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8/15安心確実な口座振替、便利にコンビニ、クレジットカード、アプリで市税等の納付

女性消防団員による花火教室（7月13日　橋爪子ども未来園）
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安心確実な口座振替、
便利なコンビニ、クレジットカード、

アプリで市税等の納付

市税や保険料の納付は口座振替がおすすめ
　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。手続きは右記金融機関窓口へ。手続きに必
要な「預金口座振替依頼書」は市役所 1階収納課、市
内各出張所及び市内金融機関にあります。

●市税や保険料の便利な納付方法
コンビニ
　全国の主要なコンビニで納付することができます。ただし、バーコードのない納付書、 1枚当たりの金額が30
万円を超える納付書などは、コンビニでは納付できません。

各種クレジットカードやペイジー
　各種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）で納付ができます。コンビニでの納付同様、
バーコードのない納付書、 1枚当たりの金額が30万円を超える納付書は利用できません。また、納付書 1枚につ
き、決済手数料がかかります。

口座振替を受付している金融機関
三菱UFJ銀行、名古屋銀行、いちい信用金庫、愛知
北農業協同組合、十六銀行、岐阜信用金庫、大垣共
立銀行、東濃信用金庫、東春信用金庫、愛知銀行、
中京銀行、東海労働金庫、ゆうちょ銀行（郵便局）

利用できるクレジットカード

犬山市専用納付サイト
にアクセス

納付書バーコードを読取 カード情報を入力 納付完了

※詳しい注意事項は市ホームページ　ページ番号1007521　「クレジットカードやペイジーによる納付」を見てください。

【使い方】

クレジットカード納付の手数料

納付額 決済手数料（税込）

〜10,000円まで 110円

〜20,000円まで 220円

※以降、納付額10,000円ごとに決済手数料110円が
加算されます。

ペイジー納付の手数料

納付額 決済手数料（税込）

※納付額にかかわらず、決済手数料165円

▲詳細はこちら
（市ホームページ）

納付
完了
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7 月 1 日から新たに
ファミペイでも納付できるようになりました

納付書を準備 納付書バーコードを決済するアプリで読取 納付完了

※詳しい注意事項は市ホームページ　ページ番号1007069　「スマートフォン決済アプリによる納付」を見てください。

ペイジー納付の手数料

納付額 決済手数料（税込）

※納付額にかかわらず、決済手数料165円

取り扱っている業務
・�「犬山市が発行した納付書」による
現金支払い（市県民税、固定資産税、
軽自動車税、国民健康保険税、水道・
下水道料金、その他使用料など）
・�「愛知県収入証紙」の販売

取り扱っていない業務
・�「犬山市が発行していない納付書」による支払い（普通自動車
税などの県の税金、所得税などの国の税金、国民年金保険料、
他市町村の税金や使用料、電気料金、ガス料金ほか）
・「収入印紙」の販売（郵便局などで販売しています。）
・�「銀行口座」の開設、口座引落しの受付、預金の預け入れなど

※市役所内銀行派出窓口は、市の公金収納業務などを委託しており、一般的な銀行の取り扱い業務とは異なります。
※詳細は市ホームページ　ページ番号1007761　を見てください。
取扱時間　 8：30〜17：15（㊏㊐㊗除く）　問合　会計課（℡44-0308）

●会計課窓口（三菱UFJ銀行派出窓口）について
　市役所 1階にある会計課窓口（三菱UFJ銀行派出窓口）の取り扱い業務は、下記のとおりです。

スマートフォン決済アプリ
利用できるアプリ

【よくある質問】
Ｑ　クレジットカード納付などの決済手数料とは何ですか。なぜ決済手数料がかかるのですか。
Ａ�　クレジットカードによる納付の場合、手元に現金がなくても支払いを完了することができ、支払方法（翌月
一括払い・分割払い等）に応じて現金が引き落とされるまで支払い猶予ができることや、決済時に付与される
ポイントなど、他の納付方法にはない利益があるため、各社クレジットカード利用手数料の負担をお願いして
います。なお、決済アプリによる納付は手数料がかかりません。

Ｑ　クレジットカードやアプリで軽自動車税（種別割）を納付した場合、車検の際はどうしたらいいですか。
Ａ�　クレジットカードやアプリで納付した場合、領収証書は発行されません。また車検（継続検査）用納税証明
書も発送されません。納付後に車検の予定がある場合は、市役所 1階税務課および市内各出張所にて車検（継
続検査）用納税証明書を取得してください。

Ｑ　納付書の期限が過ぎてしまいました。クレジットカード、決済アプリも使えないのでどうしたらいいですか。
Ａ�　納期限を過ぎた納付書は、コンビニ、クレジットカード、決済アプリでの納付ができません。市役所・各出
張所や金融機関、郵便局の窓口での現金納付をお願いします。

Ｑ　過去に納付した税金の領収証書をなくしてしまいました。どうすればいいですか。
Ａ�　直近の 4年間分は納税証明書を 1枚200円で発行しています。
問合　収納課（℡44-0316、44-0317）
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催 し 令和 3 年度秋季市民大会
問合　市体育協会（℡54-1016　勤労青少年ホーム 1階）

種目 開催日 会場 部門 参加料（支払い） 申込期限 備考

クレー射撃
8/22㊐

関国際射撃場
スキート 1種目200円

（当日）
当日現地
にて ―

10/24㊐ トラップ

サッカー
9/5㊐〜
9/26㊐

羽黒中央公園
多目的スポーツ広場

一般男子A
一般男子B（40歳以上）

1チーム4,000円
（体協事務局） 8/22㊐ 雨天決行

※代表者会議　　8/25㊌19：30　エナジーサポートアリーナ（市体育館）

ソフトテニス
9/11㊏

山の田公園
テニスコート

中学女子（団体・個人）
中学男子（団体・個人） 無料 ― 予備日

9/18㊏

10/3㊐ 一部（一般男子・高校生）
二部（女子（高校生以上）・壮年）

1組400円
（当日） 9/26㊐ 予備日

10/24㊐

弓道 9/12㊐ 市弓道場 一般（男・女）
学生（男・女）

1人200円
（当日） 8/22㊐ 予備日

9/26㊐

卓球 9/19㊐ エナジーサポート
アリーナ（市体育館）

一般男子シングルス
一般女子シングルス

1人200円
（当日）

9/12㊐ ―
中学2年（男・女）
中学1年（男・女） 無料

バドミントン 9/26㊐ エナジーサポート
アリーナ（市体育館）

一般男子ダブルス（1・2部）
一般女子ダブルス（1・2・3部）

1人600円
（当日） 9/15㊌ ―

テニス 10/10㊐ 山の田公園
テニスコート

一般男子ダブルス
壮年男子ダブルス
（ペア合計年齢110歳以上）�
一般女子ダブルス

1組1,000円
（当日） 10/3㊐ 予備日

10/17㊐

バレーボール
10/10㊐ エナジーサポート

アリーナ（市体育館）
一般女子（1・2部） 1チーム3,000円

（当日）
9/26㊐

―
10/17㊐ 一般男子 10/3㊐

ハイキング 11/7㊐ 春日井市弥勒山近辺 一般
1人300円
小学生100円
（当日）

10/3㊐
〜8㊎
9：00受付

先着30人
雨天中止

ソフトボール

11/14㊐
　・28㊐

山の田公園野球場
エナジーサポート㈱
グラウンド

一般男子 1チーム4,000円
（代表者会） 11/7㊐ 予備日

12/5㊐

10/23㊏ 山の田公園野球場 中学生女子 無料 10/17㊐ 予備日
10/30㊏

※代表者会議　11/7㊐19：00　勤労青少年ホーム

バウンド
テニス 10/24㊐ エナジーサポート

アリーナ（市体育館）
一般ダブルス 1人300円（当日）

10/17㊐ ―
ジュニアダブルス 無料

剣道 11/7㊐ 市武道館�剣道場 小学生（低学年・高学年）
中学生（男・女） 無料 10/31㊐ ―

グラウンド・
ゴルフ 11/13㊏ 羽黒中央公園

多目的スポーツ広場
ゴールド（男・女）
ブロンズ（男・女）

1人500円
（体協事務局） 10/31㊐ 予備日

11/16㊋

バスケット
ボール

12/5㊐
エナジーサポート
アリーナ（市体育館）

小学生（男・女） 無料 11/14㊐ ―

1/9㊐ 一般男子
一般女子

1人200円
（当日） 12/5㊐ ―

※代表者会議　小学生は11/27㊏19：00勤労青少年ホーム　一般は12/25㊏19：00勤労青少年ホーム　

ゴルフ 12/7㊋ 犬山カンツリー倶楽部 一般男子
シニア・レディース

1人200円
（当日）

11/7㊐〜
会場にて

先着100名
プレー代実費

水泳 1/10㊗ フィットネス
フロイデ温水プール 各種目競泳25m 500円

＋1種目200円 11/28㊐ ―

スキー 1/23㊐ モンデウス飛騨
位山スノーパーク

男子（70歳以上・60歳以上・
　　　50歳以上・40歳以上・
　　　40歳未満）
女子
スノーボード男女
ジュニア男女

1人1,000円
（当日）

令和4年
1/4㊋〜
13㊍

―
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募 集

ゲートキーパー講座
〜こころのサインに気づいたとき
にできること〜
　ゲートキーパーとは、悩んでい
る人に気づき、声をかけ、話を聞
いて、必要な支援につなげ、見守
る人のことです。悩みを抱えた人
は「どこに相談してよいか分から
ない」、「どのように解決したらよ
いか分からない」等の状況に陥っ
ていることがあります。周囲の人
が、大切ないのちを支えるゲート
キーパーとして、できることから
始めませんか。
日時　 9月13日㊊
　　　13：30〜15：00
講師　（社福）愛知いのちの電話

協会　兼田智彦氏
場所　市役所 2階205会議室
定員　先着30人
申込　 8月25日㊌から市民健康館

（℡63-3800）へ（電話可）
※新型コロナの影響により、延
期・中止する場合があります。

女性の園芸教室
●�ハーブを育て、味わい、楽しも
う（全 3回）

　ハーブの育て方と利用のしかた
について学びます。
日時　 9月16日㊍、10月21日㊍、
　　　11月18日㊍
　　　各日 9：30〜12：00
場所　里山学センター
内容　ハーブのシロップ作り、ハ
　　　ーブ種まき、冬用クリーム・
　　　ハーブオイル作り
対象　18歳以上の女性
定員　先着10人
費用　2,000円
申込・問合　 8月20日㊎ 9：00から

受付①氏名②住所③電話番
号を里山学センター（℡65

　　　-2121）へ（電話可）

市パートタイム
会計年度任用職員

募集職種　事務職
募集人数　 1人
任用期間　10月 1 日〜令和 4年 3

月31日（勤務状況に応じて
1年毎の更新あり）

勤務日時　月15日� 8：30〜17：15
　　　（休憩 1時間、7.75時間勤務）
勤務場所　議会事務局議事課
　　　（市役所 6階）
報酬　日額7,750円（賞与有）
交通費　市の規定に応じて支給
業務内容　文書受付、メール確認・

発信、会議の会場準備・マイ
ク操作・ネット配信、音声デ

　　　ータのテープ起こし・議事
録作成、ホームページの修
正など

資格等　ワード、エクセルの操作
経験者、普通自動車免許

　　　（AT限定可）
休日　㊏㊐㊗、年末年始（12月29

日〜 1月 3日）
有給休暇　 7日
選考方法　書類審査、面接、実技

（パソコン操作）
申込・問合　市所定の履歴書を記

入し、 8月16日㊊〜27日㊎
に、直接または郵送（必着）
で市役所 6階議会事務局議
事課（℡44-0307、〒484-8

　　　501住所不要）へ
※市所定の履歴書は市ホームペー
ジ　ページ番号1000629　からダ
ウンロードできます。

東之宮古墳
普及啓発事業

●東之宮古墳散策ツアー
日時　 9月11日㊏ 9：00〜12：00
　　（雨天時予備日 9月18日㊏）

場所　犬山遊園駅西口
内容　東之宮古墳と犬山祭に関連

するコースを散策します。
定員　先着20人
持物　動きやすい服装

●土あげ祭プロジェクト
日時　 9月23日㊗10：00〜12：00

（雨天時予備日 9月25日㊏）
場所　東之宮古墳成田山側入口
内容　土を麓から運び、東之宮古

墳を修復します。
定員　先着20人
持物　汚れてもいい服装、軍手等
【共通】
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　理事長　赤塚次郎氏
申込・問合　 8月17日㊋から青塚

古墳ガイダンス施設（℡
68-2272　㊊休館）へ

いぬやまファミリー
サイクリング2021

秋の犬山をポタリングしよう
　市内に設置されたポイントをま
わります（20㎞程度）。
日時　10月10日㊐ 9：30〜15：00
　　　（当日 9：00から受け付け）
集合　内田防災公園
定員　先着150人
　　　（小学生以下保護者同伴）
費用　500円
※ヘルメットを着用してください。
※自転車のレンタルはありません。
※補助輪付き自転車は不可・子ど
も乗せは可とします。
※完走者には多数記念品あり。
※新型コロナ対策のため各自検温
し、マスクを着用してください。
体調の悪い人は参加を控えてくだ
さい。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。
問合　犬山ポタリングクラブ（犬

山市総合型地域スポーツク
ラブ登録）事務局（℡080-
6987-1234　 9：00〜17：00）
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募 集 令和 3 年度さくら工房
後期（10月〜12月）受講生

時間　 9：30〜11：30（★印の教室は10：00〜12：00）
※ 2回目以降の日程は、受講決定通知でお知らせします。
対象　誰でも申し込みできます。ただし希望者が定員を超える場合の優先順位は次のとおりです。
　　　①初めて受講する市内在住の人　②65歳以上の市内在住の人　③市内在住の人　④市外在住の人
※同一条件で定員を超える場合は抽選を行い、結果は、 9月中旬に郵送で通知します。
費用　受講料と材料費を合わせて初回に集金します。下表は市内の人の金額です。市外の人の受講料は 2倍です。

材料費は市内の人も市外の人も同額です。
※教室が途中で中止となった場合、未実施分の受講料は返金しますが、購入済み分の材料費は返金しません。
申込・問合　 8月24日㊋〜31日㊋に市民健康館（℡63-3800�㊏㊐㊗除く 8：30〜17：00）へ

教室名 曜日�初回日 回数 定員 受講料 材料費 内容

陶
芸
教
室

尾関犬山焼 第1・3㊋10月5日

5 6 1,250円 5,000円

犬山焼窯元の先生に学び、本格的な陶芸が楽
しめます。オリジナルな作品を作ることがで
きます。
「尾関初心者」は、道具の種類・使い方等基礎
から詳しく学ぶことができます。

尾関初心者 第1・3㊎10月15日

後藤犬山焼★ 第2・4㊋10月12日

ろくろ専科★ 第1・3㊏10月16日

後藤犬山焼㊏★ 第2・4㊏10月9日

レザークラフト 第1・3㊋10月5日 5 6 1,250円 5,000円 革に柄をつけ、着色をします。

ステンドグラス 第2・4㊎10月8日 5 6 1,250円 5,000円 ガラスのカット方法から学び、サンタのおや
すみランプを作ります。

トールペイント 第1・3㊌10月6日 5 6 1,250円 4,000円 ベルリンガー・ウェルカム（ボード）に装飾を
施します。

デコパージュ 第2・4㊍10月14日 5 6 1,250円 3,750円 好みのデザインの紙や布を貼り、ボックス等
を飾り付けます。

おもちゃの科学 第2・4㊋10月12日 5 6 1,250円 1,000円 楽しいおもちゃを作ります。

刺しゅう
（戸塚刺しゅう） 第2・4㊍10月14日 5 6 1,250円 5,000円 ポーチやティッシュケース等に刺しゅうを

します。

生け花（池の坊） 第1・3㊎10月15日 5 6 1,250円 4,500円 季節の花を楽しみながら生けましょう。

水彩画 第2・4㊋10月12日 5 6 1,250円 3,000円 遠近法の説明。石膏
こう

のデッサンや、身近な題
材を描きます。

カリグラフィー 第1・3㊌10月6日 5 6 1,250円 4,500円 基本のアルファベットの装飾文字を練習し
カード等を作ります。

絵てがみ 第1・3㊋10月5日 5 6 1,250円 1,250円 絵と文で気持ちを伝えましょう。

つるし飾り 第2・4㊏10月9日 5 6 1,250円 2,500円 クリスマスのつるし飾りを作ります。

羊毛フェルト★ 第2・4㊌10月13日 3 6 750円 3,300円 針を使って羊の毛で作品を作ります。

色鉛筆画 第1・3㊍10月7日 5 6 1,250円 5,000円 色鉛筆画の特徴・効果を学びます。

※応募人数が 4人以下だった場合、その教室の開催は見合わせとなります。
※複数の教室を申し込みできます。ただし陶芸教室を複数申し込むことはできません。
※新型コロナの影響や天候・講師の都合等により、中止・日程変更をすることがあります。
※さくら工房の教室は、子どもを連れての受講はできません。ただし、講師の話を理解し、作品づくりができる
子どもの場合、受講生として受講が可能です。
※受講決定後、材料を発注します。発注後にキャンセルした場合、材料費のご負担をお願いすることがあります。
※祝日や第 5週まである月は開催日が移動している場合があります（曜日は変わりません）。
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フィットネス「フロイデ」スイミングスクール
後期（10月〜 3 月）受講生

コース 曜日 時間 定員 対象者 内容

ベビー ㊋・㊎ 11：00〜12：00 各22組
満 6か月〜 3歳
※子ども 1人につき保護者 1人
参加が必要

親子でコミュニケーションをと
りながら、水慣れをします。

ジュニア
※年少児〜
小学校 6年生
※おむつが取
れていない場
合は不可

㊋〜㊎

15：30〜16：30 各20人
3 歳（年少児）〜 5歳（年長児）
（平成27年 4 月 2 日〜平成30年
4 月 1 日生まれ）

四泳法を身につけることを目標
とします。
レベルに応じてグループに分か
れて実施します。
3か月に 1度進級試験を行いま
す。

16：30〜17：30
各30人

5 歳（年長児）〜小学生
（平成21年 4 月 2 日〜平成28年
4 月 1 日生まれ）

17：30〜18：30 小学生

㊏

10：30〜11：30

各20人

小学生

11：30〜12：30 3 歳（年少児）〜小学 3年生
＊当スクール進級基準 6級
（クロール25m合格者）まで14：00〜15：00

15：00〜16：00 小学生

成人

㊌ 11：00〜12：00 30人 満18歳以上（初・中・上級）

各泳法を身につけることを目標
とします。人数やレベルに応じ
てグループに分かれて実施しま
す。

㊌

19：30〜20：30 各20人

満18歳以上（中級）
2種目以上各25m泳げ、
四泳法習得を目指す人

㊍
満18歳以上（初級）
クロール・背泳ぎ25mを
目指す人

体力増進
㊋ 13：30〜14：30

各20人 満18歳以上
水中でウォーキングや道具など
を使って運動し、健康維持、向
上につなげます。㊍ 11：00〜12：00

ソフトスイム ㊍ 13：30〜14：30 20人 満18歳以上 ゆっくりしたペースで泳ぎを覚
え、健康増進につなげます。

※全20回、欠席した場合の振り替えはありません。
受講料　月額4,400円　口座振替で毎月 6日に引き落とし（現金での会費の納入はできません）
申込　 8月15日㊐〜30日㊊にスイミングスクール受講申込書（フィットネス「フロイデ」受付にあります）に記

入し、フィットネス受付に提出してください（電話での申し込み不可、申し込みは一人 1枚まで）。
申込人数発表　 9月 1日㊌に市ホームページとフィットネス受付で発表します（電話での問い合わせ不可）。
申込クラス変更期間　 9月 1日㊌〜 2日㊍19：00（提出された申込クラス変更のみ受け付け。電話での変更不可）
公開抽選　申し込みが定員を超えるコースは、 9月 4日㊏ 9：00からフィットネス受付で公開抽選を行います。
結果発表　 9月 4日㊏にフィットネス受付で行います。市ホームページでは 9月 7日㊋までに発表します。
　　　　　�受講が決まった人は 9月 4日㊏〜12日㊐18：00に必ず控えを持参して、フィットネス受付へ来てくだ

さい。
※初めて受講する人は、会費 2か月分（4,400円× 2）と口座振替を行う金融機関の「通帳」と「届出印」を持
参してください。ベビーコース・ジュニアコースは必ず保護者が手続きしてください。
※新型コロナウイルスの影響により、募集内容が変更・中止となる場合があります。
問合　フィットネス「フロイデ」（℡61-7272　㊊〜㊏10：00〜21：30　㊐10：00〜19：00　第 2・ 4㊊休館）
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募 集

生 活

里山学センター　ボランティアスタッフ
養成講座（全 6 回）

　「犬山の生物多様性をたどる　〜現状を理解し、保全していくために〜」
をテーマに開講します。犬山の自然・文化・歴史について、里山学セン
タースタッフが実際に現地を歩きながら解説します。犬山の生物多様性
について一緒に学びませんか。
（受講後のボランティアスタッフへの登録は任意です）

日付 内容

第 1回 9月30日㊍ 「湿地をたどる」
八曽ふれあいの森

第 2回 10月19日㊋ 「希少種マメナシの生育地をたどる」
楽田地区

第 3回 11月26日㊎

「歴史の道をたどる」
犬山地区
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　理事長　赤塚次郎氏

第 4回 12月17日㊎ 「沢と尾根の道をたどる」
八曽ふれあいの森

第 5回 令和 4年
1月28日㊎

「里から尾根をたどる」
栗栖地区

第 6回 2月25日㊎
まとめと講義（里山学センターで座学）
犬山の生物多様性の意義
自然との向き合い方

※長距離の徒歩移動・車移動があります。
※集合場所などの詳細は申込時にお伝えします（原則現地集合）。
定員　先着10人　対象　18歳以上　費用　3,000円
時間　各回 9：30〜15：00
持物　弁当、飲み物、筆記用具、雨具（雨天時のみ）
服装　長袖、長ズボン、トレッキングシューズ、帽子
申込　 8月24日㊋から①氏名②住所③電話番号を里山学センター（℡65-

2121）へ（電話可）

固定資産評価審査
委員会委員の再任

　 7月10日付けで固定資産評価審
査委員会委員に杤本正樹氏が再任
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 6
人の委員で構成する機関です。
問合　総務課（℡44-0300）

介護に関する
入門的研修

　介護に興味・関心があり勉強し
たい人や介護事業所で活躍したい
人を対象に、基礎講座と入門講座
の演習を交えた分かりやすい研修
を実施。受講した人は、あいち介
護サポーターバンクに登録し、サ
ポーターとして介護事業所で活躍
することもできます。
日時　基礎講座（半日）
　　　10月 7 日㊍13：30〜16：30
　　　入門講座（ 3日間）
　　　�10月14日㊍・21日㊍・28日

㊍ 9：45〜16：30
※各講座のみの受講も可。ただし、
入門講座は 3日間の受講が必要。
場所　まなび創造館（小牧市小牧

三丁目555ラピオ 4階、 5
階）

対象　高校生以上の人
費用　無料
申込・問合　あいち介護サポー

ターバンク運営事務局（℡
0800-200-4415� 9：00〜17：
45㊏㊐㊗を除く）へ

※新型コロナの影響により、変更・
中止・参加人数の制限等をする場
合があります。

第 5 回犬山市
歴史まちづくり賞

　犬山市歴史的風致維持向上計画
の中で、維持向上すべき歴史的風
致の一つに挙げられている「城下
町」。ここには風情豊かな町並み
を形成する建造物が立ち並び、訪
れる人々を魅了しています。
　こうした建造物を次世代へ継承
していくために、景観や風情の向
上に貢献している伝統的な意匠な

どに優れた建造物を表彰します。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1004312　を見てください。
申込・問合　歴史まちづくり課
　　　（℡44-0354）へ

▲昨年度表彰物件
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消費者トラブルに
気をつけて

誰でも簡単に稼げる？ネットでの
もうけ話に注意
　SNSから、簡単に稼げるとい
うサイトにアクセスした。「 1週
間に 1回 5分の作業をするだけで
誰でも簡単に稼げる」との説明が
あり、個人情報を登録した。同様
のサイト 2つにそれぞれ約 2万円
ずつデビットカードで支払った。
マニュアル通りにやってみたが収
入を得ることはできなかった。

（高校生　男性）
アドバイス
　簡単にお金を稼ぐ方法と称する
情報（いわゆる情報商材）がイン
ターネットで販売されており、中
学生や高校生からも相談が寄せら
れています。副業サイトやSNS
などで「誰でも簡単に稼げる」と
説明されますが、楽に稼げるうま
い話はありません。情報商材は購
入するまで内容がわからず、広告
や説明と違って情報の内容に価値
がない、収入が得られなかったと
いう相談がみられます。安易な購
入はやめましょう。
　未成年者の契約は取り消しがで
きるケースもあります。困ったと

きは、早めにご相談ください。
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　 8月20日㊎、 9月17日㊎
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

セルフメディケー
ション税制を知って
いますか

　この制度は、健康の保持増進や
疾病の予防として健康診査、人間
ドックなど一定の取り組みを行っ
ている人が、その年中に12,000円
以上の対象医薬品を購入した場
合、その超える部分の金額（上限
88,000円）を翌年度の市民税・県
民税の医療費控除の特例として控
除の対象にできるものです。令和

3年12月31日までの購入分が適用
対象でしたが、令和 8年12月31日
まで期間が延長されましたのでご
活用ください。詳しくは市ホーム
ページ　ページ番号1004156　を
見てください。
※セルフメディケーション税制の
申告をした場合、通常の医療費控
除の申告はできません。
問合　税務課（℡44-0314）

生ごみは水切りを
して出しましょう

　生ごみのおよそ80％は水分で
す。生ごみの水分は、悪臭の原因
となるほか、水分の多いごみを焼
却するには多くの燃料が必要とな
り、処理費への負担となります。
生ごみを出す際は、水切りをしっ
かりしてから出すよう心がけま
しょう。
●生ごみの水分を減らす方法
・野菜の皮、お茶がら、ティーバッ
グなどは乾かしてから捨てましょ
う。
・スイカなどの皮は細かく切るこ
とで水分を減らせます。
問合　環境課（℡44-0344）

後期高齢者医療保険料のお知らせ
　後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、保険料が減免とな
ります。申請期限は令和 4年 5月31日までです。

減免の要件 減免額

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収
入または給与収入（以下「事業収入等」）の減少が見込まれ、下記①から③までのすべてに該当
する世帯
　①　�令和 3年の事業収入等のいずれかが、令和 2年に比べて10分の 3以上減少する見込みで

あること
　②　�令和 2年の所得の合計額が1,000万円以下であること
　③　�令和 3年に減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和 2年の所得の合

計額が400万円以下であること

一部減額

※所得とは、収入額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた額のことをいいます。
問合　保険年金課（℡44-0328）
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生 活 相 談

健 康

市立図書館と
楽田ふれあい図書館
を休館します

　図書館では年に 1回、館内で所
蔵している図書を 1冊ずつ点検す
る「特別整理期間」を設けていま
す。今年は、特別整理作業とシス
テム更新作業のため休館します。
期間中は、図書の貸出、予約、学
習室の利用などはできません。
期間　 9月 1日㊌〜30日㊍
●貸出期間について
　特別整理期間前の 8月18日㊌〜
31日㊋の貸出は貸出期間を延長し
ます。
●休館中の図書の返却について
　図書の返却は、図書館玄関横の
ブックポストを利用してください
（24時間利用可）。なお、CD、ビ
デオ、DVDなどの視聴覚資料は
ブックポストに返却できませんの
で、特別整理期間後に窓口で返却
してください。
問合　市立図書館（℡62-6300）

街頭消火器の
設置を補助

　地域で発生した火災に対して、
初期消火を行うための街頭消火
器・格納箱を設置・取り換えをし
た団体に、設置・取り換えに要した
経費の一部を補助します。消火器
の設計標準使用期限（おおむね10
年）を経過したものは早急に取り
替えてください。消火器の薬剤詰
め替えは補助の対象になりません。
対象　町内会または町内会の連合

会（個人での申請は不可）
補助額　設置・取り換えにかかる

経費の 3分の 1
※消火器 1器当たり上限3,000円、
収納箱 1基当たり上限2,000円

子どもの人権110番
強化週間

　いじめ・虐待など、子どもの人
権にかかわる悩みごと、心配ごと
などの電話相談に応じます。相談
内容の秘密は固く守られますの
で、ひとりで悩まず、気軽に相談
してください。
日時　 8月27日㊎〜 9月 2日㊍
　　　 8：30〜19：00
※ 8 月28日㊏、29日㊐は10：00〜
17：00
●相談専用電話
フリーダイヤル0120-007-110
問合　名古屋法務局人権擁護部
　　　（℡052-952-8111）

骨密度チェック
　骨粗しょう症予防のため骨密度
を測定してみませんか。
日時　 9月 8日㊌ 9：30〜11：30
　　　�（申し込み順のため時間の

指定はできません）
場所　南部公民館
対象　市内在住の20歳以上の人
　　　（令和 2年 9月以降に骨密

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

骨密度測定
持物　健康手帳
申込・問合
　　　 8 月24日㊋ 8：30から直接

または電話で市民健康館
（℡63-3800）へ

※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

申請期限　 9月30日㊍
申込・問合　消防署企画調整担当

（℡65-0119）へ
※申請書は、市ホームページ　ペ
ージ番号1006251　からダウンロ
ードできます。
※新型コロナ感染対策として郵送
（〒484-0066　大字五郎丸字下前
田 1）での申請も受け付けます。

20歳になる人へ
●「犬山二

は

十
た

歳
ち

の集い2022」の案
内ハガキを送付しました
　20歳を迎える有志から成る実行
委員会が「犬山二十歳の集い
2022」を開催します。犬山市に住
民登録のある人へ、 8月上旬に案
内ハガキを送付しました。
　市外に住んでいる人も参加でき
ますので、市外へ転出した対象者
をご存知の人は、「二十歳の集い」
の開催についてお伝えください。
なお、案内ハガキが必要な場合は、
送付先を問合先までお知らせくだ
さい。
対象　平成13年 4 月 2 日〜平成14

年 4 月 1 日生まれの人

●「犬山二十歳の集い2022」
開催日　令和 4年 1月 9日㊐
開催時間（予定）
第 1部　南部地区、東部地区
12：15〜13：30（受付開始11：45）
第 2部　犬山地区、城東地区
14：45〜16：00（受付開始14：15）
場所　市民文化会館大ホール
※新型コロナの影響により、開
催時間などが変更になることが
あります。実行委員会ではInsta
gram、Twitter「＠inuyama_2022」
で随時情報を発信しています。
また12月には詳細な内容を文書
で送付します。

※令和 5年も犬山二十歳の集いと
して開催する予定です。
問合　青少年センター（文化スポ
　　　ーツ課内�℡44-0352）
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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 8月24日㊋
　　　② 9月 7日㊋
　　　各13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　①高橋眼科　高橋朝彦氏
　　　　②宮崎整形外科・外科・
　　　　内科　宮崎貢一氏
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）

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　 9月 1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）
費用　無料
申込・問合　 8月27日㊎までに市

民健康館（℡63-3800）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

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

災害時の口腔ケア
　誤

ご

嚥
えん

とは、のどの筋肉や反射機
能が低下することで、食べ物や唾
液が食道ではなく、誤って気管に
入ってしまうことです。誤嚥によ
り、口の中の細菌が気管を通って
肺の中に入り増殖し炎症を起こす
のが誤嚥性肺炎です。
　災害時には、誤嚥性肺炎が増え
るといわれています。その原因は、
水不足でうがいなど口腔ケアが満
足にできないため、口の中の細菌
が増える。被災後のストレスや慣
れない避難生活など集団生活によ
る睡眠不足。疲労からくる抵抗力
の低下、嚥下機能の低下などです。
　また、高カロリーな菓子パンや
おにぎりなど、糖質中心の食事や
歯みがきが満足にできないことか
ら、被災地ではむし歯が増えたと
いう報告もあります。
　災害時は、普段より口腔ケアに
気を配り、災害時非常用品の中に
口腔ケアグッズや歯みがきグッズ
を入れておきましょう。

9 月の各種無料健康相談ガイド

相談 日時・場所 担当

①おくすり相談
15日㊌
13：30〜15：00

アイリス薬局
薬剤師　岩井隆始氏

②保健師・看護師・
　管理栄養士による相談

要予約（㊏㊐㊗除く、 8：30〜17：00）
市民健康館（電話相談可）

③歯科衛生士による
　歯科相談

要予約（㊏㊐㊗除く、 8：30〜17：00）
保健センター（電話相談可）

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

こころの相談
【電話】あいちこころホットライン365（℡052-951-2881）
　　　　毎日 9：00〜20：30
　　　　　【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」
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令和 3年度　秋の集団検診のお知らせ
問合　市民健康館（℡63-3800）

　新型コロナの状況に応じて、中止、変更する場合がありますので、最新情報は市ホームページ　ページ番
号1000265　を確認するか問い合わせてください。

集団検診（乳がん・子宮頸がん・大腸がん）、39歳以下健康診査

　勤務先等でがん検診、健康診査を受診する機会のない市内在住の人で、令和 3年 4月 1日〜令和 4年 3月31日
に下記の対象年齢になる人が受診できます。

種類 乳がん
（超音波）

乳がん
（マンモグラフィ） 子宮頸がん 大腸がん 39歳以下健康診査

対象年齢
（　）は国が特に受診を
推奨する対象年齢

30〜39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）

35歳以上
（40〜69歳） 18〜39歳

検査方法 超音波 マンモグラフィ 細胞診 検便 身体測定、血液検査、尿検
査、心電図、歯科健診など

検診料
社会保険等加入 1,000円 1,000円 600円 500円

�1,500円
犬山市国保加入 　　500円 　　500円 300円 250円

※世帯全員が市民税非課税の人、生活保護世帯の人、後期高齢者医療保険加入者は、乳がん検診、子宮頸がん検
診料が免除されます。広報犬山 5月15日号10ページを見てください。生活保護世帯の人は、39歳以下健康診査検
診料も免除されますので、予約時に申し出てください。
※今年度21歳になる人は子宮頸がん検診の無料クーポン券、41歳になる人は乳がん検診の無料クーポン券が利用
できます。（対象者には 5月下旬に送付しています。）
※39歳以下健康診査受診時に希望者は骨密度チェックもできます（別途300円）。

検診日・会場 乳がん（超音波） 乳がん
（マンモグラフィ） 子宮頸がん 39歳以下

健康診査

10月 5 日㊋　市民健康館 8：45〜11：00

10月 7 日㊍　保健センター 午前

10月 8 日㊎　市民健康館 8：45〜11：00

10月13日㊌　市民健康館 13：15〜15：00 14：00〜15：00

10月14日㊍　南部公民館 9：20〜11：00 午前

10月24日㊐　市民健康館 8：45〜11：00 13：30〜15：00 9：30〜11：00

10月27日㊌　市民健康館 8：45〜11：00

10月28日㊍　保健センター 午前

〇大腸がん検診　検便の提出があります。提出日・会場は乳がん（マンモグラフィ）検診、子宮頸がん検診と同じです。

　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　 8月23日㊊〜27日㊎　　　受付時間　 8：30〜17：00

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・ 2日目は、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、 9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。
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子 育 て 令和 4 年度
市内幼稚園児募集

●犬山幼稚園（公立）
対象・募集人数　 3歳児　40人
※ 4歳児・ 5歳児は年度途中でも
入園申込ができます。
※ 4歳児・ 5歳児は定員枠に空き
がある場合受け付けをします。
入園説明会　10月 4 日㊊10：00〜

10：45犬山幼稚園遊戯室に
て

※新型コロナの影響により、書類
配布のみとする場合があります。
入園申込受付　10月14日㊍・18日

㊊10：00〜16：00の 2 日間に
犬山幼稚園で受付

※応募者が多数の場合は抽選で入
園を決定します。
問合　犬山幼稚園（℡61-0619）
●私立幼稚園
　入園案内、願書配布および入園
受付は各園で行います。対象・募
集人数は各園で異なります。詳細
は各園へ問い合わせてください。
願書配布　 9月 1日㊌から
入園申込受付　10月 1 日㊎から
問合　杉の子幼稚園（℡61-1077）
　　　�名古屋経済大学附属市邨幼

稚園（℡67-0622）
　　　光明幼稚園（℡61-0249）
　　　光明第二幼稚園
　　　（℡67-2323）

令和 4 年度の子ども未来園・保育園の
新入園申込書類を配布します

　令和 4年 4月から子ども未来園・保育園の入園を希望する方へ入園申
込書類の配布を行います。
　予約は不要です。配布書類はどの施設でも同じです。

日時 場所

10
月

14日㊍・15日㊎・18日㊊〜20日㊌
10：00〜12：00、13：00〜14：00

各子ども未来園、
白帝保育園、犬山さくら保育園

21日㊍・22日㊎・25日㊊〜29日㊎
8：30〜12：00、13：00〜17：15

市役所 1階　子ども未来課

※入園決定については、申し込み受付後の審査により決定されます（書
類配布の先着順ではありません）。申し込み方法等については広報犬山10
月15日号に掲載予定です。
※配布場所の駐車可能台数には限りがあります。
※在園児のきょうだいが新入園を希望する場合や、在園児で転園を希望
する場合は、在園している園で書類を受け取れます。
※入園は、保護者が「保育が必要な事由」のいずれかに該当することが
必要です。詳しくは市ホームページ　ページ番号1003304　を見てくださ
い。
問合　子ども未来課（℡44-0324）

対象児
0歳児クラス（令和 3年 4月 2日〜令和 4年 4月 1日生まれ）
1歳児クラス（令和 2年 4月 2日〜令和 3年 4月 1日生まれ）
2歳児クラス（平成31年 4 月 2 日〜令和 2年 4月 1日生まれ）
3歳児クラス（平成30年 4 月 2 日〜平成31年 4 月 1 日生まれ）
4歳児クラス（平成29年 4 月 2 日〜平成30年 4 月 1 日生まれ）
5歳児クラス（平成28年 4 月 2 日〜平成29年 4 月 1 日生まれ）

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。
〇�39歳以下健康診査の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）。乳がん、
子宮頸がん検診の検診当日の受付時間は前ページの表の時間です。
〇保健センターは駐車場が少ないため、できるだけ公共交通機関を利用してください。
〇�妊娠中の人は乳がん（マンモグラフィ）検診は受診できません。子宮頸がん検診、健康診査は妊婦健診を利
用してください。
〇�乳がん（超音波）検診は、妊娠中や産後は乳房が張っていることが多く正確な検査ができない可能性があり
ますので、授乳終了後、半年以降の受診をお勧めします。

※定員に満たない場合は 9月21日㊋ 8：30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。
　 9月22日㊌以降にまだ空きがある場合は、電話でも予約できます（問診票は市民健康館に取りに来てください）。
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子 育 て 子育て講座「 0・1・2 歳児を持つ親の勉強部屋」
第 3 期（全 5 回） 受講生募集

　「子どもへの関わり方は、今の
ままでいいのかな」「どんな言葉
をかけていけばいいのかな」と思
いながら日々子育てを頑張ってい
るママたちのために、専門の先生
からヒントをもらい、子育て力が
アップする講座です。親子の絆を
深めながら、子どもの発達を促す
ための関わり方や育て方のポイント等のお話を聞きます。講座を通して
子育て仲間の輪も広がります。

日時 内容 託児

① 9月 8日㊌
10：30〜11：30

「発達を知る」 1歳 6か月〜 2歳
〜なんでもやりたい、チャレンジしたい〜
講師　愛知県立大学非常勤講師
　　　臨床発達心理士　近藤みえ子氏

あり

② 9月15日㊌
10：30〜11：30

子どもの幸せはママの笑顔から
講師　表情筋トレーナー　松下美奈子氏

あり

③10月 1 日㊎
10：30〜11：30

親子でリトミック
講師　高木ピアノ教室　高木雅子氏

親子
参加

④10月 7 日㊍
10：30〜11：30

ことばを楽しく育てましょう
よい子に育てることばがけのコツ
講師　ことばの相談室ホワイトベル主宰
　　　國島典子氏

あり

⑤10月12日㊋
10：30〜11：30

キッズ＆ママヨガ
講師　ヨガインストラクター　中山聡子氏

親子
参加

場所　東児童センターさんにぃれ
対象　 1歳 6か月から 2歳のお子さんとその保護者（両親や祖父母など

保護者のみの参加も可）
定員　先着10組
費用　 5回で1,000円（大人 1人につき）
※子どもが 3人以上または双子がいる世帯は無料で参加できます。
　申し込み時にお知らせください。
※�生後 6か月以上児の託児あり（定員10人、 6か月未満児は、親子同室
で保護者の見守り）
※初めて受講する人を優先して受け付けます。
申込・問合　 8月17日㊋〜24日㊋（㊐㊊除く）に子育て支援センター「さ

ら・さくらつどいの広場」（℡63-3817�� 9：30〜15：30）へ
※都合により講師を変更する場合があります。
※新型コロナの影響により募集数の変更や中止する場合があります。

姉妹友好都市
絵画交流事業

　犬山市では国内外の都市と姉
妹・友好都市提携を締結し、交流
事業を実施しています。
　その一環として、児童・生徒が
描いた絵画作品を互いに送りあ
い、現地で作品展を開催して、文
化を知る機会としています。
　今年は、以下のテーマで犬山市
の自慢や素敵なところを紹介する
絵画を募集します。
テーマ　「いいね！わたしのおす

すめ犬山」
サイズ　四つ切画用紙
※画材自由、立体作品不可
対象　市内在住または在学の小学

4年生から高校生まで
※小中学生は学校から周知あり。
申込　市ホームページ　ページ番

号1007894　から応募用紙
をダウンロードし、作品裏
側へ貼り付けの上、小中学
生は各学校へ提出。高校生
および市外へ通学する小中
学生は持ち込みまたは郵送
で市役所 3階地域協働課
（〒484-8501住所不要）へ。

応募期限　 9月15日㊌
※作品は返却できません。また、
送付する都市の指定はできません。
※送付前に、市内で展示会を行う
予定です。
※応募者には記念品をお渡しする
予定です。
問合　地域協働課（℡44-0343）

▲過去の市内展示会の様子

▲昨年度の講座の様子
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市 税 等
納 期 限

チャレンジ
おやこ運動塾

　お子さんの運動機能の基礎を高
めるため、パパママの運動不足解
消のために、親子で運動しません
か。
日時　 9月15日㊌
　　　10：00〜11：00
場所　市武道館
講師　健康運動指導士
　　　長谷川弘道氏
対象　平成30年 4 月 2 日〜平成31

年 4 月 1 日生まれの子ども
と保護者

定員　先着15組
費用　 1組300円
持物　飲み物
※動きやすい服装で出かけてくだ
さい。
申込・問合　 8月26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、延期・
中止する場合があります。

里山学センター森もり広場
●生きものみっけ
　「小さな秋さがし」
　里山学センター周辺で自然観察
をします。
日時　 9月26日㊐ 9：30〜11：00
対象　年中以上の子どもとその親
定員　先着 5家族
費用　 1家族100円
持物　水筒、帽子、タオル、筆記

用具
※雨天時は室内の企画展示で実施

青塚子ども教室
「青塚古墳オリジナル段ボール椅子作り」
　地元企業と共同制作した、青塚古墳オリジナル段ボール椅子を、組み
立てて作ります。椅子の形は青塚古墳と壺はにわの 2種類から選べます。
　イベント内で学芸員による青塚古墳の案内もします。
日時　 8月27日㊎13：30〜14：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設
対象　小中学生
定員　先着10人（古墳型椅子 5脚、壺はにわ型椅子 5脚）
費用　 1脚1,500円
申込・問合　 8月26日㊍までに青

塚古墳ガイダンス施設（℡
68-2272　㊊休館）へ

●どんぐり工房
　里山の材料を使って竹のけん玉
を作ります。
日時　 9月26日㊐
　　　① 9：30〜10：45
　　　②11：00〜12：15
定員　各回小学生以上先着 4人
費用　子ども 1人200円
持物　水筒、タオル、軍手

［共通］
申込・問合　 9月 1日㊌ 9：00から①講座名②氏名③住所④電話番号

を里山学センター（℡65-2121）へ（電話可）

　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 8月31日㊋
市民税・県民税 2期
国民健康保険税 3期
介護保険料 5期
後期高齢者
医療保険料 1期

　口座振替以外の納付は、市指定
金融機関、コンビニ、アプリ、ク
レジットカード、ペイジーおよび
市役所・各出張所でお願いします。
問合　収納課（℡44-0316）

▲昨年度の自然観察会の様子 ▲竹のけん玉

▲古墳型椅子（左）と壺はにわ型椅子（右）
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時間外受付 水道緊急時

日曜市役所
毎月第 2・第 4日曜日
8 /22㊐、 9 /12㊐ 9：00〜12：00
　市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
※マイナンバーカードの交付は事
前予約が必要
※ 8月22日㊐は、終日システムメ
ンテナンスのため、マイナンバー
カードの交付業務は行いません。
問合　市民課（℡44-0303）

平日窓口延長
毎月第 1・第 3火曜日
8 /17㊋、9 / 7 ㊋・21㊋19：00まで
●市民課　（℡44-0303）
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届、
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付
※マイナンバーカードの交付は事
前予約が必要

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

新型コロナの影響により掲載
の行催事が変更・中止となる
場合があります。外出の際は
各自、検温やマスク着用をし
てください。

市老連写真部
フォト写

し ゃ

憧
ど う

の会
第38回写真展

　今回は全会員15人自慢の作品を
展示します。
日時　 9月 1日㊌〜10日㊎
　　　 9：00〜17：00
　　　（最終日は15：00まで）
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　加藤（℡61-0020）

令和 4 年
犬山酉

ゆ う

戌
じゅつ

会設立総会
　初老を祝う伝統行事を実施する
ため、犬山・城東地区出身者を広
く募集します。
日時　10月 9 日㊏19：00から
場所　市民交流センターフロイデ

2階201・202会議室
対象　昭和56年 4 月 2 日〜昭和57

年 4 月 1 日生まれの人で犬
山・城東地区の小中学校の
卒業生または賛同する人

※令和 4年 1月29日㊏と 4月 3日
㊐（犬山祭開催日）に伝統行事や
記念式典を行う予定です。

問合　犬山酉戌会事務局（Eメー
ル�yakusai2022＠gmail.
com）

※新型コロナの影響により変更と
なる場合があります。

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）

教育版Minecraft
自宅でらくらく
プログラミング

　マインクラフト教育版を使っ
て、パソコン初心者から、上級者
までプログラミングを学びます。
日時　 8月18日㊌〜22日㊐
　　　①10：00、②11：00、
　　　③12：00、④14：00、
　　　⑤20：20
※各回45分間。
場所　オンライン会議（Zoom）
対象　小学 4年生〜高校 3年生と

その保護者
定員　先着25組
※個別対応のため、各回 1組のみ
費用　無料
申込　 8月10日㊋〜15日㊐に下の

二次元コードか
ら 公 式LINEで
申し込んでくだ
さい。

問合　プログラミング教室BINGO
　　　事務局（Eメール��bingo310
　　　sato＠gmail.com）

「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。10月15日号の締め切りは 9月
3日㊎、11月 1 日号は 9月21日㊋。

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

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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4 月20日　木曽川犬山緑地グラウンド
総合優勝　男子　小島太一
　　　　　女子　嶋田和子
1コース　男子　小島太一
　　　　　女子　嶋田和子
2コース　男子　小川弘信
　　　　　女子　森川七五三

結　 果1

第48回グラウンド・ゴルフ
春季会長杯　優勝者

第65号④

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

令和 2 年度体育協会表彰式を開催
　 6月12日、市民交流センターフロイデにて、犬山市スポーツ賞表彰式と併
催で令和 2年度体育協会表彰式を開催しました。新型コロナ感染防止対策と
して密集の回避、集合写真撮影以外はマスク着用で行われ、本市体育の普及
振興に功績のあった 4人に表彰状を贈呈しました。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。

《奨励賞》
玉田久男（犬山ソフトボール協会）
三輪征宏・竹内暁彦・戸松真司
（犬山サッカー協会）

スポーツスクール事業
●初心者バウンドテニス教室
　 5月15日より 6月19日まで 4回にわ
たって、市武道館剣道場で「初心者バ
ウンドテニス教室」を開催しました。
新型コロナ感染防止対策のため、マス
ク着用で行われました。最初にストレッチ、素振りで体をほぐして、タイム
を計り休憩と水分補給をこまめにとりながら、和やかな雰囲気の中、ラリー
を楽しみました。指導者の「今のは良かったよ」と励ましの声に、参加者は
一球、一球、真剣に打ち込んでいました。

ジュニアアスリート事業
●空手教室

　 6月 6日より令和 4年 3月27日まで
5回にわたって市体育館サブアリーナ
で「空手教室」を開催しています。指
導者に石濱直鴻氏（福井国体出場）を
招いて、市空手教室スポーツ少年団所

属の小学校 1年生から中学校 3年生の子ども達47人が参加しました。新型コ
ロナ感染防止対策のため、マスク着用で声を出さず、年齢による 2部制で開
催しました。低学年の部では、講師の
話を真剣に聞いて、基本的な動作を繰
り返し練習しました。 4年生以上の高
学年の部では、大会など実践に向けて
の突きなどの攻め、守りの体勢の指導
を受け、一層、練習に気合が入ってい
ました。

▲奨励賞　受賞者

市民大会
優勝者または優勝チーム

●テニス
　 4月11日　山の田公園テニス場　
　男子ダブルス　松本晋治・前田法久組
　女子ダブルス　伊藤愛・村瀬伸子組
●射撃
　 4月25日、5月 9日　関国際射撃場
　スキート部門　久郷大完
　トラップ部門　堀井保
●ソフトテニス
　 4月 3日、25日　山の田公園テニス場
　一般男子　大深直人・竹内剛組
　シニア・レディース
　　　　名田佑奈・加藤祐那組
　中学生男子団体戦　犬山中学校
　中学生女子団体戦　犬山中学校
　中学生男子　山本天太・渡邊聖也組
　中学生女子　澤木愛奈・長谷川ゆいね組
●サッカー
　 4月11日〜 5月 9日
　羽黒中央公園多目的スポーツ広場
　一般A　FanRadish
　一般B　EFCマスターズ
●柔道
　 4月18日　市武道館
　小学生低学年　野崎和優
　小学生中学年　澤田岳志
　小学生高学年　桑原大悟
　女子　長江悠
　段外　桑原光汰/　有段　野崎昌平
●卓球
　 4月25日　エナジーサポートアリーナ
　中学 3年生男子　廣瀬凱吏
　中学 2年生男子　西宮楓人
　中学 3年生女子　大前結衣
　中学 2年生女子　水野桜来
　一般男子　藤本和紀
　ベテラン男子　入尾範之
　一般女子　上田千鶴子
　ベテラン女子　小島なつ子
●グラウンド・ゴルフ
　 5月 8日
　羽黒中央公園多目的スポーツ広場
　ゴールド男子　青木勉
　ゴールド女子　小島美代子
　シルバー男子　二村節夫
　シルバー女子　山田一江
　ブロンズ男子　田端徳行
　ブロンズ女子　内田雪子

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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広告 ※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。
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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】

有限会社レントオール江南と災害時の協定
締結
　 6月28日、有限会社レントオール江南（代表取締役　
澤田源人）と犬山市が「災害時における物資供給に関す
る協定」を締結しました。
　この協定は、犬山市内において災害が発生した場合に、
市からの要請に応じて、屋内で必要となる間仕切りパネ
ルや冷暖房機器、電気用品などの調達可能な物資の供給
について協力する内容となっています。
　同社は、イベント用品をはじめとする各種物品のレン
タル・販売・設営撤去・企画などの事業を展開しています。

羽黒小学校 3年生が桃の収穫体験
　 6月29日、羽黒小学校 3年生が、桃の収穫体験をしま
した。これは社会科の授業の一環で、農家の仕事につい
て学ぶものです。昨年は新型コロナの影響で実施できま
せんでしたが、地元で桃を生産している、丹羽毅さんの
協力で実施しました。
　子どもたちは、 4月に桃の農園を訪問し、桃の育て方
や苦労されていることなどを生産者から直接聞き、 5月
には実に傷がつかないよう、袋掛けを体験し、今回農園
を訪れるのは 3回目です。子どもたちは、一人一つ、 1
番おいしそうな桃を見つけて収穫していました。

▲�
協
定
書
を
手
に
す
る
澤
田
源
人
代
表
取

締
役
（
左
）
と
山
田
市
長

▲桃の収穫をする子ども達

桃の収穫について説明する

▲

丹羽毅さん　
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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。

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）

涼をお届け　犬山駅に風鈴設置
　 6月30日、夏の風物詩としておなじみの「犬山風鈴」
が犬山商工会議所により犬山駅東西連絡橋に設置されま
した。「犬山風鈴」は、300年の歴史を持つ犬山の特産品
「犬山焼」によってできており、その特徴でもあるモミ
ジなどをあしらった絵付けが施されています。
　風鈴は駅東西連絡橋の東西に取り付けられており、短
冊には市立図書館で開催されている「こども俳句教室」
の参加児童が詠んだ「夏」の季語を入れた俳句が書かれ
ています。「犬山風鈴」はひとつひとつ形や音色が違う
ことも特徴で、通りがかった人々を様々な音色で楽しま
せてくれます。

ドイツの部屋「ドイツ語ってどんな言語？」
　 7月 3日、市国際交流員カタリナ・カウフマンさんに
よる、ドイツ語についての講演会が行われました。
　講演は世界で使われている言語についてのクイズから
スタートし、ドイツ語が公用語で使われている国はどん
な国があるかなど、基礎情報の紹介がありました。
　ドイツの大学と日本の留学時に言語学を学び、ドイツ
語講座の講師も務めるカウフマンさんの、わかりやすい
解説に、参加した14名の受講者は、ドイツ語の魅力に引
き込まれていました。

▲�
涼
し
い
音
色
で
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出
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▲カウフマンさんによる講演
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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　 9：00〜18：00（㊊休館）
※ 8月31日㊋までの開館時間です。
※ 9月は特別整理期間のため休館します。

■楽田ふれあい図書館の新着本
道ばたの
小さな草花図鑑
一日一種著

下を向いて歩こう！
オオイヌノフグリ、
ヒメジョオン、ヨモ
ギ…。お散歩や通
勤・通学の時に見つ

けられる、道ばたの小さな草花約100
種をイラストで紹介。コラム、用語解
説も収録する。

クリフォード
ノーマン・ブリッドウェル作

エミリー・エリザベスが飼っているの
は、このあたりで一番大きくて赤い犬。
賢い犬だけど、ちょっと困ったところ
もあって…。大きくて赤い犬クリ
フォードと、飼い主エミリーのゆかい
な日常を描いたアメリカのロングセ
ラー絵本。

■市立図書館（本館）の新着本

新着本の紹介（一部） ㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

感動の鉄道絶景
「旅と鉄道」編集部編

海、山、花、都会の夜景。
車窓に広がる美しい絶景を
厳選紹介する。鉄道会社が
選ぶイチオシ絶景、駅の達
人・杉崎行恭が選ぶ絶景の
駅、車窓の絶景を見る方法
なども収録。『旅と鉄道』
掲載を再編集し書籍化。

しばわんこの和の
おもてなし
川浦良枝絵と文

柴犬のしばわんこが和のお
もてなしを提案。季節の料
理の盛りつけ方、梅仕事、
夏の花遊びなど、春夏秋冬、
おうち時間がぐっと豊かに
なるアイディアを満載。
『MOE』掲載に描きおろ
しを加えて書籍化。

鴻上尚史のますます
ほがらか人生相談
鴻上尚史著

「中 2の息子がいじめる側
にいる」「息子は愛せるの
に、娘は憎しみすら感じる」
など29件の相談に、鴻上尚
史が具体的で実行可能なア
ドバイスを贈る。『一冊の
本』『AERA�dot.』掲載に
加筆し書籍化。

ブックガイドの紹介
　市立図書館では、子ども読書空間のオープンを記念してブックガイドを作成しました。作成の背景には、「子
どもに何を読ませていいかわからない」保護者や「どんな本を読んだらいいかわからない」子どもにブックガイ
ドを参考にして本を選んでもらい、読書習慣を身につけてほしいとの思いが込められています。読みたい本を見
つけて、読書空間に借りに来てください。

図書館で配布している読書通帳に、読んだ本の書名を記入し、通帳が 5冊いっぱいになると図書館からプレゼントがもらえます。
ブックガイドとあわせて使ってみてください。（※読書通帳は市内在住・在学の小学生以下の子どもにのみ配布しています。）

表紙は椙山女学園大学の学生と先生にデザインしても
らいました。全部の表紙をつなげると1枚の絵になり、
犬山の風景が描かれています。

全 5種類あり、 2〜 3歳ごとで対象年齢が分かれてい
るので、年齢に応じた素晴らしい本と出会うことがで
きます。

二次元コードを読み取ると、自宅でも本の貸出状況がわかります。

読んだ日付や感想を書いたり、面白かった分だけテントを塗りつぶした
りして自分だけのブックガイドを作ってね。
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カティーの

独言
ひ と り ご と

36

■楽田ふれあい図書館の新着本

　皆さんこんにちは。先月はドイ
ツの命名ルールや呼び名について
紹介しました。今回は、命名ルー
ルなどについて調べていた時、不
思議な法律や判例を見つけまし
た。その法律をいくつか紹介しま
す。ここで紹介する法律は、昔そ
の件について裁判があり、やって
ほしくない行動に対して、法律が
作られたのだと思います。
　皆さんは裸で車を運転しようと
思ったことがありますか？ドイツ
には昔そうしようと思った人がい
たそうです。裁判の結果は、車は
家と同じようにプライベートな空
間なので、車の中では好きなこと
をして良いそうです。しかし、裸
の状態で車を降りると犯罪になり
ます。

　次は、行進で橋を渡ることは禁
止という法律で、この法律は約
200年前に作られました。調べて
みたら、思った以上に納得出来る
理由でした。1831年にはイギリス
で兵士74人がある橋を行進で渡
り、行進の揺れにより橋が崩壊し
たそうです。確かにかなりの人数
ですが、橋が崩壊するのは怖いで
すね。
　次のケースは、きっと裁判にな
るぐらいなので、かなり激しい枕
の投げ合いだったのでしょうか。
裁判の判決で、合意のない枕投げ
を行った場合、枕は武器として扱
われる可能性があります。もしド
イツで枕投げをするなら、合意が
あることに気を付けましょう。
　次は、結婚に関係がある法律で
す。婚姻の時に、配偶者の一人に
意識がない場合や、その場で婚姻
という行動が行われることを知ら
なかった場合は、その婚姻が無効
となります。酔っぱらっている状
況はそこに含まれています。婚姻
届を出す前にパーティーをしない
ほうが良いですね。

　最後の二つは、かなり不思議だ
と思いました。なぜならば、誰が
何のためにこのようなことをしよ
うと思ったのか理由が分かりませ
ん。一つ目は、1896年からサッ
カーコートに木を植えてはいけな
いと法律で決められています。確
かに、木はきれいだし、環境にも
良いですが、サッカーコートに木
があると、特に選手にとって、か
なり不便です。法律になる前にデ
コレーションとして木を植えたの
でしょうか。または、きちんとし
たサッカーコートではなく、木が
少し植えてあっても、ある程度の
芝生があるスペースでサッカー大
会をされることを防ぎたかったの
でしょうか。
　二つ目は、下水道で泳ぐことは
許可がなければ、禁止です。皆さ
んは下水道で水泳しようと思う理
由が考えられますか？
　ドイツだけではなく、世界中の
国々は面白い法律があると思いま
す。日本にはどのような不思議な
法律があるのでしょうか？

■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

8 月15日㊐ みどり診療所 67-3311 たくや整形外科 69-1800 河田歯科医院 0568-61-0428

8 月22日㊐ 木村内科 67-0008 あいちせぼね病院 20-9100 いぬやま矯正歯科 0568-63-4182

8 月29日㊐ 結ファミリークリニック 68-3311 松村クリニック 61-1488 祖父江歯科 0568-67-9939

※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

不思議なドイツの法律
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（地デジ12ch）で好評放送中！

　動物園に来園された方が動物と
ともにほぼかならず目にするも
の、それが種名看板です。飼育場
所の前に置かれた看板にはその動
物がなんという種なのか、どんな
動物なのかが書かれています。研

究が進んで新しいことが分かれ
ば、この種名看板も作り直さない
といけません。それは種の名前で
すら例外ではありません。 1種だ
と考えられていたのによく調べる
と複数種だった、ということが近
年多く発表されていて、霊長類の
種数は飛躍的に増加しました。約
10年前に出版したガイドブックで
は250種ほどでしたが、準備中の
最新のリストでは500種を超えま
す。そこで、動物園でも飼育して
いる動物の分類を見直し、動物の
種名を変更することがあります。
　その 1つがクロクモザルです。
かつては 1種と考えられていまし
たが複数種に分けるべきとされま
した。モンキーセンターではメス
のプカルバとオスのアイレスの 2
頭をクロクモザルとして飼育して
いました。ですが顔の色が違うこ
とから、プカルバはコロンビアク
ロクモザル、アイレスはペルーク
ロクモザルと、じつは別種だった

と分かり、 2頭の部屋の前には 2
枚の種名看板が付けられました。
名前が変わることで 2頭の関係が
変わったわけではありません。今
も同じ部屋でなかよく同居してい
ます。
　これからも研究が進んで新たな
発見が続くでしょう。そしてそれ
に合わせて動物園の種名看板も変
わっていきます。もし動物園で看
板が書き換えられていたら、「ま
た新しいことが分かったんだ」と
霊長類の研究の世界にも思いを馳

は

せていただければと思います。

　「ホーウホーウ」鵜
う

飼
かい

中、この
掛け声で鵜匠は鵜に語り掛けま
す。船

せん

頭
どう

さんたちも櫂
かい

を使って船
ふな

縁
べり

をドンドンと叩きます。これは
鵜たちに「潜って！魚を追いかけ
て！捕まえてよ！」という意味を
込めています。鵜匠は「アーオ」
も言います。これはみなさんがワ
ンちゃんなどに「よしよし」と言
うのと同じ感じです。鵜は仲良い
同士で話をする時、互いに首を交

差し「アーオ」と言います。鵜匠
もその仲間にいれてもらおうって
魂胆です。
　鵜匠は鵜を手

た

縄
なわ

でさばきます。
わたしは現在10羽の鵜と鵜飼を
行っていますが、皆さんの想像よ
りもぐんと強い力が要ります。10
羽が同じ方向に進めばよいです
が、あちこち泳ぐとすぐに絡まり
ます。タイミングが少しでも遅れ
るともう、どうにもなりません。
　鵜匠は鵜が魚を呑

の

み込もうとす
る仕草を見極めます。魚を呑んだ
鵜を縄に絡まらないように舟に引
き上げ、のどに留まっている魚を
吐かせます。そうこう奮闘してい
ると、篝

かがり

火
び

が小さくなってきます。
舟先の重たい棒に下げられた燃え
盛る鉄

てつ

籠
かご

を自分の真横に回して薪
まき

を加えます。風が吹くたびに顔や
足に容赦なく火の粉が襲ってきま
す。そしてまた、手縄をさばき、
魚を吐かせます。毎回緊張し、疲
れますが鵜匠の仕事はとても楽し
いです。
　鵜匠一同、一生懸命頑張ってい
ます。ぜひ木曽川鵜飼にお越しい
ただき、鵜飼を楽しんでいただき
たいです。お待ちしています。

▲昼鵜飼で腕をふるう稲山鵜匠

▲

左
手
前
が
プ
カ
ル
バ
、

　

右
奥
が
ア
イ
レ
ス

（次回は10月15日号掲載予定です）

（公財）日本モンキーセンター
学術部　キュレーター�����新宅勇太

名前が変わった
コロンビアクロクモザル

　一般社団法人�犬山市観光協会
木曽川鵜飼鵜匠�����稲山琴美


