しい動きを
想像しがちですが、それだけとは
限りません。今回ご紹介するポト
は、アフリカに生息する夜行性の
小型霊長類です。一見すると何の
変哲もないサルのようですが、実
はすごいのが手足の握力。枝から
枝へ移動するとき、ポトは両足だ
けまたは両手だけで枝をつかんで
体を水平に保った姿勢を、平然と
何十秒も続けることができます。
どんな体操選手も、おそらくポト
には勝てないでしょう。
　ひみつは手足の構造にありま
す。ポトの手の
親指は他の指と
180度反対向き
になっていて、
指先が大きくふ
くらんでいま
す。また、人差
し指がすごく小

曽川鵜飼の舞台。国宝犬山城が華
をそえます。
　近年のグローバルエコノミーや
デジタル社会は、時間との競争。
効率と成果が求められます。ス
ポーツ競技でもミュージックフェ
スティバルでもドーム会場で、天
気という自然現象征服の論理で
す。でも、そんな時代にあらがい、
木曽川鵜飼はスローライフとアナ
ログ世界。スマートフォンのスイ
ッチを切りましょう。雨が降り、
増水したら自然現象の前には残念
だが、断念を受け入れましょう。
緊張や喧騒からしばし抜け出し、
闇と篝火と静寂の中で、見失って
いた何かが再発見できるかもしれ
ません。悠久の地球の歴史を内蔵
する木曽川と刹那のわれわれの人
生を対比し、謙虚さを取り戻すか

さくなっています。中指、薬指、
小指と親指とで、万力のように枝
をつかめるのです。足のつくりも
同様ですが、人差し指のつめが毛
づくろい用に細長く伸びていると
ころが異なります。
　現在、日本モンキーセンターの
ポトたちがくらすアフリカセン
ターの夜行性展示室は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため
にご覧いただくことができませ
ん。ですが、 6月19日から始まる
特別展「霊長類のアスリートたち
〜骨からさぐる動きのひみつ〜」
では、ポトをはじめ、たくさんの
標本を展示し、霊長類のさまざま
な運動能力のひみつを骨の形から
読み解きます。会期は 9月 5日ま
でです。お見逃しなく。

もしれません。今回スタートする
「木曽川鵜飼・遊覧」では、主役
の鵜匠、わき役の船頭をはじめ木
曽川鵜飼を支える皆さんに登場し
てもらいそれぞれの光を語っても
らいます。
　「観光」とは、その土地の光（誇
りとする文化）を観るという意味
が語源です。木曽川を愛する皆さ
んのご支援で木曽川鵜飼を紹介す
る機会を得たことをうれしく思い
ます。

『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！

（次回は 8月15日号掲載予定です）

ポト：
小さな体に
秘められた
大きな力　

（公財）日本モンキーセンター
学術部　キュレーター     高野智

　　　　　　木曽川観光株式会社
社長     石田芳弘


