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新 年 の ご 挨 拶
令 和 4 年

犬山市長　山田拓郎

日常が戻る年へ
　あけましておめでとうございます。いつも市政にご理解ご
協力いただき、ありがとうございます。今年こそはコロナ禍
を乗り越え、日常が取り戻せるよう、市としても市民生活最
優先で、最善を尽くします。前を向いて、みんなで乗り越え
ていきましょう。

山田市政の検証
　市長は 4年ごとの任期ですが、今年は、 2期の山田市政の 8年目の年です。任期の節目であり、市民の皆様が
山田市政を評価する年でもあります。評価は、市政の進捗状況や結果を見て判断するものであり、判断材料とな
る情報が必要です。
　私は、市長に就任してから毎年、自分が選挙で示した公約について、その進捗状況をこの 1月 1日号広報で報
告（14〜15ページ参照）してきました。また、毎月 1日号広報の「たくろう通信」や、市ホームページ内「市長
の日記」等でも、市政の動きや私の方針について、常に情報発信してきました。
　犬山が良くなったと皆様に実感いただけるよう、全力で行動して結果を積み重ね、積極的な情報発信により、
説明責任を果たしていきます。

今年の市政の動き
　今年の市政の主な動きは、①新型コロナ対策として希望者へのワクチン接種（ 3回目、 5〜11歳）継続、②少
子化対策の強化として第三子以降の保育料（ 0〜 2歳）や給食費（幼保小中）の無料化実施、③長年の懸案だっ
た都市計画道路「富岡荒井線」の12月開通、④高齢者、障害者、子ども、生活困窮者など、全世代型の包括支援
体制への移行準備、⑤コミュニティバス再編（令和 5年度中）に向けた方針の年内決定、⑥犬山南小学校の整備
着手（令和 7年度まで）など、各分野で様々な動きがあります。
　一年一年の歩みを確かなものとし、着実に成果につなげていきます。

持続できる犬山へ
　市民ニーズに応え、様々な事業をタイムリーに展開していくためには、財政の持続性が不可欠です。 1円でも
ムダをなくし、 1円でも歳入を増やし、これまで全力で財源確保（昨年度までの 6年間で約28億7,000万円確保）
に努力してきました。
　確保された財源は、行政サービスの充実という形で市民の皆様へ還元し、産業振興等による活力創出も継続し
ながら、さらなる経営基盤の安定化と好循環を目指すなど、持続可能な賢い都市経営の定着を図ります。経営努
力は終わりなき課題であり、これからも常に改善意識を持って、全力で取り組みます。

持続できる犬山へ

　明けましておめでとうございます。
　この 2年は、毎日コロナと向き合ってきました。コロナは人と地域、私た
ちの心までも分断しようとし、コロナで社会の流れが立ち止まりました。そ
の中で、犬山の夜空に多くのシークレット花火が打ち上がりました。名古屋
経済大学の学生さんが、コロナ対応で疲弊された医療従事者のみなさんへ感謝の気持ちを込めた花火を上げてく
れました。尾張冨士浅間神社は、コロナ終息を願っての花火でした。地域では子どもの思い出づくりや、みなさ
んの元気づくり、家族団らんのひと時になればとの思いを乗せて、花火が上がりました。夜空に「明るく輝く」
花火を眺め、多くのみなさんが感動しました。改めて思いました。犬山と犬山のみなさんに寄せる多くの思いが
ある犬山って、本当にステキだと思います。
　「明るく輝く」から、絵本が好きな自分は「はらぺこあおむし」とつながります。その絵本から、生命の美し
さと成長に魅力を感じ、自分の心も踊ります。その作家エリック・カールさんが昨年 5月に他界され世界中が悲
しみました。その時、家族がメッセージを残されました。「月あかりの中、すてきな星につかまって、虹色の作
家は夜空を旅しています。」と。そして思い出しました。その虹色作家が、「明るく輝く」豊かな色彩で描いてい
た理由を。それは幼い時、ドイツのナチス体制での体験にありました。その時代は毎日の生活が抑制され服装や
建物から色がなくなっていました。その思いから、平和と自由のシンボルとして、あの色彩で表現されたのです。
　まだ先が見えない時だからこそ、コロナ対応に全力で備え取り組みつつ、「花火」と「はらぺこあおむし」の
ように「犬山と愛知」が明るく輝き、大きくなることや成長することへの希望と期待が感じていただけるようさ
らに努力します。何事も真面目に誠実、正直に取り組みます。
　終わりに、みなさんにとって輝かしい一年となりますよう心からご祈念申し上げます。

明るく輝く

愛知県議会議員　　原 よしのぶ

　新年あけましておめでとうございます。
　私たちを取り巻く近年の状況により、生活や環境が大きく変わってしまっ
た方も多いのではないかと思います。特に出歩くことや人に会う機会が減っ

てしまった高齢者の皆さま、離れて暮らす家族や友人と会うことが難しくなり、誰にも頼れない状況で頑張って
いるお父さん、お母さんなど。
　ただこのような時だからこそ、「自分はなにをしたいのか」「何を大切にしたいのか」という心の声が浮き彫り
になってきた方も多いのではないでしょうか。
　今年は、より自分自身と向き合い、心と身体を守るために、どのように生きるのかが大切な年になるのではな
いかと思います。一気に元の生活に戻ることは難しいかもしれませんが、心の声を大切に、自分がしたいこと、
自分が大切にしていきたいことを優先して、日々の生活を送っていただきたいと思います。
　周りの状況が目まぐるしく変わる時代だからこそ、自分自身を見失うことなく、会いたい人とたくさんコミュ
ニケーションを取り、なるべく体を動かし、心身ともに健やかにこの 1年を過ごしていただきたいと思います。
　犬山市議会もより一層、皆さまのお声に耳を傾け、しっかりと動き、犬山市の未来のために頑張ってまいりま
す。本年も市議会に対して、ご指導賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

心の声を大切に

犬山市議会議長　　三浦 知里
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催 し

募 集

1 月2₆日は文化財防火デー
　昭和24年 1 月26日に、現存する最古の木造建造物である法隆寺（奈良
県斑

いか

鳩
るが

町）の金堂が炎上し、壁画が焼損したことを契機として、昭和30
年に「文化財防火デー」が制定されました。
　 1〜 2月は特に火災が発生しやすい時期でもあることから、毎年この
日を中心に文化財防火運動が全国で行われます。
　市でも、今年は 1月25日㊋に大縣
神社で、26日㊌に犬山城で消防訓練
を行います。犬山城の訓練日には消
防訓練を公開し、下記施設を無料開
放します。
　文化財防火デーを機会に、貴重な
文化財を火災、震災その他の災害か
ら守っていくことの大切さを考えま
しょう。
無料開放日　 1月26日㊌
対象施設　犬山城
　　　　　市文化史料館（本館・南館）
　　　　　中本町まちづくり拠点施設（どんでん館）
問合　歴史まちづくり課（℡44-0354）

あおつか歴史講座
「尾北の瓦生産と古代寺院」
　 3月27日㊐まで開催の企画展
「地域に眠る文化遺産in犬山東」
に関連した講座です。
日時　 1月29日㊏10：00〜11：30
場所　青塚古墳ガイダンス施設
　　　研修室
講師　名古屋大学　教授
　　　梶原義実氏
定員　先着20人
費用　無料
申込・問合　 1月 5日㊌から青塚

古墳ガイダンス施設（℡68
　　　-2272　㊊休館　㊗の場合

は翌平日休館　12/27〜 1 /
　　　 4休館）へ

合同企業相談会
　企業ごとの個別ブースで企業概
要や採用情報を聞くことができま
す。申し込み不要、入退場自由。
日時　 1月27日㊍
　　　午前の部10：00〜12：00
　　　午後の部13：00〜15：00
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 4階
対象　大学・短大などの卒業予定

者、一般求職者
●個人相談も実施します（要予約）
　 1人あたり50分間、就職に関す
る悩みを専門の相談員に相談でき
ます。
対象　49歳以下　定員　先着 8人
申込・問合　 1月26日㊌までに産

業課（℡44-0340）へ
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
※詳細は右の二次元コ
ードから市ホームペー
ジを見てください。

新春講演会
　犬山商工会議所では、公益社団
法人小牧法人会犬山支部と名古屋
経済大学との共催で、商工業の振
興と豊かな社会生活を目指し、新
春講演会を開催します。
日時　 1月29日㊏14：00〜15：30
　　　（開場13：30）
場所　市民交流センター
　　　 4階フロイデホール
演題　水素社会実現への取組み
　　　�〜2050カーボンニュートラ

ル実現を目指して〜
講師　トヨタ自動車株式会社
　　　代表取締役会長
　　　内山田竹志氏
定員　先着170人
費用　無料
申込・問合　犬山商工会議所（℡

62-5233、Fax61-3986）へ
※詳細は犬山商工会議所ホーム
ページ（https://www.inuyama-
cci.or.jp）を見てください。
※新型コロナの状況により、定員
等が変更となる場合があります。

「見せ方、伝え方」
クリニック

　イベントの集客や会員募集など
のチラシ作りで悩んでいませんか。
　デザインを専門とする講師か
ら、自分で作ったチラシへ直接ア
ドバイスをもらいながら、「受け
手目線」で考えるデザインの基本
を学べます。
日時　次のいずれかの日のうち、

1人（組）30分程度
　　　① 2月 7日㊊
　　　　13：30〜15：00
　　　② 2月15日㊋
　　　　10：00〜11：30
　　　③ 2月25日㊎
　　　　10：00〜11：30
※受講には、事前に講義映像（ 1
時間程度）の視聴が必要です。
場所　市役所 2階会議室
講師　名古屋芸術大学　アート＆

デザインセンター長
　　　水内智英氏
対象　市内の市民活動団体（非営

利団体）に所属している人
※複数人での受講は 3人まで可
費用　無料
申込・問合　希望する受講日の 3

週間前までに、氏名・連絡
先・所属団体名・受講希望
日を電話かメールで企画広
報課（℡44-0311�Eメール
010201＠city.inuyama.lg.

　　　jp）へ
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

市フル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　 2月 9日〜 3月31日
　　　　　（職場状況に応じて 1年毎の更新あり）
勤務日時　月21日 8：30〜17：15（うち休憩 1時間）
勤務場所　総務課　　給料　月額168,000円
通勤手当　市の規定に応じて支給　　休日　㊏㊐㊗
有給休暇　 2日（初年度年間）　　業務内容　人事関係業務
資格等　パソコン操作経験者、普通自動車免許取得者
選考方法　書類および 1月20日㊍の面接により選考
申込・問合　 1月 4日㊋〜14日㊎に市所定の履歴書を直接または郵送（必

着）で市役所 4階総務課（℡44-0302　〒484-8501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。

　このコーナーでは選挙への関心
が深まるよう、市内で活躍する
様々な年代の人の政治に対する考
えを紹介していきます。
問合　ゆめ選挙創造委員会事務局�
　　　総務課内（℡44-0300）

　「18歳以上」。2015年に選挙権が
18歳以上に改正され、翌年に施行
されてから5年が経ちました。10
代の選挙への関心はどうなってい
るでしょう。
　10代の投票率は急激に低下した
という新聞記事が2021年6月に掲
載されていました。皆さんはどう
感じますか？私は、これでは改正
した意味がないと感じます。
　現在私は20歳ですが、初めて選
挙に参加した時にワクワクしたこ
とを鮮明に覚えています。なかに
は「面倒くさい」と感じる人もい
るでしょう。しかし、投票するこ
とは私たちの意見を政治に直接的
に反映できる唯一の機会です。
　現在、政策の多くは高齢者向け

である傾向にあることは否定でき
ません。私達若者向けの政策を考
え、施行して欲しいと思うのであ
れば、選挙で自分の考えと一番近
い政治を目指す候補者を選び、時
には自ら立候補するしか方法はあ
りません。
　参政権は憲法で認められた私た
ちの国民としての立派な権利で
す。これを行使することで民意を
国民の代表者に反映させ、やがて
は国家の意志となりうるものです。
　私たちの明るい明日、未来を自
らの投票で作り上げられるよう、
また自分自身、愛する人のために
も大切な時間となることを願いま
す。

政治の夢を語ろう
犬山市ゆめ選挙創造委員会

選挙に行く意義

中村卓司
（犬山二

は

十
た

歳
ち

　の集い2022
　実行委員）

▲昨年の消防訓練の様子 昨年受講した人の声
・�マンネリ化しがちなチラシ
の構成や色使いなどを改善
できた。
・�チラシ上の目線誘導やパー
ツのつながりのアドバイス
がとても参考になった。
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生 活

新型コロナウイルスに係る施策

事業者向け支援策
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

●働き方改革全般・各種助成金相談窓口（予約不要）
市ホームページ　ページ番号1006831　

　働き方改革の推進、労働関係の助成金活用等の相談に無料で応じ
ます。
日時　毎週㊋㊍ 9：00〜16：00　　場所　市役所 2階相談ブース
対象　中小企業・小規模事業者
問合　ハローワーク犬山（℡61-2185）
●中小企業生産性革命推進事業支援補助金

市ホームページ　ページ番号1007451　
対象　国が令和 2年度第 3次補正予算事業として実施する中小企業

生産性革命推進事業（ものづくり補助金、小規模事業者持続
化補助金、IT導入補助金）の新特別枠（低感染リスク型ビジ
ネス枠）に該当する補助金の交付を受けた事業者

補助金額　上記補助金の自己負担相当額の 2分の 1の額
　　　（上限額20万円）
※市の補助金の交付を受けるためには、対象となる各種補助金の国
の交付決定の日から30日以内に市に認定申請をする必要がありま
す。なお、国から補助金の交付を受ける事業は年度内に完了する必
要があります。

警察署だより
●110番は緊急通報の専用電話
　強盗や泥棒、ひき逃げ事故など
の被害にあったり目撃したりした
ときは、迷わず落ち着いて110番
をしてください。
※聴覚や言語等に障害があり音声
による通報が困難な人は、チャッ
ト形式で通報できる110番アプリ
が利用できます。
●警察安全相談＃9110
　警察による緊急対応を必要とし
ないもの（犯罪等による被害を未
然に防止するための相談など）は
「＃9110」に電話してください。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

非行の芽
はやめにつもう
みな我が子

1 月10日まで青少年の非行・被害
防止に取り組む県民運動期間です
　青少年が心身ともに明るく健や
かに成長することは、親、県民の
願いです。
　スマートフォンの普及、SNS
が社会に浸透し、インターネット
の有害サイトにより青少年が犯罪
に巻き込まれる事件が多く発生す
るなど、青少年を取り巻く近年の
環境は大きく変化してきています。
　家庭、学校、地域がそれぞれの
果たすべき役割を認識し、青少年
を取り巻く有害な社会環境を浄化
し、青少年を犯罪から守りましょ
う。
問合　�青少年センター（文化スポ
　　　ーツ課内　℡44-0352）

新たな犬のふん害
対策始めます

「イエローチョーク作戦」
　道路などに放置されている犬の
ふんの周囲を黄色のチョークで囲
んで繰り返し警告することで、飼
い主のモラルに訴え、ふん害を減
らすという取り組みです。町内会
からの届け出により、チョーク 2
本と説明書を市から配布します。
実施方法
①道路上に放置された犬のふんの
周囲をチョークで丸く囲む。
②丸の横に発見日時を書く。
③日時を変えて確認する。ふんが
放置されたままの場合は確認日時
を追記し、ふんが無くなっていた
場合は確認日時と「なし」と書く。
※実施期間は最長 1か月です。
※許可なく私有地などには入ら
ず、届け出た地域の道路上のみで
実施してください。
※届け出方法など詳細は市ホーム
ページ　ページ番号1003902　を
見てください。

●犬のふん害防止看板の配布も継
続して実施しています
　犬のふん害で困っている人に、
1人 1枚無料で配布します。設置
は各自で行ってください。また、
自己所有ではない敷地や建物に設
置する場合は、所有者の承諾を得
てください。
※サイズとデザインは複数ありま
す。
※配布できる数に限りがあります。
申込・問合　保健センター（℡61
　　　-1176）へ

ごみ・リサイクル 1月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時
1 月 9 日㊐
9：00〜16：00

1 月15日㊏
9：00〜12：00

1 月23日㊐
9：00〜12：00

場所
わん丸リサイクル
小屋敷地内
（上坂公園西）

南部公民館
駐車場

市役所西庁舎

回収
品目

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

対象 市内在住の人

その他

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

●わん丸エコステーション（常設）

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

場所 都市美化センター敷地内

回収
品目

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

対象 市内在住の人

その他

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

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）
※新型コロナの影響により中止する場合があります

日時 1 月 9 日㊐13：00〜16：00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内容 家具・小物類・古本などの販売

対象 市内在住の人

その他

・一部抽選品あり（抽選は14：00から）
・マスクを着用して来てください。
・発熱など体調が悪い場合は利用を控えてください。
・入場時に氏名と電話番号を記入してください。
・購入品は各自16：00までに搬出してください。

●わん丸リサイクル小屋収益
15,615円（11月分）
市環境保全基金へ積み立てます。

● 1 月に地域で行われる資源回収
［小中学校PTA］
22日㊏　今井小学校PTA
　　　　（℡61-2191）
　　　　楽田小学校PTA
　　　　（℡67-1005）
　　　　栗栖小学校PTA
　　　　（℡61-0580）
　　　　城東小学校PTA
　　　　（℡61-2501）
　　　　東小学校PTA
　　　　（℡67-5400）
27日㊍　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）
［犬山地区］
8日㊏　本町町内会
　　　　（安田�℡61-4062）
10日㊗�　大本町
　　　　（兼松�℡97-0267）
13日㊍〜15日㊏　白帝保育園
　　　　（℡62-6488）
22日㊏　白帝子ども会
　　　　（中村�℡61-2705）
30日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内�℡61-0667）
第 2・ 4㊍ 9：00〜10：00
　　　　（雨天中止）
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦�℡61-2200）
毎週㊋㊍（社福）まみずの里
　　　　きりり作業所
　　　　（℡62-4733）
［羽黒地区］
12日㊌　�羽黒子ども未来園保護者

会（羽黒子ども未来園
　　　　℡67-0129）

※天候や団体の都合で日程が変更
されることがあります。
※日程の変更・回収等については
各団体に確認してください。
問合　環境課（℡44-0344）

導入前テストに協力いただいた
長者町自治会環境部会の声
（被害を感じていた地域では）
・効果を実感できた。
・�実施の回覧をしただけでも効
果あり。
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生 活

子 育 て

健 康 1 月の子育て支援事業
　各施設で子育て支援事業を実施していますが、新型コロナの影響により、行事を中止・変更する場合がありま
すので、ご理解・ご協力をお願いします。変更については市ホームページやセンターだよりなどでお知らせして
いきます。

〜脂質異常症予防・対策〜
　中性脂肪やコレステロールのことが気になりませんか。コレステロー
ルや中性脂肪は高値でも自覚症状がないことが多く、気づかないうちに
動脈硬化が進み脳血管疾患や心疾患など深刻な病気を招くこともありま
す。
　個別の栄養相談で食生活を中心に振り返りながら早めの予防・改善を
しましょう。
日時　 1月21日㊎10：00〜12：00（ 1 人30分程度）
場所　市民健康館　対象　市内在住の人　定員　先着 4人　費用　無料
持物　健康手帳、健康診断の結果表（持っている人）
申込・問合　 1月 7日㊎から市民健康館（℡63-3800）へ
※新型コロナの影響により延期する場合があります。

健康いぬやま応援メニュースタンプラリー
応募締め切りは 1月20日㊍

　市内の協力店で「健康いぬやま
応援メニュー」を食べて、スタン
プを 3つ集めて応募すると、犬山
産の米や協力店で使用できる食事
券1,500円分が抽選で当たります。
応募箱は協力店に設置しています。
※協力店の情報や「健康いぬやま
応援メニュー」の詳細は、右の二
次元コードから市ホームページを見てください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

精神科医による
こころの健康相談

　「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　 2月 3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　 1月17日㊊〜31日㊊

に市民健康館（℡63-3800）
　　　へ

生き活
い

き栄養相談

堀部邸
臨時休館のお知らせ

　次の期間、建物の修繕と邸内の
メンテナンスのため堀部邸を臨時
休館します。ご理解とご協力をお
願いします。
期間　 1月17日㊊〜 2月 1日㊋
問合　・修繕について
　　　　歴史まちづくり課
　　　　（℡44-0354）
　　　・建物の利用について
　　　　木之下城伝承館・堀部邸
　　　　（℡90-3744㊊㊋休館）

令和 4年度
岐阜基地モニター

　航空自衛隊岐阜基地では、自衛
隊の活動を周辺住民に理解してい
ただくため基地モニターを募集し
ています。
　応募資格、応募方法、応募用紙
の送付先等の詳細は岐阜基地ホー
ムページを見てください。
定員　10人（男女各 5人）
募集期限　 1月14日㊎
問合　航空自衛隊岐阜基地渉外室
　　　（℡058-382-1101
　　　内線2273）

善意ありがとう
ございます

●福祉基金寄附金として
　日比野吉次　100,000円
●高齢者福祉事業のため
　堤幸夫、堤栄子　50,000円
●市消防本部へ
　公益社団法人小牧法人会
　女性部会
　タオル300本

ひとり親家庭等手当
のお知らせ

　児童扶養手当（令和 3年11〜12
月分）を 1月 7日㊎に振り込みま
す。受給している人は、預貯金通
帳で確認してください（支払通知
書は送付していません）。
　次回の支払いは、 3月を予定し
ています。
※児童扶養手当はひとり親家庭等
への手当です。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

健康いぬやま応援メニューとは
　健康に関する 5つの項目「エネ
ルギー・野菜・塩分・地産地消・
禁煙」を 3つ以上満たし、犬山に
関連した内容（犬山産の食材を使
用、犬山に絡んだネーミング）を
取り入れたメニューのことです。

★児童センター　親子で季節にあわせた手遊びや工作などで遊びます。　問合　犬山西児童センター（℡62-3041）

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

●パパもあそぼう
対象　未就園の乳幼児と父親
日時　 1月15日㊏10：30〜11：30
場所　犬山西児童センター
内容　お正月遊び

★子育て支援センター
申込・問合　開催日の前日までに市民健康館（℡63-3817）へ電話で申し込んでください。
　　　　　　③⑥は令和 3年12月24日㊎から、①②④⑤は 1月 5日㊌から申し込みを受け付けます。

対象 事業名 日時 開催場所 内容

① 0歳の子ども 赤ちゃんサロン 1月26日㊌
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ 体操・絵本など

② 3〜 5か月の子ども すくすくタイム 1月17日㊊
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ あやし遊び・絵本

③ 6か月〜 1歳未満の子ども さくらっこ　　
　　　ひよこ

1月 7日㊎
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ 親子ふれあい遊び

④ 1歳〜 1歳 6か月の子ども さくらっこ
　　　あひる

1月21日㊎
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ

離乳食講座・
親子ふれあい遊び

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

10：30〜11：30
東児童センター
さんにぃれ 英語で遊ぼう・絵本

⑥ 未就園の多胎児
または多胎児の妊婦 にこにこタイム 1月 5日㊌

10：30〜11：30
東児童センター
さんにぃれ 親子遊び・情報交換

★相談事業
相談名 日時 場所

子育て

毎日（㊋㊗除く）10：00〜16：00
※㊐は12：00まで

犬山市子育て支援センター（℡66-5700）
（東児童センターさんにぃれ内）

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

毎日（㊐㊊㊗健康館休館日除く）
10：00〜15：00（年始は 5日㊌から）

さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）
（市民健康館内）

子育ての情報を提供し、相談・援助などを行います。
①�毎日（㊏㊐㊗除く） 8：30〜17：00
②�㊊、㊌、㊍、㊎　10：00〜13：00

①子ども未来課（℡44-0324）（市役所 1階）
②子育て支援コーディネート「ぷらっと」
　（℡070-1277-2726）
　（東児童センターさんにぃれ内）
����相談・予約の問合せフォームはこちら▶

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

発達支援
（要予約）

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

子ども未来センター（℡61-1295）
（保健センター 1階）

すくすく❣

いぬまる

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

高 齢 者

令和 3年度
子育て世帯への臨時特別給付

　閣議決定された、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」のひと
つとして、子育て世帯を支援することを目的に、18歳までの子どもを養
育する世帯に対し、臨時・特別の給付金を支給します。
支給対象者　平成15年 4 月 2 日〜令和 4年 3月31日生まれの子どもを養

育する人
※所得制限限度額以上の場合は対象となりません。
支給額　子ども 1人あたり10万円

対象 受給方法

① 令和 3年 9月分の児童
手当支給対象の子ども

申請は不要です（公務員は必要）。
児童手当の指定口座に12月24日㊎に振り
込みました。

②
令和 3年 9月 1日〜令
和 3年12月31日生まれ
の子ども

申請は不要です（公務員は必要）。
令和 4年 1月以降、児童手当の指定口座
に振り込みます。

③
令和 4年 1月 1日〜令
和 4年 3月31日生まれ
の子ども

申請が必要です。
出生後、申請のご案内をします。
令和 4年 2月以降、申請書に記載の口座
に振り込みます。

④
平成15年 4 月 2 日〜平
成18年 4 月 1 日生まれ
の子ども（高校生）

申請が必要です。
12月下旬、申請のご案内をします。
令和 4年 2月以降、申請書に記載の口座
に振り込みます。

※詳細は、右の二次元コードから市ホームページを見てくだ
さい。
問合　子ども未来課（℡44-0323）

1 月に満85歳になる人へ
　タクシー料金の基本料金相当額を助成して
います。85歳の誕生日の前日から手続きがで
きます。
対象　満85歳以上の人（障害者タクシー料金

助成の対象となる人を除く）
枚数　 1月申請は10枚交付
持物　対象者の顔写真（縦 4㎝×横 3㎝）
　　　 1枚、窓口で受け取る人の確認書類
※公的機関発行の顔写真が付いていない確認
書類（健康保険証、年金手帳等）の場合は
2点必要

問合　高齢者支援課（℡44-0325）

輝虹会スターレイン
ボー犬山支部役員・
一般会員を募集

　「SORA事業（令和版寺子屋）」
は地域の皆さんの協力で、フリー
スクールと多世代交流の場が一緒
になった事業です。この事業に賛
同し居場所づくりに協力してくれ
る人を募集します。当会の会則、
活動内容など詳細は右
の二次元コードを見て
ください。
対象　18歳以上のどなたでも
問合　高橋（℡080-3673-4277）

市老連写真部
フォト写

しゃ

憧
どう

の会
　今回は全会員15人が個性豊かな
作品を展示します。
日時　 1月 4日㊋〜 9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）

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）

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。

■各種相談コーナー（無料） ※新型コロナの影響により、変更・中止する場合があります。

内容 日時 場所 予約方法など

市　民 平日 8：30〜17：00 市役所 1階市民相談室 ㊌㊎ 8：30〜16：00は
手話通訳利用可

行　政 1月28日㊎10：00〜15：00 市役所　会議室 ―

登　記 1月12日㊌13：00〜15：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

不動産・空き地・空き家 1月18日㊋13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

行政書士 1月26日㊌13：30〜15：30 市役所 2階相談室② 当日先着順

住宅（要予約） ㊊〜㊎（㊗除く）
（予約により決定）

相談者宅など
（予約により決定）

予約は直接または電話で市役所
2階都市計画課（℡44-0331）へ

人　権 1月 8日㊏13：00〜16：00 南部公民館会議室 3 ―

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

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

一宮年金事務所による
年金出張相談（要予約）

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

市役所　会議室
予約は 1月17日㊊〜21日㊎ 8：30
〜17：15に電話で保険年金課年金
担当（℡44-0328）へ（先着16人）

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

市役所 1階相談室
（℡44-0398） ―

弁護士による
消費生活法律（要予約） 1月21日㊎13：00〜16：00 市役所 2階203会議室 予約は市役所 3階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 1月19日㊌13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 予約は前日までに市役所
3階産業課（℡44-0340）へ

内　職 毎週㊋（㊗除く）
9：00〜12：00

市役所 1階相談室
（℡44-0340） ―

いちサポによる就職相談
（要予約） 1月12日㊌10：00〜16：00 ハローワーク犬山 予約はいちのみや若者サポート

ステーション（℡0586-55-9286）へ

市民活動 ㊊〜㊏ 9：00〜17：00 フロイデ 1階協働プラザ
「わんまる―む」（℡48-1221） ―

くらし自立サポート
センター

（生活困窮者相談）
平日 8：30〜17：00 福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

2月 3日㊍ 9：00〜12：00
（ 1 人20分間） フロイデ 1階社会福祉協議会

予約は 1月 6日㊍13：00から電話
で社会福祉協議会（℡62-2508）
へ（先着 6人）

心配ごと 1月 6日㊍13：00〜16：00 フロイデ 1階社会福祉協議会 ―

ボランティア 1月17日㊊10：00〜12：00 フロイデ 1階協働プラザ ―

身体障害者当事者
による相談 1月 5日㊌10：00〜15：00 身体障害者活動センター

ふれんど（℡61-8008） ―

知的障害者保護者
による相談

1月17日㊊・24日㊊
10：00〜12：00 市役所 1階相談室 ―

犬山市
スマホ・パソコン相談

（要予約）

毎週㊊13：30〜15：30
毎週㊌ 9：30〜11：30
毎週㊏13：30〜15：30

㊊㊌は市役所 2階相談室②
㊏は勤労青少年ホーム 2階講
習室

予約は電話でいぬやまe-コミュニ
ティーネットワーク（℡62-1888� 9：
00〜17：00�㊐㊗除く）へ（先着 2人）

青少年の悩み相談 平日 9：00〜17：00
1 月 4 日㊋・18日㊋は19：00まで

市役所 3階文化スポーツ課
青少年センター（℡44-0352）

1 月 4 日㊋・18日㊋17：15〜19：00は
市役所 1階市民相談室

児童生徒の不登校相談室 平日 9：00〜17：00
フロイデ内適応指導教室
「ゆう・ゆう」（℡63-0502
�相談専用℡39-5522）

―

児童虐待に関する
情報提供 平日 8：30〜17：15 市役所 1階子ども未来課

（℡44-0322）

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

ひとり親自立 平日 9：00〜16：00 市役所 1階子ども未来課
（℡44-0323） ―

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

英語・タガログ語
外国人

1月 7日㊎・28日㊎
13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―

中国語　外国人 1月 7日㊎・21日㊎
13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課へ。 2月15日号の締め切りは 1月 4日㊋、3月 1日号は 1月17日㊊。

▲見本
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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。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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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）

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）

▲ダイヤモンド婚を迎えた渡邊さん夫婦 ▲紅葉を背景に善師野の魅力を楽しみました

▲追悼の辞を述べる犬山市遺族連合会の小嶋毅会長ミラマチ栗栖収穫体験祭
　11日 6 日、「ミラマチ栗栖」による収穫体験祭が野縁
公苑などにて行われ、親子など30人が参加しました。
　子どもたちは、サツマイモ掘り体験で大きいイモが取
れると自慢気に親に見せたり、落花生の収穫では土の中
から宝物を探すように見つけたりしていました。また、
栗栖に生えているお茶で作る「お茶のデモンストレー
ション」や、竹ぽっくりを作る「竹のワークショップ」
などもあり、様々な体験を楽しみました。
　最後に、焼き立ての焼き芋、ゆでたての落花生、生の
落花生のお土産をもらい、楽しい収穫体験祭となりまし
た。

戦没者追悼式
　11月13日、戦没者の慰霊と遺族の労苦に敬意を表し、
市民交流センターフロイデで戦没者追悼式が行われ、関
係者はじめ約100人が参加しました。
　黙とうに続き、山田市長は「私たちの平和で豊かな生
活は先人たちの苦難の歴史の上に築かれたもので感謝の
気持ちを決して忘れてはならない。」と追悼の言葉を述
べました。
　追悼式は、厳かな雰囲気のなか参加者全員による献花
が行われ、犠牲となった方々の冥福を祈りました。

ダイヤモンド婚・金婚祝講演会
　11月 9 日、市民交流センターフロイデにてダイヤモン
ド婚・金婚祝講演会が開催され、結婚して60周年、50周
年を祝いました。
　ダイヤモンド婚25組の夫婦を代表し、渡邊進さん・さ
だ子さん夫婦が、金婚158組の夫婦を代表して星野政明
さん・洋子さん夫婦が、山田市長から記念品を受け取り
ました。長年の夫婦円満の秘訣として、渡邊さん夫婦は
「健康が大事。食事には気をつけている。」「60年元気に
過ごせているのは家内のおかげ。」「ささいなことでもお
礼を言うことが大事。」と教えてくれました。

みんなが知ろう「わが町、わが里、善師野の里」
　11月21日、城東小学校区コミュニティ推進協議会が郷
土を学ぶウォーキング大会を開催し、約140人の参加者
が紅葉真っ盛りの善師野を歩きました。
　この事業は、宝くじの社会貢献広報事業「コミュニティ
助成事業」を活用し実施したもので、地域の歴史や文化
について理解や関心を深めるために企画されました。当
日は郷土の作詞家「堀澤周安」が善師野の風景を題材に
作詞した「田舎の四季」の歌唱披露
に始まり、 3つのコースに分かれて
出発。参加者は、各チェックポイン
トで善師野の魅力を解説する講師の
話に耳を傾けていました。

お土産の焼き芋を、公苑
内でおいしそうに食べる
参加者もいました�

▲

◀�イモ堀りは、イモを
傷つけないよう手で
土を掘りました
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■救急医療の案内
○救急医療情報センター　℡0568-81-1133
※電話のかけ間違いが多くなっています。電話番号はお間違いなく。

　24時間365日体制で、電話で医療機関の案内を行っています。
○あいち救急医療ガイド 　https://www.qq.pref.aichi.jp/
　インターネットで受診可能な医療機関を検索できます。（5か国語対応）
○小児救急電話相談　℡＃8000か、℡052-962-9900
　夜間に医療相談が受けられます。受付／19：00〜翌朝 8：00

■犬山市の人口と世帯（12月 1 日現在）
人口 73,084人 （− 318人）

男 36,306人 （− 168人）�

女 36,778人 （− 150人）

世帯 31,475世帯 （＋ 112世帯）

（　 ）は前年同月との比較

■休日（日曜・祝日）診療
○昼間診療　犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡0568-62-8100
　五郎丸東 1 -70（国道41号「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）　受付時間 8：30〜11：30（診療は 9：00〜）13：30〜16：15（診療は14：00〜）

○夜間診療、歯科診療

日付
休日夜間診療（内科・外科）

受付時間17：00〜20：00

休日歯科診療
　　診療時間 9：30〜11：30
　　　　　　 9：00〜12：00（ 1 / 1 〜 1 / 3 ）

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

1 月 1 日㊗ 黒川すこやかクリニック 61-0083 高橋眼科 65-0066 ごろうまる歯科 0568-62-0101
1 月 2 日㊐ いたつ内科クリニック 67-6333 竹内皮膚科クリニック 62-7511 小島歯科医院 0568-62-7288
1 月 3 日㊊ 宮田医院 67-5566 たくや整形外科 69-1800 ないとう歯科 0587-93-5500
1 月 9 日㊐ いたつ内科クリニック 67-6333 くわばらクリニック 61-1118 石原歯科医院 0568-67-0909
1 月10日㊗ 宮田医院 67-5566 山本皮フ科クリニック 62-6855 キャスタファミリー歯科 0568-39-6020
1 月16日㊐ ハートクリニックさわだ 62-5556 ふなびきクリニック 62-8811 あまの歯科クリニック 0587-92-1678

※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
※保険外併用療養費（紹介状無く初診の場合5,500円）がかかります。

80

2 期目の山田市政が 3 年経過！
　選挙でお示しした公約を、決してうやむやにせず、説明責任を果たす
ため、その進捗状況を報告いたします。なお、 2期目の公約の詳細は、
市広報の平成31年 1 月 1 日号に掲載しましたが、実現に向けた工程表と
合わせて、市ホームページ内の「市長の部屋」でも公開しています。

●実現したもの、推進しているもの
子育て教育
・小中学校エアコン設置実現
・�読解力向上の授業づくりと各小中学校の図書館活
用の推進
・�多胎妊婦の健診拡充、家事育児援助のヘルパー派
遣、多子世帯の移住定住補助の上乗せ、育休退園
見直しなど、多子多
胎世帯への支援強化
実施
・�市立図書館 2階の子
ども読書空間整備完
了

医療福祉
・救急車 4台体制開始
・在宅介護手当増額実施（県内最高額）
・介護予防メニュー拡充
・若年層の健診等予防メニュー拡充
・一般不妊治療費助成増額実施
・�障害児者の機械入浴サービス開始や特別支援教育
の充実

産業振興
・と畜場跡地売却による民間活用
・企業誘致（塔野地下前田へ 3社）
・既存事業所の事業拡大に伴う設備投資支援（ 3社）
・商業集積ラインへの商業立地推進中
・企業のマーケティング戦略の支援強化
・農業の担い手への支援拡充
・耕作放棄地対策補助制度導入
・イノシシ対策強化推進

懸案事項
・新広域ごみ処理施設は現在用地確保推進中
・塔野地の都市美化センターに関する地元要望対応
・前原台下水整備推進中
・八曽キャンプ場アクセス道路整備完了
・�福祉会館の取り壊しが完了し、将来の施設整備に
向け準備中

都市整備
・犬山版優良田園住宅制度創設
・宅地開発事業への新規補助制度創設
・空き家・空き地条例制定と対策強化推進
・�村田機械南側の冠水対策完了と五ケ村排水区の冠
水対策推進

生活・防災
・防犯カメラ増設推進
・初期消火器具整備費補助制度創設
・雨水浸水防止対策への補助制度創設
・感震ブレーカー設置補助制度創設
・�協働のまちづくり基
本条例制定と協働プ
ラザ開設、地域の課
題解決支援事業や活
躍の場づくり推進

・�文化会館舞台貸し事
業など文化振興や、
スポーツコミッションの支援拡充によるスポーツ
振興

・東之宮古墳整備完了
・防災重点ため池の改修推進
・土砂災害特別警戒区域の住宅への補助制度創設
・地域が取り組む防災対策への補助制度創設
・家庭が取り組む防犯対策への補助制度創設

環境
・環境基本計画改訂
・再生可能エネルギー活用や公共施設LED化推進
・省エネ講座開催
・SDGs（持続可能な開発目標）推進
・里山での遊歩道整備や木曽川河川空間活用の推進

行政改革
・�ふるさと納税推進や公共の遊休空間活用など約28
億 7 千万円（市長就任後 6年間実績）の財源確保

・�市民サービスの利便性向上（手続きのワンストッ
プ化・オンライン化・キャッシュレス化・簡素化
など）

・�複数市町共同での事業実施による割り勘効果で、
効率的な施策展開を目指す圏域マネージメントの
推進

・�シェアリングエコノミー（個人が保有する遊休資
産を共有活用する仕組み）の推進

●実現の目処が立ったもの
子育て教育
・�多子多胎世帯の支援強化として、令和 4年度より、
第 3子以降の給食費・保育料（ 3歳未満児）・児童
クラブ利用手数料（通年利用登録者）の無料化、
1歳までの育児用品宅配
支給など実施予定
・�病児保育は、総合犬山中
央病院に事業を受託いた
だき、令和 6年度から実
施予定

医療福祉
・�高齢・障害・子ども・生活困窮の課題に対して、
令和 5年度から全世代型の包括支援体制（重層的
支援体制）へ移行する予定で、まずは令和 4年度
より福祉課と高齢者支援課の統合相談窓口を設置

産業振興
・�後継者バンクによる事業承継支援を令和 4年度か
ら開始予定
・新たな観光戦略は令和 3年度末までに策定

都市整備
・�都市計画道路「富岡荒井線」は令和 4年12月開通
予定
・�調整区域での住宅立地を可能とする区域指定を令
和 4年 4月に実施予定

生活・防災
・�犬山城の黒門復元に向け、令和 4年度から令和 6
年度にかけて門の位置の調査や設計等を進め、令
和 7年度復元完了目標

環境
・�令和 4年度より、住宅の省エネ改修や電気自動車・
燃料電池自動車の購入に対する新たな補助を実施
予定

●検討中のもの
都市整備
・�道の駅や将来の五郎丸駅整備を視野に、新たな都
市拠点及び交流エリア基本構想と道の駅エリア基
本計画の策定まで進めましたが、新型コロナに伴
う経済停滞の影響や市民生活の支援優先のため、
事業推進の時期を見合わせ、現在、進入路のあり
方などを検討中

▲昨年11月に覚書を締結
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　犬山祭が現在のような形を整え
たのは、江戸初期です。2016年に
はユネスコ無形文化遺産に登録。
国宝犬山城と並び、犬山の文化ブ
ランドとなっています。
　犬山祭保存会は、祭りの車

や

山
ま

と
練
ねり

物
もの

に関係する16町内・1,600余
世帯・3,300人程の市民と重なる
地縁コミュニティの心柱です。と

ころが近年、少子高齢化や人流・
情報・テクノロジー環境の激変に
伴い、地縁組織のコミュニティ力
は減退。祭人の 7割近くが関係町
内以外の若者で占められるように
なりました。
　そこで、令和 4年 4月の祭りか
ら会員制にし、居住地に関係なく
犬山祭保存会員となり、すべての
会員が主体者となるオープンな祭
り運営を目指します。
　春霞たなびく犬山城を見上げ、
桜吹雪を浴びながら、祭り囃

ばや

子
し

と
祭人の歓声にあおられ、城下町を
巡行する犬山祭車

や

山
ま

行
ぎょう

事
じ

は、老若
男女、参加するもの、観る人すべ
てをアニメーション世界にいざな
い魅了します。
　犬山祭の岩盤には針綱神社の例
祭という普遍的な地縁意識が存在
します。これが犬山祭を持続させ

る力のタテ糸です。
　今回の会員制は、犬山祭を愛す
るすべての人に犬山祭の醍醐味を
開放するヨコ糸です。
　一人でも多くの人がこの縦糸に
横糸を加えた、強く美しいゴブラ
ン織りにご参加くださることを歓
迎します。

●年会費一人一口千円で
　会員証発行
問合　犬山祭保存会
　　　℡0568-55-4875
　　　Fax0568-61-3932
　　　Eメール
　　　shiryo_kan@yahoo.co.jp

悠
はる

暉
き

ちゃん
令和 2年10月生まれ

たくさん遊んで
元気に笑顔で
過ごそうね!!

奏
かな

斗
と

ちゃん
令和 2年10月生まれ

いつも可愛い笑顔を
ありがとう！

すくすく元気に育ってね

美
み

月
つき

ちゃん
令和 2年11月生まれ

生まれてきてくれて
ありがとう。

元気に育ってね！

真
ま

拓
ひろ

ちゃん
令和 2年11月生まれ

笑顔いっぱいの
毎日を過ごそうね！

　抽選で 4人の写真を翌々月の広報犬山 1日号に掲載します。　応募締切　令和 4年 1月20日㊍
次回掲載予定　令和 4年 3月 1日号　対象　令和 2年12月・令和 3年 1月生まれの赤ちゃん

1 歳になる記念に赤ちゃんの写真をのせませんか 応募はこちら
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（一社）犬山祭保存会

会長   石田　芳弘

犬山祭の会員を公募します！


