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9/15自転車安全利用のススメ！

青塚子ども教室「青塚古墳オリジナル段ボール椅子作り」
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自転車安全利用のススメ！

「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」のポイント

　自転車は便利で環境にもやさしい交通手段ですが、自転車がからむ交通事故は増加傾向にあります。自転車に
乗る際はヘルメットを着用した正しい乗車方法を守り、安全運転に心がけましょう。特に携帯電話やイヤホンを
使用しながらの運転や、傘をさしながらの運転は大変危険ですのでやめましょう。
　また、夜間に自転車を運転する際は、ライト点灯はもちろんのこと、服や自転車に反射材などの目印をつけた
り、できるだけ街灯の多い道を通るなど、危険回避に努めることも大切です。
　なお、愛知県では自転車の交通事故を防止し、被害の軽減と、被害者の保護をするため、令和 3年 3月に「自
転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。

　自転車事故による高額賠償事例が発生してい
ます。事故はちょっとした不注意で起こる危険
性があります。万が一の事故に備え、自転車保
険に加入しましょう。

〈自転車損害賠償保険等の種類〉

自転車保険の種類 保険の概要

個人賠償
責任保険

自転車保険 自転車事故に備えた
保険

自動車保険の特約 自動車保険の特約で
付帯した保険

火災保険の特約 火災保険の特約で付
帯した保険

傷害保険の特約 傷害保険の特約で付
帯した保険

共済 全労済 その他共済など

団体保険
会社等の団体保険 団体の構成員向けの

保険

PTAの保険 PTAや学校が窓口の
保険

TSマーク付帯保険
自転車安全整備士が
点検整備した自転車
に付帯する保険

令和 3 年10月 1 日から
自転車保険の加入
　自転車を利用する時は、自転車損害賠償
責任保険等に加入しなければなりません。

自転車事故の高額賠償事例　9,521万円
自転車乗車中の小学生が歩行者と衝突して
歩行者が意識不明の重体となった事故
（神戸地方裁判所判決
　平成25年 7 月 4 日）

令和 3 年10月 1 日から
ヘルメットの着用
　自転車に乗る時は、大人も子どももヘル
メットを着用するように努めましょう。

　自転車の死亡事故のうち約 6割が頭部のけが
によるものです。ヘルメットを着用しなかった
場合は着用した場合に比べ致死率は約 3倍にな
ります。

自転車ヘルメット購入費を補助
　市内に住所がある 7 〜18歳、65歳以上（令和
4年 3月31日時点）の人で、安全性の認証を受
けた新品のヘルメットを購入し、令和 4年 2月
28日までに申請した場合に、費用の 2分の 1を
補助しています。
　ヘルメットの利用者 1人につき 1個、 1回限
り、上限は2,000円です。
　申請方法など詳細は問い合わせてください。
　申請に必要な書類は市役所 3階防災交通課窓
口で配布しています。ホームページ　ページ番
号1007656　からもダウンロードできます。
　希望する人には申請書、チラシ等を郵送します。
問合　防災交通課（℡44-0347）

義務化

問合　防災交通課（℡44-0347）

腰部　100人　4%

脚部・腕部
　23人　1%

・「その他」とは、顔部、腹部等をいう。

自転車乗用中死者の人身損傷主部位
（致命傷の部位）（平成28年〜令和2年合計）

合計
2,293人

頭部
1,331人
58%

胸部
277人
12%

頸部　173人　8%

その他
389人
17%
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催 し

いぬやま
地域つながるフェス

　犬山の各地域にて、にぎわいづ
くりに取り組むミニイベントが 9
月19日、20日に実施されます。
　ハッシュタグ「#いぬやま地域
つながるフェス」でSNSを検索
し、興味のあるイベントを見つけ
たり、参加した様子を紹介したり
して、ぜひ一緒につながりを楽し
みましょう。
日付　 9月19日㊐・20日㊗
場所　市内各地
内容　協働プラザ「わんまるーむ」

のホームページでイベント
を紹介しています。各主催
者のイベント告知URLよ
り詳細を確認してください。

問合　協働プラザ「わんまるーむ」
（℡48-1221、Eメールinfo
＠inuyama-plaza.com㊊
〜㊏ 9：00〜17：00）

※各会場にて新型コロナ感染防止
対策をした上での開催となります
が、各自対策を行った上でお出か
けください。
※SNSへの投稿は、必ず撮影許
可や掲載了承を得るなどして個人
情報の取り扱いに注意してくださ
い。
※下の二次元コードからも各イベ
ント内容を確認できます。

ニワ里カレッジ
講演「尾張平野の中世城館
　　　片原一色城跡」
日時　10月 3 日㊐10：00〜11：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設

　　　研修室
講師　愛知県埋蔵文化財センター

永井邦仁氏
定員　先着20人
費用　500円
申込・問合　10月 2 日㊏までに青

塚古墳ガイダンス施設（℡
68-2272㊊休館㊗の場合は
翌平日休館）へ

青塚古墳うた語り
野外コンサート

〜古代の風に祈りをこめて〜
　青塚古墳を背景にして、歌や電
子オルガン、語りによるコンサー
トを催します。
日時　10月10日㊐15：00〜16：30
　　　（14：00開場、雨天中止）
場所　青塚古墳史跡公園
内容　第 1部 ソプラノの世界
　　　�第 2 部 電子オルガンの世界
　　　第 3部 郷土の歴史を語る
費用　高校生以上500円
　　　小中学生無料（保護者同伴）
持物　レジャーシートなど（会場

に椅子はありません）
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　（℡68-2272　㊊休館㊗の場

合は翌平日休館）
※新型コロナの影響により、中止
する場合があります。

市内小学校区
ふれあい運動会中止

　秋に、小学校運動会とあわせて
行っている市内小学校区ふれあい
運動会は、新型コロナの影響によ
り、中止します。小学校運動会に
ついては各学校に問い合わせてく
ださい。
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0352）

日本モンキー
センター特別展

●妙高高原のスノーモンキー
期間　 9月18日㊏〜令和 4年 2月

28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）

日本モンキーパーク
　下記期間、20：00まで延長営業。
14：00以降は、おとな500円、こど
も100円で入園できます。
期間　 9月18日㊏〜20日㊗・25日㊏
※のりもの、催事館、世界サル類動
物園は別途料金が必要となります。
※免許証や保険証など市内在住を
証明できるものを入園窓口に提示
してください（ 1人の提示で 4人
まで）。
※営業内容を変更する場合があり
ます。事前にホームページで確認
してください。
問合　日本モンキーパーク
　　　（℡61-0870）



4 広報犬山　R3.9.15号

募 集

後期公民館講座
対象　市内在住または在勤の18歳以上の人
申込　① 9月22日㊌〜23日㊗ 9：00〜17：00　初心者（令和元年度、令和 2年度、令和 3年度前期に受講していな

い人）を対象に電話で受け付けます。※定員を超えた場合は、抽選となります。
　　　�② 9 月25日㊏〜26日㊐ 9：00〜17：00　定員に満たない講座（ 9月24日㊎に市ホームページで公開）は、経

験者を含み電話で受け付けます。※定員を超えた場合は、抽選となります。
　　　�③さらに定員に満たない講座は、 9月28日㊋〜10月 3 日㊐ 9：00〜17：00に南部公民館 1階事務所窓口か電

話で先着順に受け付けます。
※申し込み後のキャンセルの場合、材料費を負担していただくことがあります。
※受講料は講座の初回に集金します。
※新型コロナの影響により講座内容を変更・中止する場合があります。
問合　南部公民館（℡68-0834　 9：00〜17：00㊊休館）

●南部公民館

講座名・期間など 時間・場所・講師・定員・受講料・材料費・持物

リフレッシュ・ヨガ
11月17日、12月 1 日・
15日、1月19日、2月
2日（全 5回㊌）

初心者も安心して参加できます。ゆっくりとポーズを取ります。
時間　10：00〜11：30　場所　和室　講師　太田和世
定員　12人　受講料　2,500円　材料費　無料
持物　動きやすい服装、汗ふきタオル、ヨガマットまたはバスタオル、飲み物

ピラティス
11月10日、12月 8 日・
22日、1月12日・26日
（全 5回㊌）

体幹を鍛えて、美しい姿勢を目指しましょう。
時間　10：00〜11：30　場所　和室　講師　太田和世
定員　12人　受講料　2,500円　材料費　無料
持物　動きやすい服装、汗ふきタオル、ヨガマットまたはバスタオル、飲み物

健康太極拳
11月10日・17日・24日、
12月 1 日・8日
（全 5回㊌）

床・立位ストレッチ、八段錦（気功法）、足の運びに手の動作をつけて練習を行います。
時間　 9：30〜11：15　場所　展示室 2・3　講師　西代晃子　定員　12人
受講料　2,500円　材料費　無料　持物　動きやすい服装、汗ふきタオル、底が厚くない
シューズ、ヨガマットまたはバスタオル、飲み物

おしゃれ園芸
（ガーデニング）　
11月19日、12月17日、
1月21日（全 3回㊎）

「花は暮らしのアクセサリー」をコンセプトにコンテナガーデンを楽しみます。
時間　10：00〜12：00　場所　講義室　講師　安藤祥子　定員　12人　受講料　1,500円
材料費　初回3,500円（ 2回以降 1講座3,500〜4,000円程度各回ごとに集金）
持物　手袋（園芸用か使い捨て）、わりばし、レジャーシート、ハサミ

俳句（入門編）
11月10日・24日、
12月 8 日・22日、
1月12日（全 5回㊌）

初心者向けのやさしい俳句入門講座です。名句鑑賞と実作を通して俳句を学びましょ
う。
時間　10：00〜12：00　場所　講義室　講師　宮地瑛子　定員　12人　受講料　2,500円
材料費　無料　持物　筆記用具

●塔野地公民館

リラックス・ヨガ
11月 2 日・16日、
12月 7 日・21日、
1月18日（全 5回㊋）

呼吸に合わせて簡単な運動ポーズを取ります。初心者でも大丈夫です。
時間　10：00〜11：30　場所　和室　講師　大原祐美加　定員　12人　受講料　2,500円
材料費　無料
持物　動きやすい服装、汗ふきタオル、ヨガマットまたはバスタオル、飲み物
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生 活

消費者トラブルに
気をつけて

コロナ禍の葬儀、感染対策で高額
になることも
　父が亡くなり葬儀を行う予定だ
が、出席者は家族のみで 7人しか
いないのに、葬儀社から新型コロ
ナ対策のため 3密を避けて大ホー
ルで行うと言われた。小ホールと
は何十万円も費用に差がある。

（50代女性）
　夫の葬儀をした際、通常の葬儀
費用に加え、新型コロナ対策とし
て衛生管理費を請求された。支
払ったが、新型コロナ対策を理由
にこのような請求は認められるの
か。� （70代女性）

アドバイス
　葬儀では費用に関するトラブル
が多くみられます。また、コロナ
禍の感染対策などで、通常では掛
からない費用がさらに追加される
などのケースがあります。葬儀社
との打ち合わせは喪主だけでな
く、親族などと複数人で行い、申
し込む前に見積書で納得できる内
容や費用であるかを、よく確認し
ましょう。

無料相談窓口
●犬山市消費生活センター
日時　㊊〜㊍（㊗除く）
　　　13：00〜17：00
　　　（受付は16：30まで）
場所　市役所 1階相談室
　　　（℡44-0398）
●愛知県消費生活総合センター
日時　㊊〜㊎（㊗除く）
　　　 9：00〜16：30
　　　㊏㊐ 9：00〜16：00
問合　℡052-962-0999
●犬山市消費生活法律相談
日時　 9月17日㊎、10月15日㊎
　　　13：00〜16：00
予約　産業課（℡44-0340）

蛍光管などの分別
　蛍光管などの内部には微量なが
ら水銀が含まれており、市では専
用破砕装置で適正に中間処理を行
い、その後、専門業者に依頼して
最終処理をしています。
　水銀使用製品が他の処理施設に
入ると、処理過程で水銀が気化し
て外部へ放出されてしまいます。
　気化した水銀を吸い込むと中毒
症状を起こすなど健康を害する場
合があります。

●電球や蛍光管の分別
　電球にLEDや白熱電球などの
表記がなく分別の判断のつかな
い時は、型番の最初のアルファ
ベットを確認して次のとおり分
別してください。
・型番が「F」「EF」で始まる場合
は蛍光管→「蛍光管」へ
・型番が「LD」はLED、「L、LW、
G、NL、R、KR」で始まる場合は
白熱電球→「不燃ごみ」へ

※詳細は「犬山市ごみ分別なんで
も百科」の 5ページか、市ホーム
ページ　ページ番号1000657　を
見てください。
※割れた蛍光管、電球は新聞紙な
どに包んでください。
問合　環境課（℡44-0344）

上級救命講習会
日時　11月14日㊐ 9：00〜12：30
場所　消防署 3階講堂
内容　心肺蘇生法　AED取扱い

その他応急手当
対象　市内在住、在勤、在学で普

通救命講習を受講したこと
がある人

定員　先着 6人　　費用　無料
持物　筆記用具、動きやすい靴と

服装
申 込　10月 1 日㊎ 9：00〜15日㊎

17：00に下の二次元コード
から申し込み

※受講決定については、申込期間
終了後に連絡します。
問合　消防署北出張所
　　　（℡61-0999）
※災害等の出動により職員が不在
の場合、留守番電話メッセージに
氏名・電話番号を残してくださ
い。折り返し連絡します。
※災害発生時および新型コロナの
影響により中止する場合がありま
す。

犬山南高校
グラウンド開放

日時　11月27日㊏・28日㊐、令和
4年 2月19日㊏・20日㊐

　　　各 9：00〜17：00
対象　次の条件を全て満たす団体
　　　①構成員が10人以上
　　　�②�構成員の過半数が市内在

住・在勤・在学の人
　　　③責任者が20歳以上
　　　�④�構成員全員がスポーツ傷

害保険に加入
申込・問合　利用希望日の21日前

までに所定の様式により登
録申請書を市役所 3階文化
スポーツ課（℡44-0352）へ

※利用希望日時が重複した場合は

利用調整会への出席が必要です。
※利用は日常的な活動とし、試合、
大会等はできません。
※利用者の体調確認、名簿の提出
が必要です。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1004405　を見るか、問い合
わせてください。
※新型コロナの影響により変更・
中止する場合があります。
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生 活 犬山駅西側歩道の改修工事のお知らせ
　犬山駅西側ロータリーの歩道は、歩行者の利便性向上のために昨年度、
南側歩道内の改修工事を行いました。
　今年度は北側及び駅側歩道内の改修工事を行います。（下図参照）
　工事期間中は段階的に通行規制を行う計画をしていますので、現地に
設置する案内看板等により規制内容を確認し、迂回してください。エレ
ベーターは利用可能です。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
期間（予定）10月 4 日㊊〜令和 4年 2月25日㊎
※作業状況等により変更する場合があります。
問合　整備課（℡44-0333）

秋の全国交通安全運動　 ₉ 月21日～₃0日
　秋口は日没時間が急激に早ま
り、夕暮れ時や夜間には、交通事
故が増え、また死亡者が出てしま
う重大な事故になりやすいと言わ
れています。
　交通事故の防止を目的に秋の全
国交通安全運動を実施します。
※ 9月24日㊎は県内一斉に交通安
全大監視を行います。
重点項目
○�子供と高齢者を始めとする歩行
者の安全の確保
○�夕暮れ時と夜間の事故防止と歩
行者等の保護など安全運転意識
の向上
○�自転車の安全確保と交通ルール
遵守の徹底
○�飲酒運転等の悪質・危険な運転
の根絶

10月 1 日から
わん丸君バス
路線一部変更

　前原地内の海道橋供用開始にあ
わせて「栗栖・富岡線」の路線を
下記のとおり一部変更します。
　総合犬山中央病院発－栗栖北行
きは、「杉ノ山」「塔野地杉」バス
停の停車順序が入れ替わるため、
2つのバス停は、発着時刻が変更
となります。
●新時刻表　栗栖北行き
　　　　　　 8：23、10：07、11：53、
14：23、16：03、17：24
※従来より 1分早くなります。
　　　　　 8：24、10：08、11：54、
14：24、16：04、17：25　
※従来より 1分遅くなります。
　栗栖北発－総合犬山中央病院行
きの停車順序と時刻は変更しませ
ん。また、「前原公園東」バス停
を新設しますので、ご利用くださ
い。
【現行】

【10月 1 日から】

　詳細は、杉ノ山バス停、塔野地
杉バス停に掲示の案内か、市ホー
ムページ　ページ番号1007996　を
見てください。新しい路線図・時
刻表は、バス車内、市役所（ 1階
総合受付、3階防災交通課）、出張
所等で配布します。郵送をご希望
の方は、下記までご連絡ください。
問合　防災交通課（℡44-0347）

 杉ノ山

 塔野地杉

「ながらスマホ」「歩きスマホ」
は絶対にやめましょう
　人は同時に二つのことができま
せん。自動車・自転車を運転しな
がらスマホの操作をする「ながら
スマホ」は、画面に意識が集中し
てしまい、歩行者を見落とし、ブ
レーキやハンドル操作を遅らせま
す。また、スマホの操作をしなが
ら歩く「歩きスマホ」は、周囲へ
の注意力を失わせ、自分がケガを
したり、他人にケガをさせたり、
他人の財産に損害を与えたりする
危険性が高くなります。「歩きス
マホ」でも、自らが被害者になる
だけでなく、加害者になる可能性
があります。スマホなどの携帯電
話は、周りの安全を確認してから
使用しましょう。
問合　防災交通課（℡44-0347）

▲①〜⑤の箇所を段階的に通行規制

④

③

②

①

⑤
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健 康

年金生活者支援
給付金の請求手続き

　「年金生活者支援給付金」は、
基礎年金を受給していて、公的年
金収入と年金以外の所得を含めた
所得額が一定以下の人に対して給
付されます。
　対象者には 8月下旬に日本年金
機構から書類が送られています。
　令和 4年 1月 4日までに手続き
が完了しますと、令和 3年10月分
からの給付金をさかのぼって受け
取ることができます。
　書類に同封されているはがきに
提出日、氏名、電話番号を記入し、
速やかに日本年金機構へ提出して
ください。
※給付金の金額や給付時期は書類
の提出時期によって異なります。
※日本年金機構や厚生労働省が口
座番号や暗証番号を聞いたり、手
数料などの金銭を求めたりするこ
とはありませんので、詐欺に注意
してください。
問合　日本年金機構給付金専用ダ

イヤル（℡0570-05-4092）

司法書士
無料法律相談

　10月 1 日は法の日です。
　法の日週間にあわせた無料相談
会を行います。
日時　10月 5 日㊋13：00〜15：00
場所　市役所 2階202・203会議室
内容　土地や建物の相続・遺言・

売買・贈与等に関する相
談、供託手続き・訴訟書類
の作成に関する相談など

問合　県司法書士会一宮支部
　　　（℡0586-25-4169）
※10月13日㊌13：00〜15：00には定
例の登記相談（市役所 2階204会
議室）を行います。

都市計画
マスタープラン
市民アンケート

　令和 4年度に目標年次を迎える
現在の犬山市都市計画マスタープ
ランの改定にあたり、まちづくり
に関する市民の皆さんのお考え、
実態を把握・調査するため、市民
アンケートを実施します。アンケ
ートは、18歳以上の人から無作為
に抽出する3,000人を対象に郵送
により実施します。 9月中旬に発
送を予定していますので、アンケ
ートが届いた人はご協力ください。
問合　都市計画課（℡44-0330）

尾張都市計画
生産緑地地区の
変更案を縦覧

　尾張都市計画生産緑地地区の変
更（犬山市決定）にあたり、都市計
画法に基づく変更案の縦覧を行い
ます。詳細は市ホームページ　ペ
ージ番号1008010　でも確認できま
す。
　この変更案に意見のある人は、
縦覧期間中に市長に対して意見書
を提出することができます。
期間　 9月15日㊌〜10月 1 日㊎
場所　市役所 2階都市計画課
問合　都市計画課（℡44-0330）

地域公共交通
市民アンケート

　令和 5年度に予定する地域公共
交通計画の策定とわん丸君バス
（犬山市コミュニティバス）の再
編にあたり、課題の抽出やニーズ
調査を行うため、市民アンケート
を実施します。アンケートは、15
歳以上の人から無作為で2,000人
に郵送で実施します。 9月中旬に
発送を予定しています。アンケー
トが届いた人はご協力ください。
問合　防災交通課（℡44-0347）

骨髄移植ドナー
支援助成事業

　日本⾻髄バンクを介して⾻髄ま
たは末梢⾎幹細胞の提供を行った
人（ドナー）と、ドナーの勤務す
る事業所への助成事業です。
　⾻髄等の提供のための通院・入
院に対し、ドナーに日額 2万円、
ドナーの勤務事業所に日額 1万円
を、 7日間を限度に助成します。
※詳細は市ホームページ　ページ
番号1001457　を見てください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

精神科医による
こころの健康相談

　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　10月 4 日㊊13：30〜15：30
　　　（ 1人30分程度）
場所　保健センター
相談員　犬山病院　黒川淳一氏
定員　先着4人（要予約、初回優先）
費用　無料
申込・問合　 9月30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　 9月28日㊋13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　安藤クリニック
　　　　安藤重幸氏
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。
※新型コロナの影響で中止する場
合があります。
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10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
20日㊌
13：30〜15：00

城東薬局
薬剤師　間宮進氏

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
【LINE】あいちこころのサポート相談（ID＠aichi_soudan）
　　　　　�「友達登録」し、トーク画面下の「相談を開始する」から、

移動先画面にて事前アンケートに回答後、相談を開始して
ください。

　　　　　�【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。
※SNS相談は㊊〜㊏20：00〜24：00㊐20：00〜翌日 8：00になります。
※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」

はちまるくんだより
犬山扶桑歯科医師会

口呼吸
　口を半開きにして無意識に口で
呼吸をしている人を見かけます。
口で呼吸していると、口の中が乾
きやすく、口の中の様々な細菌が
繁殖しやすいため、むし歯になり
やすくなります。逆にしっかり口
を閉じ鼻から呼吸すると、口の中
が唾液で満たされ、歯の健康を守

ることにつながります。口から呼
吸すると、空気中の雑菌やほこり
などがすべて直接体の中に取り込
まれ、体の免疫機能を刺激します。
しかし、鼻から呼吸すると、そう
した異物が鼻

び

腔
くう

を通過するうちに
濾
ろ

過され、湿った温かい空気だけ
が体内に入ります。
　鼻呼吸に変えることで、むし歯
になるリスクを減らし、風邪やア
レルギー疾患など、体の病気にも
なりにくくなります。

10月は「てくてく」
ウォーキング月間

　10月の 1か月間で、犬山市ウォ
ーキングアプリ「てくてく」内の
イベント、 1か月間で20万歩か、
9月と比べて1.7倍歩数増加で
チャレンジ達成を目指す『てくて
く歩数UP！チャレンジ』を達成
した人（市民・市内在勤）の中か
ら抽選で30人に景品をお渡ししま
す。詳細はアプリ内のイベント内
容を見てください（抽選結果は11
月上旬に発表）。
申込　期間内にアプリ通知からグ
　　　ーグルフォームで申し込み
景品受け渡し期間・場所
　11月10日㊌〜30日㊋（㊏㊐㊗除
く 8：30〜17：15）市民健康館

➡

【Android】
※てくてくの利用には、まずGoogle
Fitの設定が必要となります。

問合　市民健康館（℡63-3800）

※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。
※ダウンロードはこちら
【iPhone】

GoogleFit てくてく
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高 齢 者

わんスポランド
〜気軽にニュースポーツを体験し
てみませんか〜
日時　10月 1 日㊎、11月 5 日㊎、

12月 3 日㊎、令和 4年 1月
7日㊎、 2月 4日㊎�19：30
〜21：00

場所　エナジーサポートアリーナ
　　　（体育館）
内容　ニュースポーツ（ボッチャ、

カローリング、ニチレク、
ラダーゲッター等）の体験
講習会

対象　市内在住、在勤、在学の小
学生以上

定員　各回先着50人　費用　無料
持物　運動できる服装、体育館

シューズ、タオル、飲み物
申込　各開催日前日までにEメー

ルで件名「わんスポランド

申込」①参加日②氏名③住
所④年齢⑤連絡先を文化ス
ポーツ課（070300＠city.inu

　　　yama.lg.jp）へ
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）
※新型コロナの影響により、変更
する場合があります。
※当日、発熱・体調不良の方は参
加をご遠慮ください。

後付安全運転支援
装置設置費を補助

　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

ダイヤモンド婚・
金婚祝
講演会・記念品贈呈

●ダイヤモンド婚祝（結婚60周年）
　昭和36年中に入籍し、現在市内
に在住している夫婦（昭和35年以
前に入籍し、過去にダイヤモンド
婚祝記念品を受け取っていない夫
婦も対象）
●金婚祝（結婚50周年）
　昭和46年中に入籍し、現在市内
に在住している夫婦（昭和45年以
前に入籍し、過去に金婚祝記念品
を受け取っていない夫婦も対象）
【共通】
日時　11月 9 日㊋13：30〜15：30
場所　市民交流センターフロイデ
申込　10月14日㊍までに、高齢者

支援課または各出張所へ
（本籍地が市外の場合は、
戸籍謄本の添付が必要です）

問合　高齢者支援課（℡44-0325）
※新型コロナの影響により中止・
延期する場合があります。

75歳のつどい
　対象となる人に10月中旬に案内
状及び記念品（健康いぬやま応援
メニュー協力店の食事券）を送付
します。
日時　12月 5 日㊐13：00〜15：40
場所　市民文化会館
対象　昭和21年 4 月 2 日から昭和

22年 4 月 1 日生まれの人
申込　案内状に同封されている返

信用はがきで、出欠席等を
お知らせください。

問合　市社会福祉協議会
　　　（℡62-2508）
※新型コロナの影響により中止・
延期する場合があります。

初心者のための
運動講座

ウォーキング編
　効果的なウォーキング法や、 2
本のストックを持って行うノル
ディックウォーキングも体験でき
ます。ウォーキングで体力の向上
やストレス解消をしませんか。
日時　10月28日㊍、11月 4 日㊍・

11日㊍・16日㊋
　　　各回14：00〜15：30
※ 1 回での参加も可能です。
場所　体育センター
　　　（勤労青少年ホーム）
講師　ミズノ（株）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人
定員　各回先着20人
費用　各回300円
持物　健康手帳、室内用運動靴、

動きやすい服装、飲み物
申込・問合　 9月27日㊊から市民

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。
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高 齢 者 高齢者に対するインフルエンザ予防接種

　インフルエンザが流行すると、特に65歳以上の高齢者や慢性疾患患者の死亡率が高くなります。そのため市で
は、高齢者を対象にインフルエンザ予防接種を実施します。効果や副反応を理解して、希望する人は接種してく
ださい。予防接種のあと免疫力がつくまでに 2週間程かかるので、インフルエンザが流行する前に予防接種を受
けることをお勧めします。
※新型コロナウイルスワクチンを接種する場合は、他のワクチンとの接種間隔を前後 2週間あける必要がありま
す。
実施期間　10月15日㊎〜令和 4年 1月31日㊊（ただし休診日は除く）
場所　下記のインフルエンザ予防接種受託医療機関
対象　・接種日に満65歳以上の人（誕生日の前日から接種できます）
　　　�・接種日に満60歳から満64歳までの人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度

に制限される程度の障害を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど
不可能な程度の障害を有する人で、身体障害者 1級程度の人、または医師がそれに相当すると判断した人
（※身体障害者手帳のコピーまたは医師の診断書が必要）

費用　ワクチン代1,200円（接種時に医療機関に支払う）
持物　健康手帳、保険証
申込　下記の受託医療機関へ直接申し込み　※市外の医療機関を希望する人は、接種前に手続きが必要です。健

康手帳、保険証を持って、保健センターへ来てください（代理人が手続きをする場合は、代理人の本人確
認書類）。郵送可。

【インフルエンザ予防接種受託医療機関】

犬
山

あいちせぼね病院

犬
山

松村クリニック

羽
黒

木村内科
安藤医院 村上内科 さとう病院
樹クリニック 山本皮フ科クリニック にわ耳鼻咽喉科
犬山駅西病院 吉田内科クリニック みどり診療所
岡部医院

城
東

安藤クリニック 宮崎整形外科・外科・内科
黒川すこやかクリニック 犬山病院

（入院中・通院中の人のみ）
宮田医院

城南クリニック

楽
田

いたつ内科クリニック
総合犬山中央病院 くわばらクリニック カワムラ整形外科
竹内整形外科クリニック ふなびきクリニック すみれ内科クリニック
ハートクリニックさわだ マザークリニックハピネス たくや整形外科

※接種期間については、各医療機関によって異なりますので、各医療機関に直接問い合わせてください。
問合　保健センター（℡61-1176）

高齢者インフルエンザ予防接種ワクチン代助成
　接種日に満65歳以上の人で生活保
護世帯、市民税非課税世帯の人は、
ワクチン代を 1回分助成しますので
接種前に手続きをしてください。
持物　健康手帳、保険証（代理人が

手続きをする場合は、代理人
の本人確認書類）。郵送可。

問合　保健センター（℡61-1176）

受付場所 日時
城東出張所
（東部老人憩の家）

9月30日㊍

9：00〜 9：30

池野出張所 10：00〜10：15
南部公民館 10：45〜11：45
楽田ふれあいセンター 13：30〜14：30

保健センター
10月 1 日㊎
〜令和 4年 1月31日㊊
（㊏㊐㊗、年末年始除く）

8：30〜17：00
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母子健康手帳の
交付と説明会

日時　毎週㊋（㊗除く） 9：15か
ら約 1時間

※予約制です。事前に電話してく
ださい。上記日時で都合が悪い場
合も個別に対応しますので電話で
相談してください。
持物　妊娠届出書、筆記用具、マ

イナンバーカード、または
通知カードと本人確認書類

※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

ポルトガル語
母語教室

期間　10月 2 日㊏〜令和 4年 2月
12日㊏（全15回）

場所　市民交流センターフロイデ
2階�205会議室

講師　赤木ロルデス・美津江氏
対象　ポルトガル語が母語の 5歳

〜中学 3年生
定員　① 5歳〜小学 2年生
　　　　先着10人
　　　②小学 3年生〜中学 3年生
　　　　先着10人
費用　6,000円（教科書代を除く）
教科書　「Porta�de�Papel」
　　　　 3種類　8,500円
※受講決定後にまとめて購入
申込　 9月24日㊎までに下の二次

元コードから詳細を確認し
て申し込んでください。

問合　犬山国際交流協会
　　　（℡48-1355）

里山学センター
森もり広場

　里山学センターでは毎月 1回、
環境学習「森もり広場」を開催し
ています。10月から12月は下記の
とおりです。ぜひご参加ください。

予約開始日 開催日
10月 1 日㊎ 10月10日㊐
11月 2 日㊋ 11月14日㊐
12月 1 日㊌ 12月12日㊐

●生きものみっけ（自然観察）
時間　各日 9：30〜11：00
定員　先着 5家族
費用　 1家族100円
持物　水筒、タオル、筆記用具
服装　長袖、長ズボン、運動靴
　　　帽子、軍手
※雨天時は室内展示で実施
●どんぐり工房
　里山の材料を使った工作を行い
ます。
時間　① 9：30〜10：45
　　　②11：00〜12：15
定員　各回先着 4人
内容　10月　マホウの筒（竹細工）
　　　11月　�クリスマスオーナメ

ント
　　　12月　サンタやじろべえ
費用　 1人300円
持物　水筒、タオル、筆記用具、

汚れても良い服
その他　当日（ 9：30〜12：00）予

約不要で参加できる「お楽
しみ工作（ 1人100円）」も
あります。

［共通］
対象　年中以上の子どもとその親
問合・申込　各予約開始日から①

講座名②氏名③学年④住所
⑤電話番号を直接または電
話で里山学センター（℡
65-2121）へ

就学時健康診断
　令和 4年 4月に小学校へ入学する児童の就学時健康診断を 9月・10月
に行います。該当する児童の保護者には 9月初旬に文書を郵送しました。
文書に記載された小学校へ児童と一緒に出かけてください。
　郵送された文書は当日の受け付けで必要ですので、まだ届いていない
場合は学校教育課に連絡してください。
●就学時健康診断実施日時

学校名 実施日 受付時間 電話（0568）
犬山北小学校 10月 6 日㊌ 13：10〜13：30 61-2234
犬山南小学校 9月30日㊍ 13：00〜13：15 61-2231
城東小学校 10月 6 日㊌ 13：00〜13：20 61-2501
今井小学校 10月14日㊍ 13：30〜13：40 61-2191
栗栖小学校 10月 6 日㊌ 13：20〜13：30 61-0580
羽黒小学校 10月 8 日㊎ 13：10〜13：30 67-0046
楽田小学校 10月 8 日㊎ 13：10〜13：30 67-1005
池野小学校 10月 7 日㊍ 13：30〜13：45 67-0544
東小学校 10月15日㊎ 13：15〜13：30 67-5400
犬山西小学校 10月 7 日㊍ 13：15〜13：35 62-8280

問合　学校教育課（℡44-0350）
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市 税 等
納 期 限

時間外受付

水道緊急時

2021年歌声ひろば
　昭和歌謡、童謡、演歌など好き
な曲をリクエストして、皆で一緒
に歌いませんか。
日時　 9月16日㊍、10月21日㊍、

11月18日㊍
　　　13：30〜15：00
会場　犬山西ふれあいセンター
日時　 9月18日㊏、10月16日㊏、

11月20日㊏
　　　10：00〜11：30
会場　楽田ふれあいセンター
日時　10月14日㊍、11月11日㊍
　　　10：00〜11：30
会場　市民交流センターフロイデ
【共通】
費用　200円（フェイスシールド代）
※持っていない人のみ
問合　犬山婦人連絡協議会　森岡
　　　（℡080-1552-1234）
※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

「秋飾り作り」
　色紙や松ぼっくりを使って、ハ
リネズミ、フクロウなどの飾りや
窓飾りなどを作ります。
日時　10月 9 日㊏
　　　 1回目　10：30〜12：30
　　　 2回目　14：00〜16：00
※ 1 回目と2回目は同じ内容です。
場所　市民交流センターフロイデ�

2 階�204会議室
講師　市国際交流員
　　　カタリナ・カウフマン氏
対象　小学生以上（子どものみ、

親子、大人のみでも参加可）
定員　各回先着10人
費用　 1人200円
申込・問合　 9月15日㊌〜29日㊌

に、直接かファックスかE
メールで件名「ドイツの部
屋・秋飾り作り」①希望時
間②参加者氏名（ふりがな）
③子どもの年齢④昼間連絡
がつく電話番号を犬山国際
交流協会事務局（℡48-1355

　　　Fax48-1356�Eメールiia＠gra
　　　ce.ocn.ne.jp）へ
※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。

　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。
●各種市税等

納期限 9月30日㊍
国民健康保険税 4期
介護保険料 6期
後期高齢者
医療保険料 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、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）
●下水道事業受益者負担金
　納付は、市指定金融機関、市役
所・出張所でお願いします。

納期限 9月30日㊍
下水道事業　
受益者負担金 2期

問合　下水道課（℡44-0337）

日曜市役所
毎月第 2 ・第 4 日曜日
9 /26㊐、10/10㊐ 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
9 /21㊋、10/ 5 ㊋・19㊋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

●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）

「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。11月 1 日号の締め切りは 9月21日㊋、11月15日号は10月 5 日㊋。

マイナンバーカードの交付は事
前予約が必要です。予約の状況
と方法は市ホームページ　ペー
ジ番号1007984　で確認できま
す。
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第65号⑤

　弓道協会によるスポーツスクールが市弓道場で開催さ
れました。
●女性弓道教室

　 5月11日から10回にわたって「女
性弓道教室」を開催しました。
　受講者は、矢を射るまでの動作や
呼吸、力の使い方など丁寧な指導を
受けました。教室は女性だけという
こともあり打ち解けた様子でした。

●初心者弓道教室
　 5月 8日から11回にわたり「初心者弓道教室」を開催
しました。矢が飛ぶ音、的に当たる音が道場内に心地よ
く響きました。講師からの「失
敗しても気にしなくていい
よ」と優しい声かけもあり、
時には受講者からの質問に答
えてもらいながら、充実した
時間を過ごしました。

●山田翔偉選手（犬山空手道会）
　空手道会の山田翔偉選手が、（公
財）全日本空手道連盟による2021年
度カデット強化選手（男子組手-52
㎏）で選出されました。全国から 3
人だけという狭き門でした。幼稚園
の年中から空手をはじめ、今までの
活躍が認められた結果です。

　2021年度のジュニアナショナル強化選手として 1年間
活動していくとともに、指定選手枠で出場する 8月開催
の全国中学生空手道選手権大会での優
勝を目指していくそうです。
　インタビューでは物静かな印象でし
たが、空手道場に入る前に一礼した後、
普段とは違う表情に変わり、組手の構
えをした姿には迫力がありました。高
校に入ってからも空手を続けて頑張り
たいと話していました。

スポーツスクール事業 2021全日本ジュニア強化選手に選出

催 し

募 集

結　 果1

強い心と体を育てよう！

子ども柔道体験教室
日時　10月 2 日㊏・16日㊏
　　　14：00〜16：00
場所　市武道館柔道場
対象　市内在住・在学の年長〜小学 6

年生
費用　無料
定員　20名
申込　当日、会場にて受付

生徒募集
●剣道教室
日時　毎週火・金　18：45〜20：00
場所　市武道館剣道場
対象　年中〜小学 6年生
費用　3,000円/月（兄弟割引あり）
申込　練習日に直接市武道館剣道場へ
問合　犬山剣道連盟　宮田朋尚
　　　（℡090-8322-7616）
　　　気軽に参加してください。
　　　 1ヶ月間無料体験あり

市民大会
優勝者または優勝チーム

●バレーボール
4 月18日、5月 3日、8日、9日
エナジーサポートアリーナ

秋の市民ハイキング
　道樹山〜大谷山〜弥勒山と 3つの山
が周回コースで登れ犬山からも近くミ
ニ縦走気分が味わえます。
日時　11月 7 日㊐ 9：00現地集合
集合　春日井市野外教育センター
　　　第 2駐車場
　　　（℡0568-92-8711）
場所　春日井三山　道樹山〜弥勒山
　　　（春日井市細野町）
対象　市内在住・在勤・在学で 3時間

程度歩ける健康な人
定員　先着30人
費用　 1人300円/小学生100円
　　　（当日徴収）
申込　10月 3 日㊐ 9：00〜 8 日㊎
申込用紙に氏名・性別・生年月日・年
齢・住所・電話番号・⾎液型・持病の
有無・当日の緊急連絡先（氏名・電話
番号）を記入し、市体育協会事務局へ
（ 1人で 3人まで申込可）

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

一般男子　フログス
女子 1部　アタッカーズ
女子 2部　犬山コスモ
中学生男子　城東中学校
中学生女子　南部中学校
●バスケットボール
4 月10日、5月 9日、7月11日
エナジーサポートアリーナ
一般男子　　STARS
中学生男子　南部中学校
中学生女子　犬山中学校
小学生男子　犬山ミニバス
小学生女子　犬山ミニバス
●ゴルフ
7 月20日
犬山カンツリー倶楽部
一般　布施光彦
シニア・レディース　細井明美

救急救命講習会に参加
　 7月 5日、エナ
ジーサポートアリ
ーナで職員14人が
参加し、心肺蘇生
とAEDの使い方を
学びました。

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
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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】

緊急消防援助隊として被災地へ出動
　静岡県熱海市で発生した令和 3年 7月伊豆山土砂災害
に対し、市消防本部は 7月13日から16日まで緊急消防援
助隊愛知県大隊として職員 4名を現地へ派遣しました。
　現地では、活動隊の支援隊として、人員搬送、物資の
供給を行ったほか、土砂や倒壊家屋の撤去を行いながら、
行方不明者の捜索に当たりました。
　派遣隊員の代表である消防署の矢野智司令は「被災地
の惨状を目の当たりにし、改めて緊急消防援助隊の任務
の重要性を感じました」と述べました。

第38回犬山市桃品評会
　 7月15日、犬山市果樹園芸組合連合会は38回目となる
「犬山市桃品評会」をイオン扶桑店で開催しました。同
店舗での開催は初となります。
　品評会には、市内で桃を栽培する生産者17人が白鳳系
の桃23点を出品。審査は桃の形状や色、熟度や玉の揃い
具合などを比べるほか、糖度計を用いて糖度も測りまし
た。最高糖度は15.7度で甘みものって美味しい桃が出品
されました。また、今回は品評会と連動して物産展「扶
桑・犬山フェア」も開催されました。　

◀
食
料
や
水
な
ど
の
救
援
物
資
を
届
け
ま
し
た

◀桃の最高糖度は15.7度

▼扶桑・犬山フェア（物産展）
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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）

「ミラマチ栗栖」からカブトムシの寄付
　栗栖地区を盛り上げるために活動している団体「ミラ
マチ栗栖」から、子ども未来園・犬山幼稚園へカブトム
シの寄付がありました。このカブトムシは、ミラマチ栗
栖が花の栽培をするために用意していた腐葉土の中から
見つかった幼虫を育てたもので、「園児たちに栗栖で
育ったカブトムシを観察し、楽しんでもらいたい」とい
う思いから、園への寄付を決めたそうです。
　 7月20日、丸山子ども未来園にて、寄付のセレモニー
が開催されました。「ミラマチ栗栖」の河本則一さんか
らカブトムシの入ったケースとエサのゼリーを渡された
園児たちは、元気よく「ありがとうございました」と応
えていました。

企画展示「昔の里山のくらし〜善師野宿〜」
　犬山里山学センターでは「昔の里山のくらし〜善師野
宿〜」をテーマにしたジオラマを展示しています。
　これはモノづくりが好きなセンターのボランティアス
タッフが集まり組織した「かや丸展示組」が、約180年
前の地図を基に善師野の集落を再現したものです。
　ジオラマには善師野宿を取り巻く自然や生活について
の解説板が設置され、大名行列の模型があります。昔に
タイムスリップして宿場の町並みとその周辺の里山のく
らしをのぞくことができます。この企画展示は令和 4年
3月31日まで行われます。

◀
カ
ブ
ト
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シ
は
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ま
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■市立図書館公式
　Facebookアカウント

図書館
だより

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

基礎からわかる
空港大百科
イカロス出版

空港の仕組み、航空
管制と空港、旅客
ターミナルビル、旅
行者でなくても楽し
める遊び場としての

空港…。人を惹きつけてやまないエア
ポートの不思議と真実に迫る。進化す
る日本の空港最新事情も紹介。

とうもろこしぬぐぞう
はらしままみ作・絵

ばりばり、べりべり、べろーん…。と
うもろこしぬぐぞうが、葉っぱの服を
勢いよく脱いで…。葉っぱをとって、
だんだんはだかんぼうになっていく姿
が楽しい、なんどもめくりたくなる絵
本。見返しに奥付あり。

■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

75歳までに身につけた
い シ ニ ア の た め の 7 つ
の睡眠習慣
遠藤拓郎著

シニアの睡眠に特化した
本。 7時間以上床にいな
い、うたた寝や午後の長い
昼寝をしない、昼と夜の光
を調節する…。睡眠の専門
家が、朝までぐっすり眠れ
る科学的方法を伝授する。
最新の研究に基づく快眠
グッズも掲載。

どーすんの！？
おもちゃゲット大作戦
吉田純子著

クラスで大人気のおも
ちゃ、ジュピターロボ。み
んな持っているのに、ぼく
だけ持っていない。友だち
に、つい「持っている」と
うそをついてしまったぼく
は…！？

宗棍
今野敏著

幕末、琉球王国が滅びゆく
時代に、国王の武術指南役
を務めた松村宗棍は、様々
な出来事に直面しながら、
本当の強さを追い求め…。
琉球空手の礎を築いた男の
生涯を描く。『琉球新報』
連載を単行本化。

●図書館サポーターの紹介
　市立図書館では今年度より図書館サポーター制
度を新設しました。時間に縛られず個人で気軽に
参加できるボランティアです。
　内容は多岐に渡るため、部門が分かれており
様々な技術を生かして活躍できます。各部門を紹
介します。
①ブックサポーター
（返却本の配架、書架の整理整頓、図書の修理や
装備、館内案内）
②イベントサポーター
（イベントの企画運営、市主催行事への協力）
③環境イベントサポーター
（図書館内の飾り付けや花壇や植木の整備、清掃）
④文化サポーター
（郷土の歴史文化や自然に関する資料の情報収集）
　図書館サポーターは、随時募集しています。詳
細については、市ホームページ　ページ番号
1007520　を見るか、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

10月のイベント 場所：市立図書館（本館）
2 日㊏　「けるるんくっく」紙芝居� 11：00から
6日㊌　「ひよこちゃん」おはなし会� 11：00から
9日㊏、23日㊏　「ももたろう」おはなし会� 11：00から
24日㊐　「子ども俳句教室」第 2回� 13：30から

「�活動時間に決まりが無いので自分のペースで取り組
める所がいいですね。

　�日頃、読まないような本にも目を向けるようになっ
て視野が広がりました。」

▲配架の様子▲図書の装備の様子
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カティーの
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■楽田ふれあい図書館の新着本

■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

9 月19日㊐ 黒川すこやかクリニック 61-0083 宮田眼科 61-0200 塚原歯科医院 0568-61-4540
9 月20日㊗ いたつ内科クリニック 67-6333 さとう病院 67-7660 はまじま歯科医院 0587-93-8448
9 月23日㊗ 宮田医院 67-5566 カワムラ整形外科 67-1134 たけのこ歯科 0568-39-6522
9 月26日㊐ ハートクリニックさわだ 62-5556 さとし眼科クリニック 68-3104 桜歯科クリニック 0568-67-6600
10月 3 日㊐ すみれ内科クリニック 68-0025 にわ耳鼻咽喉科 67-6868 きなな歯科 0587-22-7599

※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

　皆さんこんにちは。
　暑い日がまだ続きますが、皆さ
んは今年の夏、夏休みをどうやっ
て過ごしましたか？すでに学校を
卒業した人は、学生時代に夏休み
をどうやって過ごしましたか？
　私の夏の始まりはあまり良くあ
りませんでした。 6月後半にエア
コンがつかないことに気がつきま
した。管理会社に連絡しても、そ
こから大家さんに連絡しないとい
けませんでしたし、交換するか修
理をするか、お金をどちら側の負
担にするか、このようなことを全
て解決しないといけませんでし
た。結果は、 7月末までエアコン
なしの生活でした。結構辛かった
です。平日の昼間は市役所にいる
ので、大丈夫でした。（逆に寒い
と感じるときもありました。）し

かし、夕方アパートに帰った時や
夜に寝ようと思ったときなどは、
かなり暑かったです。扇風機は
あったので、夕方・夜の時間は何
とか過ごせましたが、週末や 7月
の 4連休は昼間に家にいることは
無理でした。部屋の平均温度は31
度で、週末や連休の日中は、犬山
市内の涼しいところへ逃げていま
した。
　新型コロナのせいで今年も旅行
などに行くことが出来ず、少し悲
しかったです。でも、もう少し待
てば、また大丈夫になるのではな
いかと信じています。 8月上旬に
ドイツの「夏休みで高速道路が混
んでいます」というニュースを目
にしました。ドイツでは 6月ぐら
いから新型コロナの新規感染者が
とても少なく、一日当たりに全国
で500人程度（ドイツの人口は約
8200万人）の日も多かったので、
夏休みに旅行に行く人が増えてき
ました。結果的に感染者数がまた
増えてきたので、少し残念だと思
いました。このドイツのニュース
を読んだ時に、再び日独の違いに
気がつきました。日本では夏休み

の始まりと終わりは全国でだいた
い同じです。インターネットで調
べてみたら、今年はだいたい 7月
17日〜22日の間に始まり 8月24日
〜31日の間に終わっていました。
つまり、どの県の学生もほとんど
同じ時期に夏休みがあります。ド
イツでは州ごとに夏休みの始まる
日と終わる日が毎年異なります。
各州の共通点は夏休み期間が約 6
週間です。それは日本とも似てい
ます。今年の一番夏休みが早かっ
た州はメクレンブルク＝フォアポ
ンメルン州とシュレースヴィヒ＝
ホルシュタイン州で、夏休みは 6
月21日〜 7月31日でした。最も遅
い夏休みはバイエルン州で、 7月
30日〜 9月13日でした。このよう
に夏休みをずらすことは高速道路
などで大渋滞にならないようにと
いう考えで出来ましたが、結局バ
ケーションに行く人と帰る人の移
動の時期が重なるためうまくいか
ないときもあります。
　皆さんは夏休みを日本のように
同じ期間か、ドイツのように各州
が少しずらした時期のどちらが良
いと思いますか？

夏休みの過ごし方
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　今回ご紹介するボウシテナガザ
ルは、頭の周囲の毛が長く、帽子
をかぶっているように見えるのが
特徴です。オスの体色は黒いのに
対し、メスの体色は白っぽく、雌
雄差が大きな種です。他のテナガ

ザルと同様に絶滅が心配されてい
ます。
　モンキーセンターにいる 4頭の
ボウシテナガザルのうち、バック
ヤード（非展示エリア）でくらし
ているオスのドントは、推定54歳
という非常に高齢な個体です。そ
んなドントに、今年大きな変化が
訪れました。それは引っ越しです。
バックヤードの飼育環境を改善す
るために始めたクラウドファン
ディングにより、多くの方々のご
支“猿”を得て、今年 4月、新し
い施設が完成し、ドントの引っ越
しが決まりました。多くの場合、
引っ越しは麻酔で眠らせておこな
います。しかし高齢なドントには
体への負担が大きいため、麻酔は
使わず、自ら移動用のケージに
入ってもらうことになりました。
そこで、新施設完成前からトレー
ニングを始めました。高齢になる
と新しいことへの順応性がにぶく
なる印象でしたが、ドントは最初
こそ少し戸惑ったものの、一度要
領を得ると、びっくりするスピー

ドでどんどんクリア！当日もなん
の滞りもなく無事に引っ越すこと
ができました！ 8月 1日現在も、
新しい運動場に出るトレーニング
をしていますが、ここでも変わら
ず、安定した順応性を見せてくれ
ています。
　現在、ドントに会っていただく
ことはできませんが、様子は
SNSでご紹介していきます。息
子のカンと孫のトリックはギボン
ハウスにいますので、ぜひ会いに
きてください。

▲
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▲今年 4月にできた施設の外観

エンジョイ

『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！

31犬山の給食
食べる楽しみ
広がる笑顔

調理員紹介　その 1
　犬山市では 4つの業者に給食調
理業務を委託しています。今回は、
犬山北小・犬山南小・栗栖小で給食
調理をしているメーキュー（株）の
調理員について紹介します。
　かき揚げや鮭のみそマヨ焼き、シ
チューなど手作りの献立を給食室で
調理しています。

　調理員の仕事は、給食室内での調
理はもちろん、できあがった給食が
児童のもとに届くまでの衛生管理や
食べ終えた食器の洗浄など多岐に渡
ります。

　犬山南小学校では、調理員と接す
る機会が多い給食委員会の児童が、
給食のことをもっと知ってほしいと
クイズラリーを行いました。
　クイズでは給食室で使っている調
理器具の大きさや調理にかかる時間
などが出題され、児童は驚きながら
給食について学びました。

　給食室が学校にあり、調理員を身
近に感じることで、給食への関心を
高め、作り手への感謝の気持ちをも
つ児童が増えることを願っています。

細心の注意を払い給食を運搬します。
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（公財）日本モンキーセンター
附属動物園部　飼育員     藤森唯

ボウシテナガザルの
ドントに訪れた変化

みんなが安心し、
おいしく食べてくれるように、
気をつけて作っています。
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