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　共助の中心となる「自主防
災組織」の設立や、町内会や
自主防災組織で備える防災備
品等※1の購入を補助します。
また、マンションのエレベー
ターでは、台風や地震による
停電により、閉じ込められる
可能性があるため、市ではエレベーター内への「防災椅子」※2

の購入、設置を推進しています。

風水害への備え
激甚化する豪雨災害

補助事業の活用を！

自主防災活動支援補助金
交付事業（団体）

防災用倉庫設置補助事業
（団体）

雨水貯留浸透施設（個人）・浸
水防止施設（個人・法人）設置
費補助事業

地域の活動紹介

　近年、ゲリラ豪雨の頻発や線状降水帯の発生、台風の大型化などによ
り全国的に豪雨災害が増えています。激甚化する風水害への備えは、重
要性が増しており、大規模災害時には特に、自分自身で備える『自助』
や、近隣や地域で助け合う『共助』が大切になります。「今」準備を始
めましょう。

　地域防災力向上のため、市ではさまざまな補助事業を展開しています。町内会や自主防災
組織単位で活用できるもの以外にも、個人でも活用できる事業もあります。
　これからの風水害への備えにもなりますので、ぜひ活用してください。

　丸山地区では、令和4年に地区独自の『防災ハンドブック』を作成
しました。「地震」「風水害」「土砂災害」それぞれの災害におけ
る防災対策や、普段からの備蓄、火災対策、地域のコミュニティに
おける重要性などを幅広く掲載しています。また丸山地区に特化し
たハザードマップや避難先も掲載されており、地区住民にとっては
非常に有用なハンドブックとなっております。
　このような取り組みは地域住民の啓発にもなり、地域防災力の向
上に繋がるため、各地域でも積極的に取り組みましょう。

　対象要件や補助上限など、詳しくは市ホームページ ページ番号
1007147 か次の二次元コードを確認してください。他にも
「家具等転倒防止器具取付事業」や「感震ブレーカー設置
費補助事業」、「防災人材育成補助事業」等、地震への備
えとして役立つ補助事業もあり
ますので、活用してください。

　突然の風水害による浸水な
どの被害を軽減し、住宅を守
るための施設の一部を補助す
る制度がありますので、ぜひ
活用してください。

　明治薫る屋敷での落語会、第7
弾。生のお囃

は や し

子でお届けします。
日時　7月10日㊐
　　 （13:30開場、14:00開演）
場所　木之下城伝承館・堀部邸
出演　桂九雀
　　　雪乃美玲（歌、笛）
　　　岡野鏡（お囃子）
費用　予約2,500円、当日3,000円
※当日支払いとなります。
申込・ 問合　 7月 9日㊏までに青

塚古墳ガイダンス施設（℡
68-2272㊊休館）へ

　今年度公民館講座の新たな展開として、障害者の生涯学習支援を行
います。一緒に講座を受講し、作品を作りませんか。
期間　8月21日㊐、9月4日㊐、11日㊐、18日㊐、10月2日㊐、16日㊐、
　　　11月6日㊐、20日㊐、12月4日㊐、17日㊏
※各回10:00～11:30
※12月17日㊏、18日㊐展示会　18日㊐午後に交流会を予定
場所　南部公民館2階　料理実習室・講義室
内容　全10回講座
※詳しくは市ホームページ ページ番号1007841 を見てください。
講師　名古屋芸術大学　テキスタイル工房技術員　山下眞実氏
対象　18歳以上の市内在住・在勤の人
定員　6人(応募多数の場合は抽選)
費用　1人3,000円（材料費込）
申込・ 問合　6月22日㊌～25日㊏に南部公民館へ電話(℡68-0834　9:00

～17:00㊊休館)または次の二次元コードから申し込み
※新型コロナの影響により、変更・中止する場合があります。

申込・ 問合　自衛隊愛知地方協力本部　小牧分駐所（℡73-2190）へ
※詳しくは自衛隊愛知地方協力本部ホームページ（https://www.mod.go.jp/pco/aichi/）を見てください。

雨水貯留浸透施設
の詳細はこちら

防災に関する補助事業一覧はこちら▲

浸水防止施設
の詳細はこちら

詳しくは広報犬山4月15日号
10ページに掲載しています。

　災害に対処するため、町内
会等において防災用倉庫を設
置する事業に対して補助を行
います。地域で共有する備蓄
品を保管し、いざという時に
備えましょう。

▶ 2015年鬼怒川決壊の様子

▲ 丸山地区　防災ハンドブック

市役所本庁舎の防災椅子 ▶

問合　防災交通課（℡44-0346）

問合　防災交通課（℡44-0346）
問合　土木管理課
　　　（℡44-0334）

※1　 非常食（アルファ米、ビスケット）、
水、救急セット、テント、乾電池、担
架　等

※2　 エレベーター内で明かり・水・トイレ
の確保ができる防災備品。平常時には、
椅子として利用可能。

堀部邸　猪之子座
上方落語　九雀亭

みんなでつくる染め物ワークショップ

自衛官採用案内

採用種目 応募資格 受付期間 採用時期

海上・航空自衛隊
航空学生

日本国籍を有し、令和 5 年 4 月 1 日
現在、海上自衛隊は 18 歳以上 23 歳
未満の人、航空自衛隊は 18 歳以上
21 歳未満の人で、高校等卒業者（令
和 5 年 3 月に卒業見込みを含む）

7 月 1 日㊎
　～ 9 月 8 日㊍（必着） 令和 5 年 3 月下旬

～ 4 月上旬

自衛隊一般曹
候補生

日本国籍を有し、令和 5 年 4 月 1 日
現在、18 歳以上 33 歳未満の人

7 月 1 日㊎
　～ 9 月 5 日㊊（必着）

自衛官候補生

日本国籍を有し、採用予定月の 1 日
現在、18 歳以上 33 歳未満の人
※ 32 歳の人は、令和 5 年 4 月 1 日
から起算して 3 月に達する日の翌月
の末日現在、33 歳に達しない人

通年

8 月 下 旬、9 月 下
旬、11 月 下 旬、
令和 5 年 3 月下旬
～ 4 月上旬

防衛大学校学生
（一般採用試験）

日本国籍を有し、高校等卒業者（見
込み含む）18 歳以上 21 歳未満の人

（平成 14 年 4 月 2 日～平成 17 年 4
月 1 日に生まれた人）

7 月 1 日㊎
　～ 10 月 26 日㊌（必着）

令和 5 年 4 月上旬

防衛医科大学校
医学教育部
医学科学生

7 月 1 日㊎
　～ 10 月 12 日㊌（必着）

防衛医科大学校
医学教育部
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

7 月 1 日㊎
　～ 10 月 5 日㊌（必着）
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「クッキー作り」
　ドイツのクッキーを作るイベントです。①はヘーゼルナッツを使
用したVanillekipferlとオーツを使用したオーツクッキーを作りま
す。②は白黒クッキーと二枚のクッキーの間にジャムをはさんだLinzer 
Plätzchenを作ります。

▲Vanillekipferl 　　　　　　　　　 ▲Linzer Plätzchen 
日時　7月9日㊏　①10:30～13:00　②14:30～17:00
※天候や新型コロナの影響により変更・中止する場合があります。
場所　南部公民館2階 調理室
講師　市国際交流員　カタリナ・カウフマン
対象　 小学生以上（4年生までは必ず大人と参加。5年生以上は1人で

の参加可。大人のみでも参加可）
定員　各回先着6組（1組は2人まで）
費用　1人800円
申込・ 問合　6月15日㊌～23日㊍に件名「ドイツの部屋・クッキー」①

希望時間②参加者氏名（ふりがな）③昼間連絡のつく連絡先④
参加者が子どもの場合子どもの年齢⑤子どもとの関係を、直接、
ファックスまたはEメールで、犬山国際交流協会（℡48-1355 
Fax48-1356 Eメールiia@grace.ocn.ne.jp）へ

点検中に屋根を壊された？点検商
法に注意
　近所で工事しているという事業
者が来訪し「お宅の屋根がめくれ
ているのが見えた。屋根に登って
点検する」と言うので依頼した。
点検後、屋根が浮いている写真を
見せられ、そのままにしておけな
いと思い、約30万円の修理を契約
した。その後、家族の勧めでハウ
スメーカーに確認してもらうと
「釘を引き抜いたような新しい傷
がある」と言われた。　　　
　　　　　　　　　（60代女性）
アドバイス
　突然訪問してきた事業者に安易
に点検させないようにしましょう。
点検箇所をわざと壊して撮影し勧
誘するなど、悪質なケースもみら
れます。点検後に修理を勧められ
てもその場で契約しないようにし
ましょう。別の専門家に確認を依
頼したり、複数の事業者から見積
もりを取ったりするとよいでしょ
う。
 　家族や周囲の人は、不審な人
物が来ていないか、見慣れない書
面がないかなど高齢者の様子に気
を配りましょう。
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

　日本語習得を希望する外国人市
民のために、日本語教室を開催し
ています。
　日常会話を学びたい人や、文法
を学びたい人、日本語検定の合格
を目指す人など、学習者のレベル
や目的に合わせてクラスが分かれ

　市では、鉄道駅の周辺に自転車
と原動機付自転車専用の自転車等
駐車場（駐輪場）を設け、利用者
が快適に利用できるよう、自転車
等の整理整頓やごみ拾いなどの維
持管理や利用者の利便性の向上に
努めています。
　駐輪場内に長期間放置された自
転車等は、駐輪スペースを圧迫し、
盗難されるなどの原因となるので、
長期間の放置をしないようにして
ください。
　なお、長期間放置された自転車
等については、条例に基づき撤去
します。撤去前にはハンドル等に
札をつけ、利用状況調査を行いま
すので、ご理解とご協力をお願い
します。
撤去対 象　長期間放置されている

自転車等
保管期 間　6か月間（引き取りが

ない場合には市において処
分）

返還費用　自転車1,000円
　　　原動機付自転車2,000円
問合 防災交通課（℡44-0347）

　市民の皆さんが不要となった物
をリユースするため、リサイクル
掲示板を市役所1階市民プラザに
あるテレビ後方の北側壁面に設置
しています。備え付けの専用用紙
に記入し、各自で掲示してくださ
い。
※譲渡等は当事者同士の責任で
行ってください。

問合　環境課（℡44-0344）

　ウォーキングアプリ「てくて
く」を使って、 1週間で 4万歩以
上歩きましょう。チャレンジ期間
内に達成した人には抽選で50人に
マクドナルド41号犬山店で使え
る「ポテトS無料券」と「コカ・
コーラS無料券」のセットを郵送
でプレゼントします。詳しくはア
プリ内の「お知らせ」を見てくだ
さい。
期間 6月27日㊊～7月3日㊐
対象　市内在住・在勤の人
申込　 アプリ内お知らせ通知から

電子申請（ID、ユーザー
ネーム、氏名、住所を入
力）で申込必須

※ I D は ア プ リ 内 の 設 定 → プ ロ
フィール画面で確認できます。

※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。

問合　市民健康館（℡63-3800)

ダウンロードはこちら
【iPhone】

【Android】
※てくてくの利用には、まず
GoogleFitの設定が必要です。

　　　　　　
GoogleFit   　      てくてく

　庭の手入れで出た木の枝を、剪
定樹木粉砕機を使ってチップにし
てみませんか。できあがったチッ
プは堆肥や土壌改良材に利用でき、
燃えるごみの減量にもつながりま
す。
　個人貸出用の小型機と、町内貸
出用の中型機があります。申請方
法、粉砕機の詳細は、事前に問い
合わせてください。

▲個人貸出用小型機
貸出期間 7日間
対象　市内在住者または町内会
申込・問合　環境課
　　　（℡44-0344）へ

国際交流員によるドイツの部屋 消費者トラブルに
気をつけて 駐輪場の快適な

利用のために

リサイクル掲示板
を利用してください

「てくてく」
マクドナルド
チャレンジ

剪定樹木粉砕機を
利用してみませんか

外国人向け
日本語教室

ています。
　また日本語の学習だけでなく季
節の行事など日本の文化も併せて
紹介しています。
日時　毎週㊐10:00～11:45
場所　 市民交流センターフロイデ

2階会議室
講師　日本語教室ボランティア
対象　在住・在勤・在学の外国人
※日本語が話せない、読めない人
も受講できます。
費用 1回100円　持物　筆記用具
申込・ 問合　犬山国際交流協会

(℡48-1335 9 :00～17:00 ㊏
㊐㊗第2・4㊊除く)へ

●犬山市消費生活法律相談
日時　6月17日㊎、7月15日㊎
　　　13:00～16:00
予約　産業課（℡44-0340）

　　　　　　
⇒
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※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　①②③市民健康館(℡63-3800)　④保健センター(℡61-1176)

　「音に反応しない」「名前を呼
んでも振り向かない」など、この
ような子どもの子育てで悩んでい
る保護者は、愛知県立一宮聾学校
の乳幼児教育相談を利用してくだ
さい。
　「聞こえ」と「ことば」は、3
歳までにその基礎が確立されると
言われています。そのため、「聞
こえ」による「ことば」の遅れに

室内でも熱中症になります

　熱中症は梅雨頃から夏にかけて
増加します。短時間で進行しやす
く、重症化すれば最悪の場合死に
至ります。早めの対策を心がけま
しょう。特に高齢者は喉の渇きや
温度の上昇に気がつきにくいため、
室内でも熱中症になることが多く
あります。
　急激に気温が上がり体が暑さに
慣れていない場合があります。さ
らにマスク着用時に熱が体にこも
りやすい、喉の渇きに気づきづら
いなど熱中症のリスクが高くなる
可能性があります。
　近くに人がいない所では、適宜
マスクを外しましょう。
●対策のポイント
　特に、体温調節機能が発達して
いない子どもや、気温の変化、の
どの渇きを感じづらい高齢者は注
意が必要です。
① のどの渇きを感じなくてもこま

めに水分補給をしましょう。
② 室温をこまめに確認し、扇風機

やエアコンで温度調節をしま

　歩行測定による歩き方診断や握
力・柔軟性・バランス力などで、
歩き方や体のチェックしてみませ
んか。感染予防対策のため人数を
制限し、3部制で行います。
日時　7月13日㊌
　　　①14:00～14:30
　　　②14:30～15:00
　　　③15:00～15:30
※当日は運動の出来る服装で来て
ください。
場所　 I M A S E N グ ロ ー バ ル 開

発・研修センター会議室
　　 （東古券418-4）
※年齢や体調によりチェック項目
が異なります。
定員　各回5人（要予約）
費用　無料
持物　健康手帳
申込・ 問合　6月27日㊊から電話

で市民健康館(℡63-3800)
または次の二次
元コードから申
し込み

※新型コロナの影響により、延
期・中止する場合があります。

　乱れた自律神経を整えて心も体
もスッキリできる教室です。
日時　7月26日㊋10:00～11:30
※動きやすい服装・運動靴できて
ください。
場所　南部公民館　展示室 2・3
講師　健康運動指導士
　　　長谷川弘道氏
対象　65歳以上の人
定員　先着15人
費用　1人300円
持物　飲物、健康手帳
申込・ 問合　 7月 4日㊊から電話

で市民健康館(℡63-3800)
か 次 の 二 次 元
コードから申し
込み

※新型コロナの影響により中止・
延期する場合があります。

　無料、予約不要で歯や口に関す
る事など気軽に相談できます。
日時　7月28日㊍13:30～15:00
場所　市民健康館
相談員 　きたのもんファミリー歯

科　歯科医師
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。

　無料、予約不要で、健康のこと
やからだの気になることなどを気
軽に相談できます。
日時　7月6日㊌13:30～15:00
場所　市民健康館
相談員　カワムラ整形外科
　　　河村英徳氏
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。

　尾張地区で初の、愛知県事業承
継・引継ぎ支援センターの出張相
談窓口を開設します。
　スムーズな事業承継には、早め
の準備と計画的な取り組みが必要
不可欠です。
日時　 6月から毎月第 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・ 問 合 　 申 込 書 に 記 入 の

上、相談希望日の 1週間
前までに、ファックスか
Eメールで産業課（℡44-
0340、Fax44-0367 Eメー
ル040900@city.inuyama.
lg.jp)へ

※詳しくは次の二次元コードま
たは市ホームページ ページ番号
1008793 を見てください｡

　「最近眠れない日が続いてい
る」、「何もやる気がしない」等、
本人の悩みや不登校・ひきこもり
などに関する家族からの相談も可
能です。
日時　7月12日㊋13:30～15:30
　　 （1人30分程度)
場所　市民健康館

こころの相談
【電話】あいちこころほっとライン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。

【Faceboo k】「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さまざま
な相談先を紹介しています。 「まもろうよこころ」

7月の各種無料
健康相談ガイド

聞こえの心配な
乳幼児を育てている
保護者へ

熱中症に
気をつけましょう

歩き方診断と
健康体力チェック

自律神経
コンディショニング

歯科なんでも相談

医師による
健康なんでも相談

事業承継個別
無料相談

精神科医による
こころの健康相談

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
市民健康館

はぐろ薬局
薬剤師
原宏太郎氏

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禁煙相談

④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）

対する教育は、早ければ早いほど
効果が上がります。子どもの「聞
こえ」や「ことば」に不安を抱く
保護者を対象に県立一宮聾学校で
は乳幼児教育相談等を行っていま
す。
●教育相談
　悩みや子育てへのアドバイス、
聞こえに関する簡単な検査を行い
ます。
●乳幼児教室
　聞こえや聞こえによることばの
障害のある子どもと保護者を対象
にした個別の支援を行います（2

歳児は、週1回の集団指導あり）。
●進路相談
　難聴の子どもの進路相談を受け
付けています。
※相談は、随時行っています。
※相談、聴力測定、指導料は無料。
問合　愛知県立一宮聾学校
　　　 幼稚部主事または教育相談

担当（一宮市大和町苅安賀
字上西之杁30　℡0586-45-
6000）

しょう。
③ 外出時には日傘や帽子を利用し

こまめな休憩を心がけましょう。
④ 日頃から規則正しい生活をしま

しょう。
問合　市民健康館(℡63-3800)

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　 7月 1日㊎～ 8日㊎

に電話で市民健康館（℡
63-3800）か次
の二次元コード
から申し込み

　　　　　 「友達登録」し、トーク画面下の「相談を開始する」から、移

　　　　　 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
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　俳句は世界最短の定型詩とも呼ばれ、日本が世界に誇る独自の文化
の一つです。さまざまな言葉を組み合わせることで、一つの物語や無
限の世界を表現できます。
　この講座は、季節を感じながら言葉遊びをすることで、楽しみなが
ら俳句を学ぶことをめざします。
日時　全4回講座（夏秋冬春）
　　　7月3日㊐、10月23日㊐、12月11日㊐、令和5年3月12日㊐
※各回とも13:30～15:00
場所　市立図書館2階子ども読書空間ボランティアルーム
募集　市内在住の小学1～6年生
定員　先着10人　　費用　無料　　講師　宮地瑛子氏
申込　 6月15日㊌10:00～7月1日㊎18:00に次の二次元コード

から申し込み
問合　市立図書館（℡62-6300）
※4回すべて出席した人には、「俳句キッズ認定証」と記念品をお渡し
します。
※ 新型コロナウイルスの影響により、変更・中止する場合があります。

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
など）の場合は2点必要。
申込・ 問合 保健センター（℡61-

1176)へ

　絵本の素晴らしさや読み聞かせ
の大切さを理解し、子どもと一緒
に絵本を読む喜びを経験しましょ
う。

日時　第1回8月21日㊐
　　　第2回8月28日㊐
　　　各日10:30～12:00
※各回別々の内容です。
場所　 市立図書館1階おはなしの

部屋
講師　古川よし子氏
対象　 市内在住の乳幼児とその保

護者

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費の物価高騰などに直面する低所得の子
育て世帯の生活を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」を支給します。
対象　①令和4年4月分の児童扶養手当が支給された人（申請不要）
　　　② 公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給していること

により令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止された人（申請が必要）
　　　※過去に児童扶養手当の申請をしていれば②に該当したと推測される人も対象です。
　　　③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水

準となった人で、児童扶養手当の受給資格を満たしている人（申請が必要）
給付金額　児童1人あたり5万円
申請期間　（②③のみ）6月15日㊌～令和5年2月28日㊋（毎月第1・第3㊋は19:00まで受付延長）
※①に該当する人は申請不要です（事前に通知します）。
必要書類　② 本人と扶養義務者の令和2年1月～令和2年12月の収入（養育費、給与、事業、不動産、年

金）がわかる書類
　　　　　③本人と扶養義務者の直近1か月の収入（養育費、給与、事業、不動産、年金）がわかる書類
　　　　　②③共通　 本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証など）、本人名義の通帳または

振込先が確認できるもの
※児童扶養手当を申請していない人は支給要件がわかる書類も必要です。対象となるか聞き取った後に、
申請の案内をします。詳しくは問い合わせてください。
給付時期　①6月23日㊍に振り込みます。　②③申請受付後、随時支給します。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯への給付金の詳細は広報犬山7月1日号に掲載する予定です。
問合　子ども未来課(℡44-0323)

市ホームページ ページ番号1008795

　微生物の観察、下水処理場見学
など、親子で楽しく学びましょう。
A.左岸浄化センター
日時　7月28日㊍
　　　①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
場所　五条川左岸浄化センター
　　（小牧市新小木4丁目47番地)
※直接来場（駐車場有）
対象　 小学 4～ 6年生（保護者同

伴)
定員　各回先着15組程度
申込・ 問合　 7月 5日㊋～19日㊋

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

Ｂ.右岸浄化センター
日時　7月26日㊋
　　　①10:00～12:00
　　　②13:30～15:30
場所　五条川右岸浄化センター
　　（岩倉市北島町権現山7番地1)
※直接来場（駐車場有）
対象　小学生とその保護者
　　（ 1グループに保護者1人でも可)
定員　各回先着20人程度
申込・ 問合　 7月 5日㊋～19日㊋

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

【共通】
費用　無料
持物　 子供用の上履き（大人用の

スリッパは用意します）
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。

● 古代人のアクセサリー
　「まが玉」を作って知ってみよう

日時　7月16日㊏13:30～15:00
場所　楽田ふれあい図書館
講師　高林徹雄氏　
対象　小学生
　　 （低学年以下は保護者同伴）
定員　先着15人　
費用　1人300円
持物　 筆記用具、マスク（石の粉

防止）、金ヤスリ（持って
いる人）、石を磨くための
布（ハンカチ大）、水筒、
タオル

申込　 6月21日㊋10:00～7月13日
㊌18:00に次の
二 次 元 コ ー ド
から申し込み

子ども俳句教室たのしく言葉あそび

母子健康手帳の
交付と説明会

絵本の世界にご招待
おひざでえほん講座

 低所得の子育て世帯への給付金

新型コロナウイルス感染症に係る施策（子育て世帯向け支援）

夏休み親子下水道教室

夏休み工作教室 ● 作って遊ぼう紙工作
　「親子で作るマジック用具」  
　紙などの身近な材料を使ったマ
ジック用具を作ります。
日時　7月30日㊏
　　　①10:30～11:45
　　　②13:30～14:45
場所　市立図書館2階視聴覚室
内容　 ①「びっくり変身カード」他　

②「マジックウインドウ」他
講師　大谷孝雄氏
対象　 小学生以上の子どもとその

保護者　
　　　①小学生1年～3年生
　　　②小学生4年生以上
定員　①②各10組　
費用　子ども1人につき
　　　①300円②400円
持物　 のり（スティックタイプ）、

はさみ、筆記用具に加え①
色鉛筆②油性の色マジック
（あれば）

申込　 6月21日㊋10:00～7月13日

㊌18:00に次の二次元コー
ドから申し込み

▲マジック①　　▲マジック②
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。

定員　先着13組　
費用　無料
申込　 6月21日㊋10:00から8月19

日㊎18:00までに
次の二次元コー
ドから申し込み

※ 新型コロナの影響により変更・
中止する場合があります。

問合　 市立図書館（℡62-6300）

古川よし子氏プロフィール

　市内自宅で家庭文庫「どん
ぐり文庫」主宰。平成30年度
子ども読書活動優秀実践個人
文部科学大臣表彰、令和元年
度公益財団法人伊藤忠記念財
団「子ども文庫功労章」受賞。

※保健センターでは、妊娠中から相談できます。
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　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。

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

納期限 6月30日㊍
市民税・県民税 1期・全期
国民健康保険税 1期

介護保険料 3期

　なぜ複数のことばを同時に自然
習得できるのかをわかりやすく講
演します。申し込み後、ログイン
IDを送ります。
日時 7月6日㊌10:00～11:30
　　　7月9日㊏19:00～20:30
費用　無料
申込・ 問合　電話またはホーム

ページからヒッポファミ
リークラブ（℡0120-557-
761　9:00～17:30㊏㊐㊗除
く　ホームページhttp://

　ダンベルを使って筋肉運動を行
います。転倒・寝たきりを予防し、
健康寿命を一緒に伸ばしませんか。
詳しくは問い合わせてください。
日時　毎週㊋14:00～15:30
※無料体験できます。
定員 8人　
場所　長者町会館
申込・ 問合　市川（℡080-3286-

8779）へ

「市民のひろば」に掲載を希
望する人は企画広報課広報・
広聴担当へ。 8月 1日号の締
め切りは 6月21日㊋、 8月15
日号は7月4日㊊

2日間で26の楽しい＆学べる講
座を開講。獣医・ドローン・犬山
焼絵付・歴史文化・プログラミン
グ・工作などいろいろな体験がで
きます。
※詳しくは次の二次元コードから
ホームページ（https:
//kodomo-sct.org/）
を見てください。
期間 7月16日㊏・17日㊐
会場　南部公民館など
対象　 小学生以上（親子や幼児も

参加可の講座あり）
費用　各講座100円から
申込　 7月 2日㊏ 9:30から南部公

民館展示室 2・ 3で受け付
け（先着順）

※空きがあれば当日先着順でも受
け付け。
問合　 NPO法人こどもサポート

クラブ東海 山田（Eメール
info.kodomo.sct@gmail.
com ℡080-9503-8486）

日時　7月20日 ㊌
場所　犬山カンツリー倶楽部
内容　 ハーフCUP(前半9ホールの成

績で順位を決めます）
　　　 男性一般の部､男性シニア(満

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

11,000円(メンバー 6,370円)
　　　 キャディはつきません｡各自精

算してください。70歳以上の
人は､ゴルフ場利用税950円が
免除されるので健康保険証ま
たは運転免許証を持参してく
ださい。

申込　 6月26日㊐10:00から犬山カ　　　　
ンツリー倶楽部2階で受け付け。

問合　 犬山ゴルフ協会 斉藤 (℡67-
1586)

※今回は会食、表彰式は行いません。
プレー終了後、成績表等をお持ち　
帰りください。

3月23日
　羽黒中央公園多目的スポーツ広場
男子優勝　赤木健一（城南）
女子優勝　嶋田和子（羽黒遊々会）

4月20日
　木曽川犬山緑地グラウンド
総合優勝　男子　渋谷喜蔵
　　　　　女子　片倉厚子
1コース　 男子　阿礼登（第2名犬）
　　　　　女子　片倉厚子(橋爪中）
2コース　 男子　渋谷喜蔵(塔友会）
　　　　   女子　柴田富子(ニュータウン)

●テニス
4月10日
　山の田公園テニスコート
男子ダブルス　乾和磨･大島好晶　組
女子ダブルス
　　　　　奥村佐希･渡辺由香　　組
壮年男子　田澤成剛･大久保真一　組
●柔道
4月17日
　市武道館
小学生低学年　澤田洋佑
小学生中学年　澤田岳志
小学生高学年　桑原大吾
一般男子　　　小川天斗
●バドミントン
4月17日
　エナジーサポートアリーナ
男子1部　　 長尾福祝･大浦直人　組
男子2部　　 高橋誠･堀椎莞冴　　組

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
　offi  ce@inuyama-taikyou.net
ホームページ
　www.inuyama-taikyou.net

※ 掲載団体の責任と費用で編集した紙面です。

日時　 8月10日㊌･18日㊍･24日㊌
　　　7:30～16:30
場所　犬山カンツリー倶楽部
内容　 ラウンドレッスンをしながら、

ティーチングプロによるアド
バイスを受ける。

対象　 市内在住･在学の小中学生で
グロススコアー平均95以下あ
るいはゴルフ協会から推薦の
あった人

指導者 　犬山ゴルフ協会会員、
　　　PGAティーチングプロ 青地大輔 
　　　JGTOツアープレーヤー 藤田尚人
定員　12人(定員になり次第〆切)
費用　 6,000円(食事代･スポーツ保険

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

事務局へ。住所･氏名･年齢･保
護者名･電話番号･学校名が必
要。電話･FAX･Eメール可。

「7ヵ国語で話そう。」
オンライン講演会

ダンベル体操
仲間募集

第17回夏休みこども
カルチャー講座

市民ゴルフ大会 第20回会員親善
グラウンド・ゴルフ大会
優勝者

第49回　春季会長杯
グラウンド・ゴルフ大会
優勝者

市民大会
優勝者または優勝チーム

ジュニアゴルフ教室
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。

●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）

毎月第 2 ・第 4 日曜日
6 /26㊐、7 /10日㊐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
問合　市民課（℡44-0303）

毎月第 1 ・第 3 火曜日
6 /21㊋、7 / 5㊋、7 /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

日曜市役所

平日窓口延長

マイナンバーカードの交付
は事前予約が必要です。
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。

女子1部　 各務由紀恵･尾関慎子　組
女子2部　 坂本羽咲･田中月乃　　組
女子3部　 保浦かほる･種田亜季　組
●弓道
4月17日
　市弓道場
一般男子　兼松秀和
一般女子　蔭山恵子
学生男子　石黒秀磨
学生女子　中村莉子
●バレーボール
4月10日･23日･5月1日
　エナジーサポートアリーナ
一般男子　　　　ディライト
女子1部　　　　  Peace
女子2部　　　　  フォルテ
中学生男子　　　南部中学校　
中学生女子　　　南部中学校

●卓球
4月10日
　エナジーサポートアリーナ
中学3年生男子　西宮楓人
中学2年生男子　日比野絋大　
中学3年生女子　水野桜来
中学2年生女子　高橋友香
一般男子ダブルス
　　　　　松岡大地･稲垣雄大　　組
一般女子ダブルス
　　　　　手嶋きさえ･兼子道子　組

www.lexhippo.gr.jp/）へ
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※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

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（℡44-0311）

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50ピクセル×横150ピクセル
掲 載 料 1枠10,000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（℡44-0311）

　犬山城天守の所有者であった成瀬正勝氏を紹介した企
画展「殿様と文学 成瀬正勝」が、4 月21日から 5 月24日ま
で開催されました。
　東京の麹町で生まれた同氏は、東京帝国大学文学部国
文学科に入学し、雅川滉（つねかわひろし）の名で文芸評
論を書き始め、明治文学へ研究分野を移し、東京大学教養
学部教授などを務めました。
　愛書家としても知られており、昭和20年の空襲で蔵書
すべてを焼失してしまいましたが、再び収集に努め、没後
約2万冊が博物館明治村に寄贈され、「成瀬正勝文庫」とし
て保存されています。

犬山城白帝文庫企画展
「殿様と文学　成瀬正勝」

　5月9日と10日、消防署員が解体中の建物を利用したド
アの開放訓練を実施しました。
　この訓練は、火災発生時に建物内で倒れている人を助
け出すため、施錠されているドアをエンジンカッターやバー
ルなどを使用して切断し、ドアを素早く開けらるように
なることを目的としています。
　今回の訓練は建物の所有者である有限会社西川産業と
解体請負業者の株式会社 SEIWA の協力で実施されまし
た。非常に貴重な機会となりました。

解体中の建物でドア開放訓練を実施

　 5 月 7 日と 8 日の 2 日間、「子ども図書館まつり」が開催
されました。
　1日目は紙芝居と人形劇の公演が行われました。紙芝居
では子どもたちとの会話や歌が織り交ぜられ、子どもた
ちは大きな返事や手拍子をしながら楽しい時間をすごし
ていました。また、人形劇の公演後は、普段みることのな
い舞台裏を親子で見学することもでき、さっきまで目の
前で動いていた人形たちやセットを興味深そうに見てい
ました。
　2日目は、リコーダー演奏会とミニ工作教室が行われま
した。子ども向けの午前の部の演奏会では座って聞いて
いた子どもたちの体が自然と動き出す、という場面もあ
りました。工作教室ではそれぞれ好みの色を組み合わせて、
自分だけの世界に一つだけのコースターを作っていました。

子ども図書館まつり

　市内在住の杉本志功さん（帝京大可児高校3年生）が、イ
タリアで開催された「2022FISフリースタイル&スノーボー
ドジュニア世界選手権大会」のチームパラレルスラロー
ムで優勝し、その報告のため 5 月 9 日、市長を表敬訪問し
ました。
　杉本さんは「オリンピックを目標にしている、この間は
夢にも出てきた、家族の協力がありスノーボードに全て
をささげている」と話すと、山田市長は、「世界のトップレ
ベルで競技しているのはすごい、自分の道を信じイメー
ジをすると必ず夢はかなう」と優勝の報告を喜びました。

杉本志功さん、スノボード世界選手権
優勝を報告
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46
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）

　図書館では年間を通してさまざ
まなイベントを実施しています。
　イベントは、参加した子どもた
ちに楽しんでもらうことが一番で
すが、本は楽しみながら読むと
「おもしろいな」「いろんなこと
を知ることができるな」「わから
なかったことがわかったよ」に気
づくことが出来ることを知ってほ
しいという思いがあります。

　皆さんこんにちは！
　今月は、犬山市とドイツのザン
クト・ゴアルスハウゼン市が友好
都市提携を締結してから30周年を
迎える月です。そのため今回は、
ザンクト・ゴアルスハウゼン市に
ついて紹介したいと思います。
　ザンクト・ゴアルスハウゼン市
は、ドイツの西部にあるライン川
沿いの小さな市で、ライン中級山
岳に囲まれています。中級山岳と
は、標高2,000mの岳をもち、比
較的なだらかな形の山脈のことで
す。　　
　ドイツにある多くの山脈はこの
中級山岳で、オーストリアの国境
近くのアルプスのみ標高1,000m
以上で植生が変わる（ある程度の
高さから木がなくなる）高山で
す。　
　山脈に囲まれているのでハイキ

『一月物語』　平野啓一郎著
　精神疾患を抱える主人公の詩人は、旅をするこ
とで病を癒していた。駅で偶然聞いた一言で、そ
の女性に魅せられるように吉野に向かうが老人に
話しかけられ十津川村の山中に迷い込む。主人公
の眼前に現れる景色は、幻想か現実か作者は読者
に委ねる。詩人の創作（感性）と生活（理性）の
相違を理解できない悲劇を描いているように感ず
る。作品は実在の熊野古道に、廃仏毀釈等の歴史
的事実を立体的に展開することで読者を針付けに
する。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止となる
場合があります。

2日㊏　「けるるんくっく」紙芝居

6日㊌　 ひよこちゃんおはなし会

9日㊏　「ももたろう」おはなし会

16日㊏　「おはなしぼっくす」ストーリーテリング

23日㊏　「ももたろう」おはなし会

30日㊏　作って遊ぼう紙工作

16日㊏　夏休み工作教室

11:00～11:30

11:00～11:30

11:00～11:30

11:00～11:30

11:00～11:30

10:30～11:45、13:30～14:45

13:30～15:00

場所　市立図書館（本館）

場所　楽田ふれあい図書館

サンセット・サンライズ
　　　　　　　楡周平著

　大手電気機器メーカーに勤務す
る西尾晋作は、海釣りが大好き。
コロナ禍で業務がテレワーク化さ
れることを機に、海に近い田舎で
「お試し移住」を始め…。新たな
地域再生の物語。

岩波講座世界歴史14
荒川正晴、大黒俊二編集委員

　1492年にヨーロッパが「発見」
した南北アメリカ大陸に築かれて
いた、一括りにできない多様な先
住民社会。その多様性が植民地化
を左右していくさまを、諸集団の
せめぎ合いから描く。

子どもと本との出会いのために

新着本この一冊

読書会藍の会の一冊 7月のイベント

市立図書館(本館)

■市立図書館公式
　Facebookアカウント

㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

〇昼間診療　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～）　

〇夜間診療、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。

※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。

○江南厚生病院内（こども救急診察室）℡0587-51-3333

○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

〇犬山市『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（空メール送信用アドレス）
〇犬山市公式LINEアカウント ＠inuyamaでID検索
〇テレビ　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）
〇ラジオ　愛知北エフエム　84.2MHz

■休日（日曜・祝日）診療

■救急医療の案内

■休日小児診療

■災害情報はここから

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

6月19日㊐ 吉田内科クリニック 62-9222 マザークリニックハピネス 63-4103 わだち歯科クリニック 0587-93-6777

6月26日㊐ 安藤クリニック 62-8881 宮田眼科 61-0200 桜歯科クリニック 0568-67-6600

7月3日㊐ みどり診療所 67-3311 さとう病院 67-7660 のだ歯科医院 0568-62-7022

ングトレイルが人気で、この地域
の最も有名なコースは約320㎞で
ボン市とヴィースバーデン市を結
ぶ「ラインシュタイク」と呼ばれ
るものです。
　ザンクト・ゴアルスハウゼン市
で有名なローレライ伝説のローレ
ライの岩は、ライン渓谷の中ほど
にある高さ約130mの巨大な岩で
す。周りにある山脈のほとんどの
崖はとても険しく、集落や農業の
ためにはあまり使用ができません
が、ワインを作るためにはぴった
りな地形です。
　ワイン造りに関する最も古い資
料は1315年にさかのぼりますが、
707年も経った現在もワイン農家
が残っています。原料となるぶど
うは険しい崖で育てているため、
機械などの使用が難しく、少量し
か作ることができません。

　またザンクト・ゴアルスハウゼ
ン市には2つのお城があり、ネコ
城とネズミ城と呼ばれています。
こうしたお城はライン川沿いの地
域に多く見られ、私も2018年に犬
山市で国際交流員の仕事を始める
前にザンクト・ゴアルスハウゼン
市を訪れ、そこからリューデスハ
イムという街までの船旅では、約
30キロの間に城と城跡が40城以上
もありました。つまり、犬山市か
ら長久手市までの間で犬山城が40
回見えるということです。
　皆さんもいつかドイツへ行くこ
とがあれば、ぜひ犬山市の友好都
市ザンクト・ゴアルスハウゼン市
とその周りの地域に行ってみてく
ださい。豊かな自然、お城やドイ
ツ西部の伝統的な街並みが多く
残っており、とてもすてきな地域
です。

▲ザンクト・ゴアルスハウゼン市（背景にネズミ城とぶどう畑があります）

　例えば、この号の子育て情報
（8ページ）にも載せている夏休
み工作教室では「まが玉」を作り
ます。「まが玉って何？」という
調べるキッカケになり、図書館に
ある本や百科事典で使って調べて
みれば、「作り方」「材料」「歴

史」「アクセサリー」などいろい
ろなことを知り、分かることも多
いでしょう。また、思いもよらぬ
展開から自分にとって宝物となる
ようなお気に入りの本との出会い
があるかもしれません。
　ぜひ図書館のイベントに来てく
ださい。

友好都市 ザンクト・ゴアルス
ハウゼン市
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モンキー
レポート 63

　動物園に行くと、動物のくらしが
豊かになるような、さまざまな工夫
を見つけることができます。消防
ホースを使った遊具、知恵を使って
中から食べものを取り出す容器、木
陰やプールなど自分で快適な場所を
選べるような選択肢…。
　こういった飼育の工夫を「環境エ
ンリッチメント」と呼びます。その
動物がもつ特有の能力を発揮する機

（公財）日本モンキーセンター
附属動物園部長兼学術部キュレーター

　　　　　　　　　　綿貫宏史朗

（一社）犬山市観光協会
　誘客担当リーダー　藤江　克巳
　私は岐阜で生まれ、金華山のほと
りの長良橋から少し北に行ったとこ
ろにある高校に通っていました。初
夏から秋にかけて、自転車で自宅へ
帰る途中の夕暮れ時、長良橋の橋下
に毎日みえるのは、「ぎふ長良川鵜

う

飼
かい

」の鵜船で、私にとってはあたり
まえの光景でした。しかし、実際に

も経った、子供が幼稚園の頃でし
た。
　長良川の鵜飼は、頭上に標高約

「おうちで猿
エンジョイ

JOYどうぶつえん」
ケーブルテレビCCNet

　番組へのみなさんの疑問・質問
　募集中！
　　　CCNet春日井局
　　　Twitter　

「動物たちの
幸せなくらしを願って」

会を与え、動物福祉を向上させるこ
とで、動物が心身ともに健康にくら
せることを目的としています。世界
中の動物園や水族館で実践されてお

本国内でも普及しました。
　日本モンキーセンターも、こう
いった世界の流れに乗り遅れるわけ
にはいきません。過去にも「パタス
草原」や「クモザルの村」など動物
の住環境としても優れた施設はあり

に、環境エンリッチメントには特に
注力してきました。消防ホース、
ぶら下げた木の枝、塩ビ管の遊具な
ど、動物たちが楽しめるようなさま
ざまな工夫がありますので、ご来猿
の際にはぜひ探してみてください。
　私事で恐縮ですが、この春から当
園の附属動物園部長の役を拝命しま

学術部にて研究や教育普及の仕事を
してきましたが、突然、動物園部を
管理する立場となってしまいまし

なりますが、飼育員として働いたこ
とはありません。現場での経験もな
く頼りない動物園部長ですが、若く
て（？）柔軟な発想とこれまでの見
識を生かし、すべての動物たちと、
関わるヒトがもっと幸せになれる、
魅力的な動物園にしていきたいと
思っています。

岸に旅館街や町の賑やかな明かり、
また当時は市電が橋を渡り、まさに
犬山とそっくりな風景の中行われま
す。岐阜の県庁所在地でもあり、温
泉街の観光客も多く、普段から多く
の人で賑

にぎ

わっています。

ら鵜飼を眺める人など、より多くの
人に賑わい良く魅せるための装置が
できています。
　昨年、私は初めて木曽川鵜飼の夜
鵜飼を体験しました。長良川の鵜飼
とは違う驚き、感動がありました。
犬山城を白帝城というだけあって、
付近は中国の奥地のような渓谷美、
乗船後、木曽川を上流に行くに従
い、両岸は何も無く、暗闇の中、音
もなく数分間の沈黙。しばらくして
篝
かがりび

火だけがぼんやり浮かび上がり、
遠くから現れるのは主役の鵜、船、
人影、映画のワンシーンのようでし

た。闇の中、遠くから徐々に聞こえ
てくるギシギシという船を漕ぐ音、
鵜匠さんの鮮やかな手綱さばきと鵜
との交流、複雑な川の流れの中、岩
場に何事も無いように船を停め堂々
と立つ船頭さん、すべてが鮮やかに
目に焼き付いています。これも全
て、周りが静かで、ほの暗く、対象
と近いというすべてが揃

そろ

わないと成
り立ちません。
　市民の皆様も伝統的な鵜飼を体験
し、犬山の誇りとしてぜひ宣伝して
いただきたいと思います。お子様に
は特におすすめです。




