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児童センター

（上坂町四丁目20）（羽黒鉾添二丁目16） （犬山字末友 4 - 2 ）

（塔野地字中ノ切 1 - 1 ） （裏之門55- 1 ）（羽黒字貴船浦 5 - 4 ）

　18歳未満の児童とその保護者や地域のみなさんが自由に利用でき遊
べる施設で、市内に 6か所あります。
開館時間　㊊～㊏ 9 :00～18:00（㊗、年末年始除く）
※東児童センター「さんにぃれは」㊋㊗と㊐の午後、年末年始が休館

●子育て広場「ぽんぽこ」
　乳幼児とその保護者を対象に、いろいろなふれ
あい遊びや子育て情報を提供しています。子育て
に関する相談もできますので、悩みや不安がある
時でも、気軽に利用してください。
日時　㊊～㊎10:00～15:00（㊗、年末年始を除く）
場所　東児童センターを除く 5つの児童センター

犬山市公式YouTubeチャンネル
「ONE CHAN」では、児童セン
ター職員が身近な素材を使ってで
きる工作などの遊びレシピを紹介
する動画も投稿しています。

●パパもあそぼう
　ふれあい遊びや身近な素材を使った遊び、体を
動かす遊びなど、お父さんと子どもが一緒に楽し
める遊びを提供しています。お母さんも大歓迎！
ファミリーで遊びに来ませんか。
日時　毎月第 3㊏10:30～11:30
場所　犬山西児童センター

　市内には、18歳未満の児童が自由に利用できる施設として
「児童センター」が 6か所設置されています。
　友だち同士での利用はもちろん、きょうだいで遊んだり、イ
ベントに参加したり、時にはお父さんとだって。
　今回は、犬山市の児童センターの機能と各センターを紹介し
ます。 問合　子ども未来課（℡44-0322）

行事に
参加！

友だちと！

弟と！ パパも
いっしょ！

児童センターとは

児童センターでできること

◀児童センターについて
　詳しくはこちら
　（市ホームページ）

◀遊びレシピ動画は
　こちら
　（YouTubeが開きます）

▲東児童センターさんにぃれの遊戯室

自由に使える！
　各センターには、遊戯室や教室などの部屋があり、そこではドッヂビー
や卓球、鬼ごっこのような運動も、読書や宿題のような勉強も、自由にで
きちゃいます。
イベントに参加しよう！
　各センターでは、年間を通してさまざまな行事が企画されています。運
動、工作、音楽、手品などなど…。時には地域の人とも関わりながら、学
校とは違った体験ができますよ。
　さらには、子どもたちだけで行事を企画することだってできちゃいます。
子どもたちの主体性を応援することも、センターの目的のひとつ。全力でサポートしています！
　行事の案内は、各センターの「児童センターだより」に掲載しています。センターだよりは小学校を通じ
て配布しているほか、市ホームページ（上の二次元コードからもアクセス可能）でも確認できます。

子どもたちの主体性を応援します 動画で紹介「遊びレシピ」

あなたの近くの児童センターは？

▲「ハグポチャレンジ」企画者の 3 人

ぶんぶんごま 紙コップ
バスケット

おい
でよ！
児童センター

　羽黒児童センターでは、子どもたちが自主的に企画したイベント
「ハグポチャレンジ（表紙写真）」が 7月と 8月に行われ、参加者
を楽しませていました。
●楽しみは自分たちで作り出す
　羽黒児童センターでさまざまなイベントを企画している桒山さん
と大林さんと箕浦さんの小学 6年生 3人。 7月と 8月には「ハグポ
チャレンジ」と題して、射的や水風船釣り、玉入れなど、参加者が
さまざまなお題に挑戦するイベントを開催しました。
　今回の企画について尋ねると、
「コロナのせいで夏祭りとかが中
止になって、夏休みが楽しくない。
それなら自分たちで作ればいいなっ
て」「朝から準備するのは大変だっ
たけど、楽しみにしてくれている
子がいて嬉しかった」と笑顔で話
してくれました。

市内に 6か所ある児童センターを紹介します。ぜひ遊びに来てください。

　児童センターの機能に加え、
子育て支援の拠点として子育て
相談や親同士の交流、ファミリー
・サポート・センター講座開催
などの事業も行っています。

　児童遊園が隣接し、十分に体
を動かして遊べる環境にあるた
め、地域の乳幼児や小中高生が
利用しやすく、安心・安全に遊
べる場になっています。

　犬山口駅が近く、電車を見て
から遊びに来る親子や徒歩・自
転車で来る小中学生、地域ボラ
ンティアの方が利用する地域に
根ざしたセンターです。

　親子でも一人でも、月変わり
の遊びチャレンジやボードゲー
ムコーナー、制作を楽しむこと
ができます。センターのアイド
ル「亀のカメ吉」がいます。

　来館すると「ハグポ」という
オリジナルのポイントカードが
もらえます。たまったポイント
を使って、特別な楽しい遊びに
挑戦することができます。

　明るく広々とした玄関ホール
は、工作やボードゲームを楽し
む子どもたちの憩いの場です。
未就園児が親子で楽しめるプレ
イルームも魅力です。

犬山西児童センター東児童センター「さんにぃれ」 犬山南児童センター

城東児童センター 楽田児童センター羽黒児童センター

子育て支援も！
　児童センターは未就学児・未就園児も保護者と一緒に利用できます。児童センターで行っている事業を紹
介します。
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誰かのために資源を提供したい人も、誰かの資源を利用したい人も、
まずは会員登録を済ませましょう。

自分の持つ資源を登録し
ましょう。

利用者は「予約申込」ボタンを押すことで資源の提供者に通知が行きます。提供
者と直接やり取りをして、利用する日時や料金などを決定します。

利用者は「条件に同意する」ボタンを押すと購入確定となり、決済に移ります。
クレジットカード決済が利用できます（所定の手数料が発生します）

案件を利用した後は必ず「評価する」ボタンから資源の評価を行いましょう。

＜提供者の体験談＞ 
登録資源／動画編集に関する相談 
YouTubeで動画を公開したい人向
けに相談を受付しています。「いぬやまでばん」
はサイト上に自分たちのブログを作ることができ
るので、提供内容の詳細についても知らせること
ができました。

＜利用者の体験談＞ 
利用資源／プロジェクター
イベントの準備から当日までレンタ
ルできるか心配でしたが、提供者の人と直接サイ
ト上でメッセージのやりとりができたので、安心
してお願いできました。

『地域資源バンクサイト』
URL：https：//inuyama-plaza.com/bank/
次の二次元コードよりアクセスしてください。
地域資源（教える、相談依頼、モノ、スペース、
活躍の機会）ごとに情報や、活用事例を掲載しています。
※利用・登録は協働プラザわんまるーむへ
場所　松本町四丁目21番地
　　　（市民交流センターフロイデ 1階）
開館時間　㊊～㊏ 9 :00～17:00
問合　協働プラザ（℡48-1221）
　　　Eメールinfo@inuyama-plaza.com

【協働プラザの地域資源バンク事業の紹介】
　地域、民間事業者、NPOなど、異業種異分野の人々がまちづくりを促進していく際に、地域資源を共
同で利用できるように登録し、有効活用する仕組みとして、地域資源バンクを運用しています。地域資源
シェアエコサイト「いぬやまでばん」で資源の提供を行う場合、事前に地域資源バンクへの登録が必要で
す。

あなたの利用したい

がスタート！

役立ちたいがつながります

●「いぬやまでばん」利用者の声

●「いぬやまでばん」利用の流れ

●仲介できる資源の例

①

②

③

④

⑤

会員登録

学　ぶ 体　験 相談依頼

資源提供者
案 件 登 録

目的の資源が登録されてい
るか探してみましょう。

特技や資格などを活かし、人に
教える講座等

　犬山で、自分が持つスキルや経験などの資源をまちづくりに役立
てたいと希望する人と、そういった資源を探している個人や団体、
事業者等を、WEBサイトを介して直接やりとりすることでマッチン
グさせるサービス『犬山地域資源シェアエコサイトいぬやまでばん』
がスタートしました。

特技や資格などを活かし、体験
できるワークショップ等

相談や依頼を受けて、専門知識
や技術などを提供

モ　ノ スペース 活躍機会
所有している貸出可能なモノ 所有している貸出可能なスペース 参加を呼びかけている活動の場

や活躍機会の提供

② 資源利用者
案 件 検 索

予約申込

購　　入 

評　　価

問合　協働プラザ（℡48-1221）
　　　　　　地域協働課（℡44-0349）

『犬山地域資源シェアエコサイトいぬやまでばん』
URL：https://inuyama-deban.net/
次の二次元コードからもアクセスできます。

場所　第 1回のみ、市民交流センターフロイデ 4階401会議室
　　　第 2回以降はオンラインにて開催（欠席者へは動画視聴での補講あり）
　　　※受講には個人のパソコンが必要です。受講に伴う通信料等は個人で負担してください。
対象　インターネットを活用した情報発信・資源の提供に関心のある人
定員　18人 
費用　20,000円（半年間の録画視聴権付き）
講師　一般社団法人シェアリングエコノミー協会 加藤こういち氏、糸原絵里香氏
申込　次の二次元コードから講座受付フォームへ入力し申し込み

●まずは話を聞いてみたい人へ
　『いぬやまでばん活用説明会』を実施します。
日時　10月27日㊍、11月24日㊍、12月22日㊍、令和 5年 1月26日㊍10:00～11:00
場所　協働プラザ 交流スペース等（市民交流センターフロイデ内）
内容　・地域資源の提供メニュー事例紹介
　　　・いぬやまでばんサイトの利用方法、WEBページの登録方法等
　　　・提供したい資源のメニュー化の相談
定員　各回先着 5人
持物　パソコン、タブレット、スマートフォン
申込　協働プラザホームページの問い合わせフォームまたは次の二次元コードから申し込み

●資源〔スキル・モノ・スペース・機会〕をインターネット上で紹介したい人（個人・団体・事業者）へ
　『インターネットを活用した“情報発信・資源のシェア”を学ぶオンライン実践講座（全7回+個別面談）』

11月 5 日㊏13:30～15:30

11月19日㊏10:00～12:00

12月 3 日㊏10:00～12:00

12月10日㊏10:00～12:00

12月17日㊏10:00～12:00

令和 5年 1月14日㊏10:00～12:00

令和 5年 1月28日㊏10:00～12:00

オリエンテーション交流会 ※初回のみ対面開催

コンセプト設計

WEB販売提供戦略

サービス提供マナー

取引における安心安全

ステップアップ講座

成果発表会

回

1

2

3

4

5

6

7

個別オンライン面談（ 1時間程度） 提供内容の方針を固める

日時 内容
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　「第41回愛知県・自然歩道を歩
こう大会」が開催されます。今回
は犬山市内がコースとなっていま
す。
日時　10月16日㊐ 9 :00集合
　　　 9 :30出発～14:30到着
※小雨決行、雨天中止（当日 7 :
00頃決定）
集合　石作公園（松本町四丁目）

　　　・大学生
　　　　1,400円（通常1,600円）
　　　・高校生
　　　　1,000円（通常1,200円）
　　　・小中学生
　　　　　500円（通常700円）
※ 1 人の証明で 5 人まで割引可
※他の割引券や団体利用割引券と
の併用は不可
※シニア、大学生、高校生は要証
明
問合　博物館明治村（℡67-0314）
※来村前に、新型コロナの感染予
防対策を必ず公式ホームページ
（https://www.meijimura.com
/）で確認してください。

※公共交通機関を利用してくださ
い。
コース　東海自然歩道ほか（市内
　　　　約12キロ）
　　　　石作公園～善師野駅～不
　　　　老公園～犬山遊園駅～犬
　　　　山城前
※途中、勾配のある道を歩きます。
費用　無料
持物　昼食、飲み物、雨具など
※万が一の場合に備え、健康保険
証も用意してください。
申込　不要
問合　県環境局環境政策部自然環
　　　境課（℡052-954-6227、
　　　Fax052-963-3526、ホーム
　　　ページhttps://www.pref
　　　.aichi.jp/soshiki/shizen
　　　/arukou-20221016.html）

日時　11月 5 日㊏13:30～15:00（予定）
場所　市民文化会館
講師　スポーツコメンテーター　山本昌氏
演題　継続する心
定員　150人（応募者多数の場合は抽選）
費用　大人1,000円　小中学生500円
申込　10月 1 日㊏～17日㊊の期間に、①②のどちらかの方法で申込
※①②重複による申し込みは無効
①電子申請　市ホームページ ページ番号1000899 に掲載のリンクから
　　　　　　申し込み
②郵送　往復はがきの往信面通信欄に申込者の①氏名②受講券購入枚数
　　　　（ 2 枚まで購入可、大人か小中学生かを明記）③郵便番号、住所　　　　
　　　　④電話番号⑤メールアドレスを、返信面宛名欄に申込者の①郵　　　
　　　　便番号②住所③氏名を記載して次の宛先へ送付（当日消印有効）
　　　　【宛先】〒484-8501（住所不要）
　　　　　　　　市文化スポーツ課「市民総合大学公開講座」担当
※返信メールもしくは返信はがきにて申込結果を通知します。
※当日受付で当選通知（電子申請の人は当選通知と本人確認ができるも
の、はがきで申請した人は返信はがき）を提示し、受講券を購入してく
ださい。購入は現金もしくはPayPayで支払いができます。
※令和 4 年度市民総合大学の受講生は受講料が不要です。受付で受講票
を提示してください。
※新型コロナの影響により中止する場合があります。中止の場合、はが
きで申し込んだ受講者にはがきで、メールで申し込んだ受講者にはメー
ルで案内します。市ホームページ等でもお知らせします。
※未就学児は入場できません。
※障害により付添者を同伴して入場したい場合は、申込時に「付添者希
望」と記載してください。付添者 1 人まで無料で入場できます。
※手話通訳を希望する人は、申込時に「手話通訳希望」と記載してください。
※詳しくは市ホームページ ページ番号1000899 または次の
二次元コードを見てください。
問合　文化スポーツ課（℡44-0352）

　活動者の活動段階や課題に合わ
せた講座を開催します。
「自立自走の組織づくり・ソー
シャルビジネス編」
日時　第 1 回10月14日㊎
　　　第 2 回11月11日㊎
　　　第 3 回12月 9 日㊎
　　　各回19:00～21:00
場所　オンライン（Zoom）
内容　社会的課題の解決に向けて　　　　　
　　　活動を展開していくための　
　　　講座
講師　株式会社テラ・ラボ
　　　代表取締役　松浦孝英氏
定員　先着20人
費用　2,000円
対象　社会活動に関心がある人
※市内在住・在勤・在学の人優先
申込・問合　10月10日㊗までに住　
　　　所、氏名、電話番号、メー
　　　ルアドレスをEメールで協
　　　働プラザ（Eメール　info＠
　　　inuyama-plaza.com）へ
※詳しくは次の二次元
コードからホームペー
ジを見てください。

教育委員と語ろう

市民総合大学敬道館　公開講座

　東京大学の森林理水および砂防
工学の演習地として1922年 9 月 1
日に設置された犬山研究林は、か
つてのハゲ山をゆっくりと再生し
た森林です。そうした森林をめぐ
る観察会を100周年記念事業とし
て実施します。秋ならではの森の
姿を認定ガイドと共に散策してみ
ませんか。
日時　11月12日㊏ 9 :30～12:00
集合　市民健康館さら・さくら
　　　第 3 駐車場
定員　20人
※定員を超える場合、①初参加の
市内在住の人②市内在住の人　の
順で優先とします。同じ条件の人
で定員を超えた場合は抽選とし、
結果を連絡します。
※中学生以下のみや乳幼児同伴で
の参加はできません。
費用　 1 人100円
持物　飲み物、携帯電話
※長袖、長ズボン、運動靴で参加
してください。
※入林時にヘルメットを着用しま
す（貸出有）。
※雨天および足場不良などの場合
は中止します。
申込・問合　10月 3 日㊊ 9 :00から
　　　10月21日㊎17:00までに
　　　①氏名②住所③年齢④連絡
　　　先⑤緊急連絡先（本人以外）
　　　を電話で環境課（℡44-03
　　　45）または次の
　　　二次元コードか
　　　ら申し込み

　岐阜県に生息する生き物を中心
に、よく似ているため区別がつき
にくい生き物の見分け方を紹介し
ます。身の周りにいる生き物の
「見分け」に挑戦してみてみませ
んか。
期間　12月11日㊐まで
　　　平日 9 :30～17:00
　　　㊏㊐㊗ 9 :30～18:00
問合　世界淡水魚園水族館　アク
　　　ア・トト ぎふ（℡0586-89-
　　　8200）
※最終入館は閉館 1 時間前
※入館料や新型コロナウイルス感
染症への対応などについては、来
館前に公式ホームページ（https:
//aquatotto.com）で確認して
ください。

ココがちがうんです！
～生き物の見分けは難しい！？～

　市教育委員会では、子ども・子
育てに関することや気になること
について、皆さんからの意見を聞
くため教育委員との意見交換会を
開催します。申し込みは不要です。
日時　10月30日㊐13:00～14:30
場所　市役所 2 階205会議室
対象　どなたでも
問合　教育委員会事務局
　　　（℡44-0350）
※会場ではマスクの着用をお願い
します。
※新型コロナの影響により中止・
縮小する場合があります。

　ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の13
人」に縁のある羽黒地区を歴史さ
んぽしてみませんか。
日時　11月 3 日㊗　（雨天決行）
　　　 9 :30に羽黒小学校体育館
　　　に集合
定員　200人
費用　小学生以上300円
　　　未就学児無料
持物　参加受付票、弁当、飲み物、

　　　体育館シューズ
※歩きやすい服装で来てください。
申込　10月27日㊍（必着）までに
　　　郵便番号、住所、名前、電
　　　話番号、同行者名、年齢を
　　　はがきまたはEメールで
　　　犬山市レクリエーション協
　　　会松山清子（〒484-0085
　　　犬山字西古券275-2、Eメー
　　　ルpinoko6421@gmail.
　　　com）へ
問合　犬山市レクリエーション協
　　　会松山 (℡090-3968-6421)

　期間中、マイナンバーカードや保
険証など市内在住を示すものを入
村窓口に提示すると特別料金で入
村できます。
期間　10月 1 日㊏～31日㊊
場所　・大人
　　　　1,800円（通常2,000円）
　　　・シニア（65歳以上）、

アクア・トト ぎふで
企画展開催中

博物館明治村
市民特別割引

催 し
東京大学犬山研究林
100周年記念事業
ふれあい自然観察会

全国一斉あそびの日
キャンペーン2022

社会活動の立ち上げ
と持続可能な運営を
学ぶ講座

第41回
愛知県・自然歩道を
歩こう大会
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リフレッシュ・ヨガ

無理のないポーズを中心にレッスンを進めていきます。癒しのひと時を過ごしましょう。
日時　11月 9 日㊌10:00～12:00　場所　 2 階和室　費用　受講料500円　講師　太田和世氏
持物　動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、飲み物

短歌（入門編）

短歌初心者向けのやさしい入門講座です。実作と鑑賞を学びます。
日時　11月 9 日㊌10:00～12:00　場所　 2 階講義室　費用　受講料500円　講師　宮地瑛子氏
持物　筆記用具

健康太極拳

床ストレッチ、八段錦（気功法）足の運びに手をつけて練習します。
日時　11月10日㊍13:00～15:00　場所　 1 階展示室 2 ・ 3 　費用　受講料500円　講師　西代晃子氏
持物　動きやすい服装、マットまたはバスタオル、タオル、底が厚くないシューズ、飲み物

秋の季節を楽しむお菓子作り

秋が旬のリンゴと栗のお菓子作り。和洋菓子のどちらも学ぶことができ、初心者にもおすすめです。
日時　11月11日㊎10:00～12:00　場所　 2 階料理実習室　費用　受講料500円、材料費850円
講師　山田章子氏　持物　エプロン、タオル、持ち帰り容器

ヨガ＆骨盤ダイエット

ヨガで体をほぐし簡単なエクササイズで体を引き締めていきます。
日時　11月11日㊎13:00～15:00　場所　 2 階和室　費用　受講料500円　講師　大原祐美加氏
持物　動きやすい服装、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、飲み物

　「絵本と鳥の巣のふしぎ」～鳥の巣が教えてくれること～
　市立図書館では、子どもの読書活動を推進するため、絵本「ぼくの
鳥の巣絵日記」や「せんろはつづく」の著者鈴木まもる氏を招き、講
演会を開催します。絵本、自然、鳥の巣、絵本作り、子育てなどにつ
いて、絵や約20個もの鳥の巣を実際に見ながら、子どもから大人まで
分かりやすいお話を聞くことができます。
日時　11月20日㊐13:30～16:00　場所　市立図書館 2 階学習室
対象　どなたでも　定員　先着50人　費用　無料
申込　10月 5 日㊌10:00～11月11日㊎18:00までに
　　　次の二次元コードから申し込み
問合　市立図書館（℡62-6300）
※新型コロナの影響により変更・中止する場合があります。

【共通】
定員　12人（市内在住者優先）
申込・問合　10月 1 日㊏～ 9 日㊐（㊊休館）に電話で南部公民館（℡68-0834）か次の二次元コー
　　　ドから申し込み。受講の可否は郵送またはメールで通知します。
※障害があり介添人の同伴や手話通訳を希望する場合は事前に問い合わせてください。
※定員に満たない講座は市外の人も申し込み可。
※新型コロナの影響により変更・中止する場合があります。

講師紹介　鈴木まもる
画家／絵本作家／鳥の巣研究家
（著書）

「ぼくの鳥の巣絵日記」「ウミガメもの

がたり」「せんろはつづく　にほんいっ

しゅう」ほか

募集職種　事務職
募集人員　 1 人
任用期間　11月11日～令和 5 年 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）
休日　㊏㊐㊗、年末年始
勤務場所　保険年金課
給料　月額168,000円
通勤手当　市の規定に応じて支給
業務内容　後期高齢者医療保険の　
　　　内部事務、窓口業務など
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10月20日㊍
　　　の面接により選考
申込・問合　10月 3 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
　　　 1 階保険年金課（℡44-0328　　　　
　　　〒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。

●10月17日㊊～23日㊐は行政相談
週間
　総務省では、国や特殊法人など
の行っている仕事について、国民
の皆さんから苦情や意見・要望を
お聞きするための「行政相談」を
行っており、犬山市役所でも定例
相談を実施しています。相談は無
料で、秘密は守られます。
　「行政相談委員」とは総務大臣
から委嘱を受けている民間のボラ
ンティアで、皆さんの身近な相談
相手です。
日時　毎月第 4 ㊎10:00～15:00
※10月の相談日は28日㊎
場所　市役所　会議室
※新型コロナの影響により、中止
や場所を変更することがあります。
問合　企画広報課（℡44-0311）

期間　10月29日㊏13:30～15:30
問合　すいとぴあ江南　大広間
　　（江南市草井町西200番地）
※犬山駅から送迎バスあり
内容　レクリエーションを通じて　　　
　　　交流を図ります
対象　市内在住で身体障害者手帳
　　　を持っている人とその家族
費用　 1 人300円
申込・問合　10月11日㊋17:00ま
　　　でに電話で身体障害者福祉

　行政書士は官公署と住民のパイ
プ役です。農地法・建築許可・建
設業許可等に関することや、遺産
分割協議書・契約書等の作成に関
することでお困りのとき利用して
ください。相談は無料で、秘密は
守られます（予約不要）。
日時　毎月第 4 ㊌13:30～15:30
※10月の開催日は26日㊌
場所　市役所　会議室
※新型コロナの影響により中止や
場所を変更することがあります。
問合　愛知県行政書士会尾北支部
　　　事務局（℡0587-55-7812）

　市民健康館は新型コロナワクチ
ン接種会場として使用する可能性
があるため、次の期間、さら・さ
くらの湯を臨時休業します。
期間　10月の毎週㊏㊐
※変更となる場合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

●記念行事
　法の日週間記念行事として、吉
田沙保里氏による夢を持つことの
大切さと困難に立ち向かう強さを
テーマにしたトークショーが行わ
れます。
日時　11月20日㊐14:30～16:00
　　　（14:00開場）
場所　ｉ－ビル
　　　（一宮市栄 3 丁目1 番 2 号）
講師　オリンピック金メダリスト
　　　レスリング指導者
　　　吉田沙保里氏
問合　県弁護士会一宮支部
　　　（℡0586-72-8199）
※入場には整理券が必要です。整
理券の配布については、県弁護士
会のホームページ（https://www
.aiben.jp/）を見るか、県弁護士
会一宮支部まで問い合わせてくだ
さい。
●無料法律相談
日時　11月 8 日㊋13:30～16:30
場所　市役所 2 階204会議室
定員　先着 6 人
申込・問合　10月18日㊋から県弁
　　　護士会一宮支部（℡0586-
　　　72-8199　 9 :30～16:30㊏
　　　㊐㊗除く）へ

　　　協会（℡61-8008）（身体
　　　障害者活動センターふれん
　　　ど内）へ南部公民館　秋の 1 DAY講座

絵本作家　鈴木まもる氏講演会 生 活

催 し 募 集

相 談

市身体障害者
レクリエーションの
つどい参加者

行政書士無料相談

市フルタイム
会計年度任用職員

利用してください
行政相談

さら・さくらの湯
臨時休業

法の日週間記念行事
と無料法律相談会
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吉村　光司 一輪車　 2 台

伊藤　豊子 折り紙コマ　200個

●エコステーション（資源物の回収拠点）

●わん丸エコステーション（常設）

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

●10月に地域で行われる資源回収
［小中学校］
1 日㊏　楽田小学校PTA
　　　　（℡67-1005）
　　　　城東小学校PTA
　　　　（℡61-2501）
15日㊏　羽黒小学校PTA
　　　　（℡67-0046）
　　　　東小学校PTA
　　　　（℡67-5400）
29日㊏　今井小学校PTA
　　　　（℡61-2191）
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内　℡61-0667）
毎週㊋㊍（社福）まみずの里
　　　　きりり作業所
　　　　（℡62-4733）
第 2 ・ 4 ㊍ 9 :00～10:00
　　　　（雨天中止)
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦　℡61-2200)
3 日㊊　大本町
　　　　（鷲見　℡090-1093-1149)
20日㊍　七軒町町内会
　　　　（浅野　℡61-2495)
27日㊍～29日㊏　
　　　　白帝保育園保護者会
　　　　（℡62-6488）
22日㊏　練屋町組
　　　　（小島　℡090-9943-2925)
29日㊏　橋爪上子供会
　　　（長谷川 ℡080-2618-1230）
30日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸　℡62-4104)
［楽田地区］
第 2 ・ 4 ㊌　楽田東子ども未来園
　　　　保護者会（℡67-4446）

※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）

日時 10月 9 日㊐
9 :00～16:00

10月15日㊏
9 :00～12:00

10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。

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。

日時 10月 8 日㊏10:00～15:00

場所 市民文化会館

内容 家具・小物類・古本などの販売

その他

・一部抽選品あり。
※抽選申し込みは13:30まで、抽選は13:45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。
・購入品は各自15:00までに搬出してください。

※今月は産業振興祭での出店となりますのでご注意ください。

　浄化槽の維持管理は浄化槽法で
定められた所有者の義務です。
　浄化槽は、きちんと維持管理を
行うことで下水道と同程度の処理
性能を発揮しますが、維持管理を
怠ると悪臭等の原因になります。
定期的に次の作業を実施してくだ
さい。
●清掃（ 1年に 1回以上、全ばっ
気方式は 6か月に 1回以上）
　浄化槽内に蓄積した汚泥を引き
抜きます。市の許可を受けた次の
清掃業者へ委託してください。
・有限会社犬山衛生管理組合
　羽黒字井島 1 -59
　（℡54-2397）
・合資会社犬山衛生社
　天神町 5 丁目25
　（℡61-7888）
・株式会社東海ＳＵＮＫＥＹ
　中山町 2 丁目37
　（℡63-3711）
・サニター株式会社
　春日井市知多町 1 丁目46
　（℡32-7552）
・輪栄工業株式会社
　小牧市久保新町87
　（℡73-5210）
●保守点検（ 4か月に 1回以上、
全ばっ気方式は3か月に1回以上）
　浄化槽本体や付属機器の点検・
調整などを行います。愛知県の登
録を受けた保守点検業者へ委託し
てください。保守点検業者は県
ホームぺージの浄化槽の維持管理
ページから検索できます。
● 7条検査（浄化槽設置後 4～ 8
か月の間に 1回）・11条検査（ 1
年に 1回）
　浄化槽が適正に設置、使用され
ているかを調べます。
申込　（一社）愛知県浄化槽協会
　　　（℡052-481-7160）へ
問合　環境課（℡44-0344）

　「食品ロス」とは、期限切れや
食べ残し、使い切れなかったこと
により本来食べきれたにもかかわ
らず廃棄される食品のことです。
令和元年10月 1 日に「食品ロス削
減の推進に関する法律」が施行さ
れたことにより、毎年10月は「食
品ロス削減月間」、10月30日は
「食品ロス削減の日」と定められ
ています。
●フードドライブ
　フードドライブとは、家庭で
眠っている不要な食品を、フード
バンクを通して支援を必要とする
人たちに無償で届ける活動です。
　国内の「食品ロス」は年間約
522万tで、国民 1 人当たり茶碗 1
杯分のご飯を毎日捨てていること
になります。
　必要としている人へ食品を寄付
することで、食品ロスを減らしま
しょう。
期間・場所
　①10月 3 日㊊～21日㊎
　　 8 :30～17:15（㊏㊐㊗除く）
　　市役所 3 階環境課
　②10月23日㊐ 9 :00～12:00
　　市役所 1 階正面玄関近く
※令和 5 年 1 月も実施予定です。
寄付できる食品
　米（事前に虫の確認をお願いし
ます）、缶詰、インスタント食品、
レトルト食品、乾物、菓子類、調
味料、飲料
※アルコール飲料、肉類・魚類・
野菜等生鮮食品は除く
寄付できる食品の条件　
・賞味期限が明記されていて令和
　 4 年11月30日より先のもの（米、
　砂糖、塩は除く）
・包装や外装が破損していないも
　の
・未開封のもの
問合　環境課（℡44-0344）

●市（犬山西児童センター）へ　　　　　　　
　　　　　　　　　　（敬称略）

●市（羽黒子ども未来園）へ　　　　　　　

　自分の家族と暮らせない子ども
たちのために、里親になりません
か。
　里親とは、さまざまな事情に
よって自分の家庭で暮らせなく
なった子どもたちを、自分の家庭
に迎え入れて、温かい愛情と理解
を持って養育する人のことです。
愛知県では、里親になる人を募集
しています。
問合　一宮児童相談センター
　　　（℡0586-45-1558）

　令和 6 年度からの犬山市障害者
基本計画・障害福祉計画・障害児
福祉計画策定にあたり、障害者の
生活実態やサービスの利用状況、
市民の障害への認識などを把握す
るためのアンケート調査を行いま
す。　　
調査期間　10月 3 日㊊～21日㊎
対象　・障害者手帳所持者
　　　・障害児通所支援利用者
　　　・障害者手帳所持者以外の
　　　　市民1,000人（無作為抽　
　　　　出)
問合　福祉課障害者担当
　　　（℡44-0321）

アンケート調査に
協力を

ごみ・リサイクル　10月分生 活
浄化槽の維持管理を
適切に

善意ありがとう
ございます

10月は「里親月間」
（里親を求める
　運動）です

食品ロス削減のため
フードドライブに
協力を
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日時 内容 託児

①10月27日㊍　
　10:30～11:30

「発達を知る」
～「おんなじ」「いっしょ」が大好き～
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

②11月 2 日㊌　
　10:30～11:30

親子で楽しむ歌とリトミック
講師　tempo・kids音楽教室主宰　　　　
　　　柴山朋子氏

親子
参加

③11月10日㊍　
　10:30～11:30

子どもの心を読み解く　心色リーディング
講師　心色空間Ajnaアーニャ主宰
　　　ふじわらまりこ氏

あり

④11月16日㊌　
　10:30～11:30

ママの体を労わろう
ストレッチと乳がんのセルフチェック
講師　中北薬品管理栄養部
　　　管理栄養士　西尾佳七子氏　　　

あり

⑤12月 2 日㊎　
　10:30～11:30

楽しく遊んで運動能力アップ！
～頭と体をつなげる運動あそび～
講師　ペンタゴンスポーツ企画代表　　　
　　　原克臣氏

親子
参加

　児童手当（ 6 月分～ 9 月分）を
10月 7 日㊎に振り込み予定です。
受給者の人は通帳にて支給金額の
確認をお願いします。なお、次回

の定期支払いは、令和 5 年 2 月を
予定しています。
※児童手当・特例給付の全部か一
部の支給を受けずに、子育て支援

に活かして欲しいという人は、簡
単な手続きで市に寄附することが
できます。
問合　子ども未来課(℡44-0323）

　障害年金は、先天的な障がいや
病気、けがのために生活や仕事な
どが制限されるようになった場合
に支給される年金です。
　障害基礎年金の相談は市役所 1
階保険年金課で行っています。
　相談の際は、窓口で聞き取りを
行うため時間に余裕をもって来て
ください。
対象　次の①～③のすべてを満た
　　　している人
①初診日時点の要件
　初診日（原因となる病気やけが
　で初めて医療機関にかかった日）
　において次のいずれかに該当し
　ていたこと
　・20歳未満
　・国民年金被保険者
　・60～64歳で他の年金制度に
　　加入しておらず、過去に国民
　　年金の被保険者であった人
　　（老齢基礎年金の繰り上げ請
　　求をしていない人に限る）
※初診日が厚生年金や国民年金第
3 号に加入中の人は、最寄りの年
金事務所に相談してください。
②保険料納付の要件
　初診日の前日において次のいず
　れかに該当していたこと
　・初診日の前々月までの直近 1
　　年間に保険料未納期間がない
　・初診日の前々月までの被保険
　　者期間のうち、保険料納付済
　　期間、免除・納付猶予等の合
　　算期間が 3 分の 2 以上である
※初診日が20歳前のときは所得制
限があります。
③障害程度の要件
　次のいずれかに該当すること
　・障害認定日（初診日から 1 年
　　 6 か月を経過した日または、

　犬山市ウォーキングアプリ「て
くてく」内のイベント『てくてく
歩数UP ！チャレンジ』を達成し
た人の中から、抽選で30人に景品
が当たります。

期間　10月1日㊏～31日㊊
対象　期間中に20万歩歩くか、 9
　 　 　 月と比べて歩いた歩数が
　　　 1.7倍に増加した市民また
　　　は市内在勤の人
※イベントについて詳しくはアプ
リ内の「お知らせ一覧」を見てく
ださい。
申込　期間内にアプリの通知から
　　　電子申請で申し込み
景品受け渡し期間・場所
　　　11月16日㊌～30日㊌
　　　市民健康館（ 8 :30～17:15
　　　㊏㊐㊗を除く）

　季節の花や野鳥を見ながら、尾
張冨士の林道を歩いてみませんか。
　健康づくり推進員が引率します。
日時　10月12日㊌
　　　10:00から約 1 時間
集合　尾張冨士大宮浅間神社
　　　駐車場
場所　尾張冨士コース
費用　無料
持物　飲み物
問合　市民健康館（℡63-3800）
※当日 8 :30時点で雨天の場合は
中止します。
※発熱や風邪症状のある人は参加
を控えてください。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。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

※抽選結果は11月上旬に発表
※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。
※アプリのダウンロードは次の二
次元コードから
【iPhone】

【Android】
※ て く て く の 利 用 に は 、 ま ず
GoogleFitの設定が必要となりま
す。

問合　市民健康館（℡63-3800）

　　それ以前に症状が固定した日）
　　において、法令の定める障害
　　等級 1 級または 2 級に該当し
　　ている
　・障害認定日以後、65歳になる
　　前日までに状態が悪化し、障
　　害等級 1 級または 2 級に該当　
　　する程度になっている。
※障害等級は、障害者手帳の等級
とは別の基準です。
問合　保険年金課（℡44-0328）

GoogleFit てくてく

　初心者の人でも無理なくできる
体操です。
●ゆったりストレッチ体操
日時　①10月13日㊍
　　　②10月27日㊍
　　　両日とも10:00～11:30
場所　①南部公民館 2 階和室
　　　②市民健康館 2 階201研修　
　　　室
内容　音楽に合わせ全身を使った
　　　ストレッチ体操
講師　愛知県健康づくりリーダー
費用　300円
持物　飲み物、健康手帳、マット　
　　　かバスタオル
●らくらく体操
日時　①10月14日㊎
　　　②10月26日㊌
　　　両日とも10:00～11:00
場所　①南部公民館会議室 1
　　　②市民健康館201研修室
内容　椅子に座って行う「肩こり、
　　　腰痛、膝痛」予防の体操な　
　　　ど
講師　健康づくり推進員
費用　100円
持物　飲み物、健康手帳
【共通】
対象　どなたでも
申込　不要
問合　市民健康館（℡63-3800）
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

「 0・1・2 歳児を持つ親の勉強部屋」
第 4 期受講生募集

　「楽しく子育てしたいけれど、どのようにするとよいのかな」「子ど
もへの関わり方は、今のままでいいのかな」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うことで、
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。子育て仲間の輪も広がります。

場所　東児童センターさんにぃれ
対象　 2 歳以上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
込み時に知らせてください。
※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　10月 4 日㊋～ 8 日㊏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）か次の二次元コードから申し込み
※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。

生 活

健 康

子 育 て

障害基礎年金を
知っていますか

10 月は「てくてく」
ウォーキング月間

ちょこっと歩こう
犬山 IN 尾張冨士

10月の健康体操

児童手当
10月定期支払いの
お知らせ
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お子さんの年齢 講座名 日時 内容

3 ～ 5 か月 すくすくタイム 10月12日㊌10:30～11:30 あやし遊び・絵本

6 か月～ 1 歳未満 さくらっこ　ひよこ 10月14日㊎10:30～11:30 親子ふれあい

1 歳～ 1 歳 6 か月 さくらっこ　あひる 10月21日㊎10:30～11:30 親子ふれあい遊び

1 歳 7 か月～ さくらっこ　こねこ 10月28日㊎10:30～11:30 戸外遊び

今年 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 10月20日㊍10:30～11:30 英語で遊ぼう・絵本

0 ～ 3 歳の多胎児（多胎児の妊婦を含む） にこにこタイム 10月26日㊌10:30～11:30 親子遊び・情報交換

★児童センター
　18歳未満の子どもが自由に遊べる施設です。市内に 6 か所あります。
　開館時間　毎週㊊～㊏ 9 :00～18:00（㊐㊗年末年始を除く）
　　　　　　※東児童センターさんにぃれは㊋㊗と㊐の午後、年末年始が休館
●子育て広場「ぽんぽこ」（乳幼児とその保護者向け）ふれあい遊びや体操、育児情報などを提供します。
　日時　㊊～㊎10:00～15:00　（㊗、年末年始除く）　場所　犬山南、犬山西、城東、羽黒、楽田の 5 つの児童センター
●パパもあそぼう（乳幼児とその保護者向け）子どもとお父さんが楽しく関われる遊びを提供します。
　日時　10月15日㊏10:30～11:30　場所　犬山西児童センター

　青少年が優れた本を読み、心の糧にすることは、創造力、社会性を養うとともに、豊かな人間性を培ううえ
で大きな役割を果たします。愛知県ではこれを推進するため「青少年によい本をすすめる県民運動」を展開し、
10月をその強調月間としています。推薦図書を読んだ感想文や感想画をはがきに書いて送ると、選考により全
国共通図書カードまたは児童図書が贈られます。下の表は推薦図書の一部です。

※すべての推薦図書など詳しくは次の二次元コードまたは愛知県ホームページを見てください。
申込　11月 4 日㊎（必着）までに、はがきの差出人欄に住所、氏名、学校名、学年または職業、年
　　　齢を、裏面に作品名と感想文または感想画を書き、「読書感想文・感想画」係（〒460-8501
　　　愛知県庁内　愛知県青少年育成県民会議事務局）へ
問合　市立図書館（℡62-6300）

第61回青少年によい本をすすめる県民運動
「育てよう　豊かな心　読書から」～10月は強調月間～

対象 作品名 著者名 出版社

幼児向け
パンどろぼう 柴田ケイコ/作 KADOKAWA
ねこはるすばん 町田尚子/作 ほるぷ出版
ふらいぱんじいさん 神沢利子/作　堀内誠一/絵 あかね書房

小学校
低学年向け

すてきなひとりぼっち なかがわちひろ/作 のら書店
とどけ、サルハシ！ 葦原かも/作　石川えりこ/絵 小峰書店
しらすどん 最勝寺朋子/作・絵 岩崎書店

小学校
中学年向け

サイコーの通知表 工藤純子/作 講談社

登り続ける、ということ。
　山を登る　学校を建てる　災害とたたかう 野口健/著 学研プラス

トラブル旅行者（トラベル）
　砂漠のフルーツ狩りツアー

廣島玲子/文
コマツシンヤ/絵 金の星社

小学校
高学年向け

二平方メートルの世界で 前田海音/文　
はた　こうしろう/絵 小学館

ぼくたちの緑の星 小手鞠るい/作　片山若子/絵 童心社

知ってる？LGBTの友だち
　マンガレインボーKids

手丸かのこ/マンガ
金子由美子/解説・監修 子どもの未来社

中学生・
高校生向け

海をわたった母子手帳 中村安秀/著 旬報社
エレジーは流れない 三浦しをん/著 双葉社
ドリーム・プロジェクト 濱野京子/著 PHP研究所

青年向け
お探し物は図書室まで 青山美智子/著　 ポプラ社
桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか？ 高橋創・井上マサキ/著 ダイヤモンド社

　私立高等学校、高等専門学校な
どに通う生徒の保護者負担を軽減
するため、授業料の補助を行いま
す。
対象　次の①②③の全ての条件に
　　　該当する保護者
①10月 1 日時点で、私立高等学校　
　の全日制か定時制課程、高等専

　門学校、専修学校高等課程に在　
　学している生徒の保護者である
②10月 1 日時点で、生徒の保護者　
　（授業料負担者）の住所が市内
　である
③愛知県が実施する授業料補助金
　の所得基準の甲または乙に該当
　している
補助額　 2 万円
※実際に納入する授業料が補助額
よりも少ない場合は納入額が限度

申込・問合　10月31日㊊までに申
　　　請書を市役所 3 階学校教育　　
　　　課（℡44-0350）へ
※申請書は学校教育課、各出張所
で配布しています。次の二次元コ
ードまたは市ホーム
ページ   ページ番号
1000891　でもダウン
ロードできます。
問合　学校教育課（℡44-0350）

私立高等学校等
授業料補助

　子どもと遊ぶ、子どもと学ぶ、子育てについて相談する。各施設で実施している子育て支援事業を紹介します。
新型コロナの影響により、行事を中止・変更する場合は市ホームページやセンターだよりなどでお知らせします。

★子育て支援センターさら・さくらつどいの広場
　市内に 3 か所あり、おおむね 0 ～ 3 歳までのお子さんとその保護者が
一緒に遊べる場所を提供しています。子育てに関する相談もできます。

●子育て支援コーディネート「ぷらっと」（℡070-1277-2726）（東児童センター内）
　子育ての相談・援助などを行います。　日時　㊊、㊌～㊎10:00～13:00　
●子ども未来課　市役所 1 階（℡44-0324）子育て情報を提供します。
●子ども未来センター（要予約）（℡61-1295）（保健センター 1 階）　対象　 3 歳児～中学生
　お子さんの精神発達に関する心配事や、子育ての悩みごとについて専門家に相談ができます。
　日時　10月14日㊎・25日㊋　　① 9 :15～　②10:45～　③13:00～　④14:30～
●家庭児童相談室（℡62－4300）（保健センター 2 階）　日時　毎日（㊏㊐㊗除く） 9 :00～17:00
●すくすく❣いぬまる（℡44-0359）（保健センター内）　日時　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Eメール　sukusukuinumaru@city.inuyama.lg.jp（名前、電話番号を記載してください）

★子育て講座（対象：子育て中のママ）
　子育てに関する知識や遊び体験など育児に役立つ講座を実施します。
　場所　東児童センターさんにぃれ
　申込・問合　10月 4 日㊋から開催前日までにさら・さくら　つどいの広場（℡63-3817　 9 :30～15:30）へ

●犬山市子育て支援センター
（東児童センターさんにぃれ内）
日時　毎週㊌～㊊10:00～16:00
※㊐は正午まで
問合　℡66-5700

●橋爪子育て支援センター
　（橋爪子ども未来園内）
日時　毎週㊊～㊎10:00～15:00
問合　℡61-7533

●さら・さくら　つどいの広場
　（市民健康館内）
日時　毎週㊋～㊏10:00～15:00
※市民健康館の休館日は除く
問合　℡63-3817

10月の子育て情報子 育 て

子どもと遊ぶ

子どもと学ぶ

子育てについて相談する

児童センターについて
詳しくはこちら▶

子育て講座について
詳しくはこちら▶

「ぷらっと」への
相談予約はこちら▶

子育て支援センターについて
詳しくはこちら▶
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●産業振興補助金
  　

　積極的に事業を展開しようとする市内の中小企業者を①～
④のとおり応援します。
①人材育成事業　従業員が受講する研修や資格取得の経費を補助
　（ 1 人あたり 2 万円まで）
②展示会出展事業　展示会等への出展費用を補助
　（ 1 回あたり20万円まで）
③雇用支援事業　就職説明会への参加料を補助
　（ 1 回あたり10万円まで）
④ 1 年以上市民を常用雇用して 1 人あたり 5 万円まで補助
対象　③④は小規模企業者限定
補助金額　自己負担相当額の 2 分の 1 の額（上限を超える場合
　　　それぞれの上限の金額まで）
※ 1 事業者あたり年度中合計40万円まで申請可能
※上記以外に条件があるため市ホームページを見てください。

●事業承継　個別相談（要予約）
　
　市内経営者・後継者の皆様の事業承継に関するさまざまな
悩みに専門家が対応します。
日時　毎月第 4 ㊍（ 2 月は第 3 ㊍）
※各日 9 :30～10:30と11:00～12:00の 2 部制
場所　市役所 2 階相談室 2 　対象　市内の経営者または後継者
申込　相談希望日の 1 週間前までに申込書をファックスかメール
　　　で産業課（Fax44-0367 040900@city.inuyama.lg.jp）へ
※詳しくは市ホームページを見てください｡

●働き方改革全般・各種助成金相談窓口（要予約）

　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
申込　相談希望日の 1 週間前までに産業課へ

　令和 5 年度に小学校に入学する
子どもがいる家庭で、経済的な理
由により入学にかかる費用の負担
で困っている保護者に、就学援助
費として新入学準備金を入学前に
支給します。
※所得等の審査があります。
申込・問合　11月30日㊌までに申
　　　請書を市役所 3 階学校教育
　　　課（℡44-0350）へ
※申請書は学校教育課、各出張所
で配布しています。次の二次元コ
ードまたは市ホーム
ページ   ページ番号
1006216　からもダウ
ンロードできます。

　秋の火災予防運動の一環として、
消防職員とともに火の用心の声掛
けや火災予防のチラシ配布を行う
「ちびっこ一日消防署長」を募集
します。活動の後には、はしご車
の搭乗体験や消防車の放水体験も
あります。
日時　11月12日㊏ 9 :00～12:00
場所　犬山城下町、消防署
定員　男児 5 人、女児 5 人
※申込者多数の場合は未経験者を
優先。それ以外の場合は抽選とし、
結果は後日お知らせ。
対象　次の①～④を満たす人
　　　①市内在住
　　　②身長110～130cm程度
　　　③小学 3 年生まで
　　　④付き添いの保護者が、イ
　　　　ベント中の様子をSNS等
　　　　に掲載できること
費用　無料
持物　襟付き白地シャツ、歩きや
　　　すい靴、飲み物
申込・問合　10月 1 日㊏～16日㊐
　　　に件名を「ちびっこ一日消
　　　防署長申込」としたメール
　　　に①住所②氏名③性別④年
　　　齢⑤身長⑥体重⑦電話番号
　　　を記載し消防本部予防課
　　　 (℡65-3123  060200@city.　
　　　inuyama.lg.jp）へ
※Ｅメールを利用できない人は、
電話での申し込みも可

　シルバー人材センターでは10月
17日㊊よりシルバー会員を講師と
した各種教室を始めます。

※費用は問い合わせてください。
場所　シルバー城下町プラザ１階
　　　和室または 2 階
申込・問合　シルバー人材センタ
　　　ー（℡62-8505）

　さまざまな国の文化やゲームな
どにふれ、秋の一日を楽しみませ
んか。
日時　10月15日㊏13:00～　
　　　　　16日㊐14:00　　
場所　野外活動センター
対象　小中学生　定員　20人
費用　2,500円（食事代、材料代、
　　　保険代など）
※持ち物などは申し込みの際に直
接伝えます。
申込・問合　次の二次元コードか
　　　ら参加申し込みフォームを
　　　入力し送信するか、NPO法
　　　人シェイクハンズ（℡090-
　　　　　　9940-2939　
　　　Fax48-1533
　　　info@shake-
　　　hands.jp）へ
※新型コロナの影響により延期・
変更する場合があります。

　難聴高齢者の生活を支援するた
めに、補聴器の購入費用の一部を
助成します。申請方法など詳しく
は下記問い合わせ先に連絡するか
次の二次元コードま
たは市ホームページ
ページ番号1007598
を見てください。
対象　次の①②③すべてに該当す
　　　る人
　　　①65歳以上
　　　②世帯全員が住民税非課税
　　　③両耳の聴力レベルが30デ
　　　　シベル以上70デシベル未
　　　　満で、身体障害者手帳の
　　　　交付対象とならない
※購入後の申請はできません。
助成金額　購入費の 2 分の 1 の額
　　　（限度額20,000円）
申込・問合　申請書などを高齢者
　　　支援課（℡44-0325）へ

　秋に咲く山野草の盆景、石付け、
寄せ植え等約200点を展示します。
栽培や管理等の相談にも応じます。
日時　10月 1 日㊏ 9 :30～17:00
　　　　　 2 日㊐ 9 :00～16:00
場所　南部公民館 1 階展示室
問合　北原（℡090-1563-0601）

就学援助費
新入学準備金

ちびっこ
一日消防署長を募集

シルバー城下町プラザ
各種教室の案内

子ども多文化体験
ワールドキャンプ

申込・問合　産業課（℡44-0340）

　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　10月申請は16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、
介護保険証等）の場合は 2 点必要
問合　高齢者支援課（℡44-0325）

教室名 日時

ビーズや石を
使用したアク
セサリー教室

隔週㊋
10:00～11:00

クラフトバン
ド教室

隔週㊌
13:00～14:00

筆耕教室
隔週㊍
10:00～11:00

己書教室
隔週㊎
9 :30～11:30

◀︎
見
本

「市民のひろば」は
18ページへ続きます

　広報犬山 9 月15日号11ぺージに掲載
した10月15日開始の高齢者のインフル
エンザ予防接種の費用は無料となりま
す。生活保護世帯・市民税非課税世帯
の人の全額助成の事前手続きは不要と
なりました。
問合　保健センター（℡61-1176）

補聴器購入費を助成

高齢者インフルエンザ　予防接種費用無料

秋の山野草展示会

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。

事業者向け支援策

市ホームページ ページ番号1005386

市ホームページ ページ番号1008793

市ホームページ ページ番号1006831

子 育 て

高 齢 者

10月に
満85歳になる人へ
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日時　10月16日㊐11:00から
場所　愛北漁業協同組合
　　　 2 階会議室
※失効者講習も同時開催
申込・問合　愛北漁業協同組合
　　　（℡・Fax62-4710）へ
※不在の時は名前と連絡先を留守
番電話、またはファックスへ

　会員12人による作品展です。
日時　10月18日㊋～24日㊊
　　　 9 :00～16:30
　　　（初日は13:00から、最終　
　　　日は15:00まで）
場所　旧磯部家住宅
費用　無料
問合　相沢（℡090-7614-0761）

　 2 年ぶりにふれあい交流会を開
催します。
日時　10月22日㊏ 9 :30～11:30
　　　（受付 9 :00から）
場所　楽田ふれあいセンター
内容　免疫力を高めるお話、音楽
　　　鑑賞、脳トレなど
対象　どなたでも
費用　無料
問合　押谷（℡090-2134-8527）

　きもの着付けに興味のある人、
きもの着付けを学びませんか。見
学・体験に来てください。
日時　10月21日㊎
　　　11月 4 日㊎
　　　午前の部10:00～12:00
　　　午後の部13:00～15:00
場所　南部公民館 2 階和室
費用　無料
持物　腰ひも、伊

だ

達
て

じめ
申込・問合　山下（℡090-1753-
　　　3267）へ

日時　11月 5 日㊏13:30～15:00
　　　（13:00開場）
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 4 階フロイデホール
演題　尾張の戦国時代
講師　東京大学史料編纂所教授
　　　本郷和人氏
定員　先着150人
費用　無料
申込・問合　10月28日㊎（必着)　　
　　　までに往復はがきの往信面　
　　　の通信欄に氏名・住所・電
　　　話番号を、返信面の宛名欄
　　　に郵便番号・住所・氏名を
　　　記載して犬山城白帝文庫
　　　（℡62-4700　〒484-0082　　
　　　犬山北古券 8 ）へ
※手話通訳あり
※申し込みは、はがき 1 枚につ
き 1 人まで

　日本古来の竹の笛「篠笛」の音
色をお楽しみください。
日時　10月20日㊍13:30から
　　　（13:00開場）
場所　市民交流センターフロイデ
費用　無料
問合　神（℡080-6737-1652）

申込・問合　10月23日㊐までに①
　　　氏名②住所（大字・丁目ま
　　　で）③電話番号をEメール
　　　でミラマチ栗栖Cグループ
　　　（miramachi.cg@gmail
　　　.com）へ
※申し込み確認後、メールを返信
します。

　楽田地内には今なお多くの石造
物が残され、地域性や忘れられた
歴史を伝えています。楽田ゆかり
の先人を称える石碑を巡り、約
4.5kmを散策します。
日時　11月 6 日㊐ 9 :00～11:00
　　　(受付 8 :40から、少雨決行)
集合　楽田ふれあいセンター
　　　駐車場
費用　300円（資料代）
申込　不要（直接集合場所へ）
問合　楽田コミュニティ 松山
　　　（℡090-1746-1095）

小型船舶免許更新
講習会

第18回笑むの会
水彩画展

楽田地区
ふれあい交流会

きもの着付けクラブ
部員募集

犬山城・上廣
歴史文化フォーラム

犬山篠笛クラブ
まちかどコンサート

　栗栖の畑で育った野菜などの収
穫体験や栗栖産のお茶の試飲とお
茶づくりのデモンストレーション、
竹を使ったワークショップを楽し
めます。焼き芋などのお土産もあ
ります。
日時　10月29日㊏ 9 :00～12:00
場所　野縁公苑（栗栖字古屋敷）
※車は桃太郎公園駐車場に停めて
ください。
定員　40人
※付き添いの人は人数に含みませ
ん。
費用　1人2,000円

第 9 回楽田歴史散歩

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。

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課へ。11月15日号の締め切りは10月 4 日㊋、12月 1 日号の締め切りは10月19日㊌。

令和 4 年
ミラマチ栗栖
収穫体験祭
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売買・賃貸・管理

㈱中央不動産センター
売買無料査定、土地活用等、不動産の相談承ります！

〒484－0086 犬山市松本町3－1
TEL：（0568）65－0565

AM ９：３０ ～ PM 6：0０
Email / inuyama@apamanshop-fc.com 

定休日：なし

犬山店
全国1000店舗超、
盛況営業中！

規　格　 枠　縦 ㎜×横 ㎜
　　　　 枠合併枠　縦 ㎜×横 ㎜
掲載料　 枠 , 円（消費税および地方消費税含む）
　　　　 枠合併枠 , 円
　　　 （消費税および地方消費税含む）
※詳しくは市ホームページ ページ番号  を
見てください。
　　　　　　　　　　問合　企画広報課（℡ - ）

このスペースに広告を出しませんか 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 ピクセル×横 ピクセル
掲　 載　 料　　 枠 , 円
　　　　　　（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
※詳しくは市ホームページ ページ番号  を
見てください。
　　　　　　　　　　問合　企画広報課（℡ - ）

愛知県犬山市天神町1-8（犬山商工会議所会館4階） 要事前予約愛知県犬山市天神町1-8（犬山商工会議所会館4階）

石上げ祭
　 8 月 7 日、尾張冨士にて「石上げ祭」が行われ
ました。「石上げ祭」は尾張冨士と隣の本宮山との
「背比べ伝説」にちなんだ祭礼で、犬山市の無形民
俗文化財に指定されています。大小さまざまな石を
山頂へ担ぎ上げる献石は、新型コロナの影響により
この 2 年中止となっていましたが、今年 3 年ぶりに
再開となりました。当日の献石には約20組が参加し
たほか、個人や家族の参加者も多くみられました。

市内小学生が県消防学校に一日入校
　 8 月 9 日に市内の小学生19人が愛知県消防学校
に一日入校しました。この一日入校は消防学校で
訓練する放水や、救急訓練などを体験することが
でき、新型コロナウイルスの影響から今回 3 年ぶ
りの開催となりました。
　その後の記念写真では、規律訓練で習ったばか
りの敬礼を披露しながら撮影を行いました。
　未来の防火・防災の担い手育成につながる有意
義な時間となりました。

姉妹都市の小学生と交流
　 8 月 9 日から11日にかけて、「姉妹都市小学生交流
事業」が 3 年ぶりに開催されました。
　これは市の姉妹都市である宮崎県日南市の小学生
が犬山市を訪れ、犬山の小学生と宿泊しながら交流す
るという事業で、今回は日南市から 8 人、犬山市から
9 人の小学生が参加し 3 日間の交流を楽しみました。
　参加した犬山市の児童は、「楽しい思い出ができた。
また犬山に来て欲しい」と話していました。

ピアノコンクールで全国大会銅賞を受賞
　 8 月18日に東京で行われた「第46回ピティナ・
ピアノコンペティション」に連弾部門に出場した
堀米紅羽さんと虹羽さん姉妹が見事銅賞を受賞し、
山田市長にその結果を報告しました。
　お互いに全国大会の経験はあるものの、姉妹で
出場するのは今回が初めてだった紅羽さんと虹羽
さん。今回の活躍について尋ねたところ「全国大
会の舞台に立てたことと、結果が出せてうれし
い」と話してくれました。

▲犬山城の前で集合写真を撮る参加者たち ▲全国大会での活躍を市長に報告した堀米姉妹

▲石上げ唄に合わせて参道を上がる参加者 ▲学校で習った敬礼で記念撮影をした参加児童

※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。広告
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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

受付時間 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

10月 2 日㊐ 村上内科 62-2201 ふなびきクリニック 62-8811 石原歯科医院 0568-67-0909
10月 9 日㊐ みどり診療所 67-3311 くわばらクリニック 61-1118 大藪歯科医院 0587-93-8118

10月10日㊗ 木村内科 67-0008 山本皮フ科クリニック 62-6855 キャスターファミリー
歯科 0568-39-6020

10月16日㊐ 結ファミリークリニック 68-3311 カワムラ整形外科 67-1134 河合歯科医院 0568-61-1409

■休日（日曜・祝日）診療　

■犬山市の人口と世帯　（ 9 月 1 日現在）　

■休日小児診療　◯江南厚生病院内（こども救急診察室）℡0587-51-3333　

人口減少問題　
　人口減少は、環境問題のように、社
会への負荷が小さくなるものもありま
すが、地域コミュニティ、地域経済、都
市経営の観点では、持続性に大きく
影響します。人口の減少局面を変えら
れないとしても、減るスピードを鈍化
させることは、持続可能な都市経営に
つながります。
　定住促進は、住みやすく商売しやす
いまちとなるよう、複合的な取り組み
が必要です。これまで様々な施策を進
めましたが、依然として十分な成果が
得られておらず、この現状と真摯に向
き合うことが重要です。今後の検証
のためにも、これまでの取り組みをま
とめました。

取り組みの視点　
　選ばれる環境づくり（①～④）、家
が建てやすくなる条件整備（⑤）、良
さが伝わる情報発信（⑥）の 3 つの

視点から、具体策として次の取り組み
を進めています。

①子どもへの徹底した支援　
　子ども医療費の無料化拡充、第三
子以降の保育料（ 3 歳未満）や給食
費（幼保小中）などの無料化導入、不
妊治療助成充実など、子育て支援策
は県内最高水準に引き上げました。ま
た、学校のトイレ改修やエアコン整備
など学習環境向上や、読解力向上を
軸にした犬山らしい教育施策を推進
しています。

②生活の利便や質の向上　
　わん丸君バスの運行日数増加や空
白地への対応強化による利便性向上、
市役所手続きのワンストップ化・オン
ライン化・簡素化・キャッシュレス化な
ど積極的なサービス改革による満足
度向上、全国でトップレベルに安い水
道の維持推進などに取り組みました。

③安全・安心の向上　
　ため池の防災・減災対策、冠水地域
への対策推進、老朽インフラの計画
的改修、地域や家庭の防災対策への
支援拡充、防犯カメラの計画的設置
や家庭の防犯対策への補助制度創
設など、災害に強く犯罪の少ないまち
づくりを推進しました。
　また、救急車の 4 台運用体制の確
立や消防職員増員、介護施設の受け

皿充実や在宅介護支援の強化、新型
コロナへの迅速対応など、緊急時、老
後、非常時の対応強化を図りました。

④産業の振興　
　産業集積誘導エリアへの企業誘致

（ 6 社）、既存事業所の事業拡大支援
（ 4 社）、商業店舗の立地促進、幹線
道路沿線の商業立地の規制緩和、中
小企業の設備投資補助充実や相談
支援体制の強化、新規就農支援強化
や農業者への設備投資補助創設、耕
作放棄地やイノシシへの対策強化な
ど、産業振興に努めました。

⑤住宅立地の促進　
　市街化区域内未利用地の活用推
進、調整区域での住宅立地規制緩和

（栗栖・今井・塔野地・富岡）、移住・定
住補助制度の充実、空き家バンクの
活用支援推進、狭あい道路や宅地開
発への補助制度創設などを進め、待
ちから攻めの姿勢に転換しました。ま
た、新しい都市計画マスタープランで
市街地拡大の検討を進めています。

⑥市内外への情報発信　
　SNSや動画など、多様な広報媒体
による市内外への発信強化、専門人
材の活用による見せ方・伝え方の工
夫など、シティプロモーションを強化
推進しました。

◯昼間診療　犬山市休日急病診療所（内科・外科）℡0568-62-8100　※電話で予約のうえ来所してください。
　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

　㊏㊐㊗　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。

人口 72,875人（－388人）
男 　36,188人（－194人）
女 　36,687人（－194人）

世帯 　31,729世帯（＋167世帯）

定住促進への取り組み

※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。

（　　）は前年同月との比較

■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

■各種相談コーナー（無料）
内容 日時 場所 その他

市民 平日 8 :30～17:00 市役所 1 階市民相談室 ㊌㊎ 8 :30～16:00は手話通訳可
㊌㊍㊎相談員は女性

行政 10月28日㊎10:00～15:00 市役所　会議室 当日先着順
登記 10月12日㊌13:00～15:00 市役所　会議室 当日先着順

不動産・空き地・空き家 10月18日㊋13:00～16:00 市役所　会議室 当日先着順
行政書士 10月26日㊌13:30～15:30 市役所　会議室 当日先着順

住宅（要予約） ㊊～㊎（㊗・年末年始除く）
（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 10月12日㊌13:00～16:00 南部公民館会議室 3 ―

年金
毎週㊋・㊎（㊗除く）
 9 :30～16:30
（12:00～13:00は休憩）

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）

11月24日㊍10:00～15:00
（12:00～13:00は休憩、 1 人
30分間、奇数月のみ開催）

市役所　会議室
予約は11月14日㊊～18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） 10月21日㊎13:00～16:00 市役所 3 階301会議室 予約は市役所 3 階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 10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）

①10月 4 日㊋10:00～16:00
②10月27日㊍13:00～16:00

①ハローワーク犬山
②市役所 2 階相談室②

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（要予約） ㊊～㊏ 9 :00～17:00 フロイデ 1 階協働プラザ
「わんまるーむ」(℡48-1221) ―

ふくし総合相談 平日 8 :30～17:15 市役所 1 階福祉課(℡44-0319) ―
生活困窮者相談 平日 8 :30～17:15 福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

11月10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10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 10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 10月 3 日㊊・17日㊊
10:00～12:00

フロイデ 1 階
協働プラザ交流スペース ―

身体障害者当事者
による相談 10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

10月17日㊊・31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
第 1 ・ 3 ㊋17:00～19:00
第 2 ・ 4 ㊐ 9 :00～12:00

㊊㊋㊌㊐は市役所 2 階相談室②
㊏は勤労青少年ホーム 2 階

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㊐は先着 3 人）

青少年の悩み相談 平日 9 :00～17:00
10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（℡44-0318)

10月 4 日㊋・18日㊋17:15～
19:00は市役所 1 階市民相談室
左記時間外は留守電対応

児童生徒の不登校相談室 平日 9 :00～17:00
フロイデ 1 階適応指導教室
ゆう・ゆう（℡63-0502、 
℡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ダイヤル「189」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 10月14日㊎・28日㊎13:00～16:30 市役所 1 階相談室 ―

中国語　外国人 10月28日㊎13:00～16:30 市役所 1 階相談室 ―
税理士による税務相談

（要予約）
11月10日㊍13:00～16:00
※キャンセルが出た場合のみ受付 市役所 2 階相談室② 予約は直接または電話で市役所

1 階税務課（℡44-0315）へ
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いつもステキな笑顔を
ありがとう。

みんなの宝物だよ。

1歳になる記念に赤ちゃんの写真をのせませんか

お兄ちゃんとお姉ちゃんと
いっぱい笑って
過ごそうね！

いっちゃんお誕生日
おめでとう！

一歳もたくさん笑って過ごそうね

いつも笑顔で
元気いっぱい育ってね !!

令和 3年 ８月生まれ 令和 3年 ８月生まれ 令和 3年 ８月生まれ 令和 3年 ８月生まれ

応募はこちら

陽
ひなた

向ちゃん 早
さ き

紀ちゃん 一
いち

花
か

ちゃん 夕
ゆ う と

海仁ちゃん

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　10月20日㊍
次回掲載予定　令和 4 年12月 1 日号　　対象　令和 3 年 9 月・令和 3 年10月生まれの赤ちゃん

（一社）犬山祭保存会

　私は、車山のある町内に嫁いで

初めて「犬山祭」を知りました。

　祭当日、車山に代々引き継がれ

た総刺繡の幕や提灯をつけ、煌
きら

び

やかな衣装をまとった子供達の奏

でるお囃
は や し

子が響き渡り、「てこ」

さんの迫力ある掛け声から 8 メー

トルを越す高さのある豪華な車山

がギシギシと音を立てて動いてい

く景色は何十年たった今でも感動

を覚えます。

　毎年、犬山祭の魅力にどんどん

引き込まれていきました。

　そんな時に「からくり人形」に

携わる仕事があるということで

応募させていただき、現在文化

史料館南館（IMASEN犬山からく

りミュージアム玉屋庄兵衛工房）

で、からくり実演などの仕事をし

ております。

　初めてからくり人形を動かした

時は、ワクワクした気持ちとは裏

腹にとても緊張しました。からく

り人形は、とても繊細に出来てい

るからです。

　操作が難しくて何回も何回も教

えてもらい、練習の成果もあり、

ようやく入館者の前で動かせるよ

うになりました。からくりの歴史

や、犬山祭の事を熟知している方

に沢山お会いしてお話を聞くのが

楽しいです。これからも犬山祭の

事、からくりの事をもっと勉強し

て沢山の方に広めていきたいで

す。

　是非、IMASEN犬山からくり

ミュージアムに遊びに来てくださ

い。

犬山祭の魅力に魅せられて
（一社）犬山祭保存会事務局

吉野　麻美子


