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外国語での普通救命講習を開催しています！ 1 /15
No . 1 3 9 4

スイスの民族楽器アルプホルンの演奏（「多文化交流フェス×フロイデまつり」にて）
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集集
問合問合　消防署南出張所（℡　消防署南出張所（℡68-0119））

　犬山市では約2,700人の外国人が暮らしています。在勤・在学している人を含めると、
さらに多くの外国人が市と関わりを持っていることになります。
　市と関わる人が増えれば、救急件数だけでなく、事故・急病の場面に遭遇すること
も増加します。緊急の事態に対する処置や119番通報をする時、日本人以上に外国人
のほうが苦労することは容易に想像がつくと思います。
　現在市では多文化共生事業を推進しており、外国人とお互いに助け合いながら暮ら
していくことが必須の時代となりました。そこで、消防本部でも外国語での普通救命
講習を開催することで、救命率をあげ、お互いに助け合い、多文化共生の意識を高め
ていきたいと考えています。個人での参加はもちろん、企業や学校などからの参加も
歓迎です。

　市民の皆さんのなかにも消防本部で普通救命講習を受講したこと
がある人はたくさんいると思います。外国語での講習の内容も基本
的にそれと同じで、心肺蘇生法とAEDの使用法をメインとして、
いざという時のための対応や処置について学ぶことができます。
　実践型の講習となりますので、実際に身体を動かしながら救命処
置を習得することができます。また、この講習では119番通報時の
応対についても学ぶことができます。
　講習の中で使用される映像は外国語字幕、日本語音声となってお
り、通訳者が同席しますので日本人と一緒に受講することができま
す。参加費は無料で、中学生以上の人が受講することができ、講習
終了後に修了証をお渡しします。

消防署南出張所
救急救命士

水野 彰人

　件名を「普通救命講習申し込み」とし、①受講希望日時②受講者氏名③代表者氏名④代表者のEメールアド
レス⑤代表者電話番号を060307＠city.inuyama.lg.jpまで送信してください。

①受講希望日時は 1か月以上先の日付から 2か月先までの期間で受講を希望する日付
　 3 日分と希望時間帯（午前は 9 :00～12:00、午後は13:30～16:30）を明記してください。

②受講者氏名、③代表者氏名はフルネームでお願いします（ 1グループ 6人まで）。　
④代表者の E メールアドレスに講習の開催日時などを消防署から連絡します。
⑤代表者電話番号は緊急連絡先として使用します。
　※個人情報は講習当日まで厳重に管理し、講習終了後に消去します。

外国語の普通救命講習って何をするの？外国語の普通救命講習って何をするの？

申し込み申し込みははEメールEメールで受け付けています！　で受け付けています！　

消防署のFacebookでも言語ごとに講習の案内をしています！　消防署のFacebookでも言語ごとに講習の案内をしています！　

スペイン語 ポルトガル語 タガログ語 中国語 ベトナム語

▲Espanyol ▲português ▲Tagalog ▲中文 ▲ tiếng Việt

何語に対応しているの？何語に対応しているの？

　現在、犬山市に暮らす外国人市民の
うちスペイン語、ポルトガル語、タガ
ログ語、中国語、ベトナム語を母国語
とする人々の総数が全体の 7割を占め
ていて、消防本部ではこの 5言語に対
応した普通救命講習を開催しています。

フューチャーセッション＠犬山SEASON 6
「もちよりひろーば～みんなの楽屋トーク～」

いぬやま地域つながる
シンポジウム＆交流会

「わたしの一歩につながる出会い」
　フューチャーセッション＠犬山とは、「想像の未来」から「創造する未来」へ、
犬山を舞台に何かをやってみたいと集まったメンバーが、自由に語り合い、対
話から新たな価値を生み出す「創造的な語り場」です。
　SEASON 6 の最終回となる今回は、活動経験談やあなたのアイデアを持ち
寄り、かけ合わせて化学反応を起こしましょう。それぞれが思い描く、犬山の
未来への一歩を見つけてみませんか。
※活動のお役立ち話や苦労話を募集中。「トーク集」を作成し、当日会場で配布または提供者へ送付します。
※新型コロナの影響によりオンライン開催となる場合があります。
日時　 1月28日㊏17:00～20:00（交流会　20:00～20:45）
場所　市民交流センター「フロイデ」協働プラザ　交流スペース
対象　犬山で事業や活動をしたい人　　定員　先着30人
申込・�問合　開催日の 3日前までにEメールで件名「フューチャーセッション＠犬山参加希望」とし、

氏名、電話番号を協働プラザ「わんまるーむ」（℡48-1221、Eメールinfo@inuyama-plaza.
com）または次の二次元コードから申し込み

「犬山の地域資源のシェアリングを考える」
　市内で市民活動や地域活動、社会貢献活動を行う個人や団体、事業者
が、犬山で活動を続けていくために、既にある地域資源をどのように活
用し、連携・協働していくかを考えます。
日時　 2月 4日㊏14:00～16:30
場所　市民交流センターフロイデ 3階301会議室
内容　�基調講演「地域資源をシェアするわかちあいのまちづくり」と地

域資源の提供者や利用者を交えたパネルディスカッション、協働
プラザからの事例紹介、交流会を行います。交流会には、普段行っ
ている活動の紹介チラシなどを持ってきてください。

講師　（一社）シェアリングエコノミー協会
　　　シェアリングシティ推進協議会　事務局長　鏡晋吾氏
対象　まちづくりに興味関心のある人
定員　先着50人
費用　500円（資料代など）
申込・�問合　開催日の 3日前までにEメールで件名「シンポジウム参加

希望」とし、氏名、電話番号を協働プラザ「わんま
るーむ」（℡48-1221、Eメールinfo@inuyama-plaza.
com）または次の二次元コードから申し込み

宝くじ助成金で整備

　宝くじの社会貢献広報事業（※）
「一般コミュニティ助成事業」を
活用して、羽黒地区コミュニティ
推進協議会に竹チッパーとカラー
コピー機の整備を実施しました。
※一般財団法人自治総合センター
では、地域文化の振興、コミュニ
ティ活動支援などをはじめ、地域
振興のための事業を通じて、宝く
じの普及広報のために各助成事業
を行っています。
問合　地域協働課（℡44-0349）

▲フューチャーセッションのようす
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令和 4 年分　確定申告

確定申告の時期はもうすぐです。早めの準備を
　退職などの理由で年末調整をしていない人や、医療費控除、住宅ローン控除などを受けようとする人は、
確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
申告期限および納期限について
　令和 4年分の所得税および復興特別所得税、贈与税の申告と納税の期限は 3月15日㊌です。
　令和 4年分の個人事業者の消費税および地方消費税の申告と納税の期限は 3月31日㊎です。

●確定申告書は自宅での作成をお願いします
　新型コロナウイルス感染症予防のため、多くの人が訪れる会場ではなく、自宅でパソコンまたはスマートフォ
ンで申告書の作成をお願いします。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案
内に従って金額等を入力し、申告書や決算書などを作成することができます。
　スマートフォンのカメラ機能で給与所得の源泉徴収票を撮影することで、金額などが自動で入力されるよう
になったほか、令和 5年 1月からは、青色申告決算書や収支内訳書がスマートフォンで作成できるようになり
ました。
　作成した申告書などは、e-Tax（国税電子申告・納税システム）で税務署へ送信することができます。また
印刷して郵送などにより提出することもできます。
　詳しくは次の二次元コードから「動画で見る確定申告」を見るか、e-Taxホームページを確認し
てください。その他不明な点などについては、小牧税務署（℡72-2111）に問い合わせてください。
●確定申告会場を開設します
　来場する際はマスクを着用し、入口で検温と手指消毒をお願いします。またできる限り少人数で来てくださ
い。37.5度以上の発熱がある人や体調の優れない人は、入場をお断りします。

※当日の混み具合により、両会場とも後日の来場をお願いすることがあります。また、事前予約をした時間や
整理券に記載された時間に遅れた場合は、入場できないことがあります。

開設期間など

南
部
公
民
館

確定申告
2 月16日㊍～28日㊋（㊏㊐㊗除く） 9 :00～12:00、13:00～16:00
※収入が公的年金のみで還付申告をする人を対象に15日㊌も開設します。
※混雑緩和のため、インターネットによる事前予約受付と整理券による当日受付の 2種類の方法を
予定しています。詳しくは広報犬山 2月 1日号を見てください。
税理士による無料相談
2 月16日㊍～28日㊋（㊏㊐㊗除く） 9 :30～12:00、13:00～16:00
※整理券による当日受付のみとなります。
次の①～⑥に該当する場合は、南部公民館での申告はできません。
　①土地・建物、株式の譲渡に係る所得または先物取引に係る雑所得の申告
　②贈与税の申告
　③令和 2年分の消費税などの課税売上高が3,000万円を超える場合の申告
　④令和 3年分以前の申告
　⑤準確定申告
　⑥令和 5年 1月 1日現在において犬山市に居住していない人
※上記のほか、所得の種類、相談の内容によりほかの会場へ案内する場合があります。

小
牧
勤
労
セ
ン
タ
ー

確定申告
2 月16日㊍～ 3月15日㊌（㊏㊐㊗除く） 9 :00～17:00
※ 2 月19日㊐・26日㊐も開設します。
※この会場では自身のスマートフォンによる申告書作成を推進しています。事前にマイナポータル
アプリをインストールしたスマートフォンと、マイナンバーカードおよびマイナンバーカード発行
時に設定した署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書のパスワードが必要になります。
※混雑緩和のため、確定申告会場に入場するには「入場整理券」が必要です。この整理券は、当日
配布または、国税庁の公式LINEアカウントによる事前発行によって入手することができます。

国民健康保険加入者
へ医療費通知を送付

●確定申告に必要なもの
〇所得税や消費税の還付を受ける人は次の書類が必要です。
�・本人名義の振込先の分かるもの（例：預金通帳、キャッシュカードなど）
〇本人確認書類として次の書類が必要です。

〇申告の内容に応じて次の書類が必要です。

※上記以外の書類が必要となる場合があります。
※申告の内容や提出方法によって、一部の書類の提出または提示を省略できるものもあります。
詳しくは国税庁ホームページを確認するか、小牧税務署（℡72-2111）に問い合わせてください。

確定申告のための納付確認票を送付
　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料について、令和
4年 1月 1日から12月31日までに納付された金額を記載した「納付確認
票」を 1月下旬に発送します。確定申告を行う際、社会保険料控除に利
用してください。
　なお納付確認票に記載されている金額は、普通徴収（納付書や口座振
替）による納付分のみとなります。特別徴収による納付分については、
1月下旬に日本年金機構や各種共済組合などから発送される「源泉徴収
票」で確認できます。
問合　収納課（℡44-0317）
　　　保険年金課国保担当（℡44-0327）
　　　保険年金課医療担当（℡44-0328）
　　　高齢者支援課（℡44-0326）
※「源泉徴収票」に関する問合は日本年金機構、各種共済組合などです。

　国民健康保険加入者に、令和 4
年11月・12月診療分の医療費通知
を 2月上旬に発送します。確定申
告で医療費控除を受ける際、利用
してください。10月までの分はす
でに発送済みです。
　確定申告までに手元に届かない
分については、領収書に基づき医
療費控除の明細書を自身で作成
し、申告書に添付してください。
問合　保険年金課（℡44-0327）

必要となる書類など
マイナンバーカードがある人 　マイナンバーカード（個人番号カード）

マイナンバーカードがない人 ��+

主な申告 必要となる書類など
給与所得・年金所得 勤務先や日本年金機構（年金事務所）などから交付された源泉徴収票
保険料控除

（年末調整を受けていない人） 生命保険料控除証明書、社会保険料等の支払額を証明する書類など

勤労学生控除・障害者控除 各種学校や職業訓練法人から交付される証明書、障害者手帳や障害者控除対
象者認定書など

医療費控除
医療費控除の明細書または医療費通知（医療費のお知らせ）
※領収書の添付または提示のみでは医療費控除を受けられません。明細書を
必ず事前に作成してください。

住宅ローン控除
（初めて控除を受ける人）

家屋の登記事項証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、請
負契約書または売買契約書の写しなど

寄附金控除
寄附金受領証明書、寄附金領収書など（本人名義）
※ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人が確定申告をする場合、この
特例が適用されなくなります。確定申告に特例分も含めて申告してください。

番号確認書類
・�個人番号通知カード（その記
載事項に変更がないものまた
は正しく変更手続きがとられ
ているもの）
・�マイナンバーの記載のある住
民票の写し
のうちいずれか1つ

身元確認書類
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・在留カード
・身体障害者手帳
などのうちいずれか1つ
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対象地域 日時 場所
犬山・城東・今井 1月26日㊍18:00～19:30 市役所 2階205会議室

羽黒・楽田・池野 2月 1日㊌18:00～19:30 楽田ふれあいセンター
多目的ホール

委員の区分 農業委員 農地利用最適化推進委員
募集期間 1 月16日㊊～ 2月15日㊌

任　期 令和 5年 7月20日（農地利用最適化推進委員は委嘱の日）～令和 8年 7月19日

募集人数 10人 8 人

資格要件

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最
適化の推進に関する事項その他農業委員会の
所掌に属する事項に関し適切に業務を行うこ
とができる者。

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最
適化の推進に関する事項について適切に業務
を行うことができる者。

担当業務

①�農地の権利移動等の申請許可や決定などの
審査のため、現地確認や農業委員会総会へ
の出席
②�農地利用最適化推進委員と連携し、遊休農
地の発生防止・解消の取り組み
③�担い手への農地集積の推進
④�新規就農への支援活動、地域の農業者支援
など

①�農業委員と連携し、農地の権利移動等の申
請地の現地確認や推進委員としての意見提
出
②�遊休農地の発生防止・解消に向けた農地パ
トロールや農地所有者等への働きかけ
③�担い手への農地集積を推進するため、農地
の貸し手や借り手の掘り起こし
④�新規就農への支援活動、地域の農業者支援
など

応募方法

「推薦」と「自ら応募」の 2種類の方法があります。
「候補者推薦書」または「候補者応募申込書」を募集期間中に市役所 3 階産業課（農業委員
会事務局）へ直接提出または郵送（〒484-8501　住所不要）（ 2月15日㊌必着）してください。
募集要項などの関係書類は、産業課窓口で配布しています。市ホームページからダウンロー
ドすることもできます。
※応募の際には、本籍地の市町村が発行する「身分証明書」の添付が必要です。

選考方法 候補者数が募集人数を超えた場合は、犬山市農業委員会の委員候補者等選考委員会で候補者
を選考します。

問　合 産業課（℡44-0341）

ライン大橋歩道橋
通行止め

農業委員・農地利用最適化推進委員

農業に関する
地域別座談会

　1月30日㊊の 9 :00から14:00（悪
天候の際は31日㊋）に、設備点検
のためライン大橋歩道橋の通行止
めを行います。
　利用者の皆さんには迷惑をおか
けいたしますが、ご理解とご協力
をお願いいたします。
問合　�土木管理課（℡44-0334）

　農業委員会はこんな活動をしています。
1．農地法に基づく業務…農地の権利移動等の審査、農地パトロール、農地の利用意向調査
2．地域農業の振興…遊休農地の発生防止・解消、地域農業者との話し合いに参加
3．農業の担い手支援…認定農業者や新規就農者などへの農地の利用集積

　持続可能な農業の実現に向けて、中心となる担い手のあり方など、将
来の方向性について各地域で話し合いを行います。

対象　農業者、農地を所有している人、地域農業に関心のある人
申込　 1月24日㊋までに産業課（℡44-0341）へ
※この地域別座談会でも農地に関する相談が可能ですが、随時、農業委
員会（℡44-0341）で相談を受け付けています。
※新型コロナの影響により中止・変更する場合があります。

「フリマサービス受け取り評価は商品をよく確認してから」
　フリマサービスのアプリでブランドもののネックレスを購入した。商
品が届いたが、状態をよく確認せずに受け取り評価をした。その後偽物
だと分かった。アプリの規約には「評価後の苦情などについては当事者
間で話し合うように」と書かれていた。　　　　　　　　（60代　女性）
　フリマサービスのアプリで中古のプロジェクターを購入した。電源が
入らなかったので出品者に連絡したが、評価したことを理由に対応して
くれない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60代　男性）
アドバイス
　フリマサービスの取引は、売り主と買い主との個人間の取引です。ト
ラブルが起きた場合は、基本的には当事者間での解決を求められること
を理解しましょう。買い主が商品を受け取り、出品者を「評価」すると
出品者に代金が支払われます。評価してサービス上の取引が完了してし
まうと、トラブルが起きても、フリマサービス運営事業者の補償サービ
スやサポートを受けられないことがあります。商品が届いたら、状態を
よく確認してから評価しましょう。

消費者トラブルに気をつけて

自動車の名義変更・住所変更・廃車などの
手続きは、お早目に

書き損じはがきで
国際協力

犬山ひばりヶ丘公園
大型遊具改修工事

　毎年 3月は、車検場などの登録窓口が大変
混雑しますので、早めの手続きにご協力をお
願いします。
　自動車の登録などに関する手続きは、下記
に問い合わせてください。
申請・届出関係
●普通自動車・小型自動車・1２5ccを超えるオートバイ
　愛知運輸支局
　小牧自動車検査登録事務所　登録部門（℡050-5540-2048）
※テレホンサービス（録音による案内）は、24時間利用可能です。
●軽自動車（軽四輪・軽三輪）
　軽自動車検査協会　小牧支所（℡050-3816-1773）
●1２5㏄以下のオートバイ・小型特殊自動車
　市役所 1階税務課庶務担当（℡44-0315）
税金関係
●自動車税（種別割）
　東尾張県税事務所（℡81-3139）
●軽自動車税（種別割）※オートバイを含む
　市役所 1階税務課庶務担当（℡44-0315）

　犬山国際交流協会では、誰でも
できる国際協力として、書き損じ
はがきを集めています。
　回収したはがきは、ダルニー奨
学金を通じて、経済的貧困で中学
校教育を受けられないタイ、ラオ
スなどの子どもたちの進学支援に
あてられます。
場所　�市内 6か所の収集箱（市役

所 1階ロビー北側、各出張
所、フロイデ 1階ロビーカ
ウンター横）

問合�　犬山国際交流協会
　　　��（℡48-1355��Eメールiia@
　　　grace.ocn.ne.jp）

　ジャイアントスライダーの老朽化
により改修工事を行います。工事
期間中はジャイアントスライダーを
利用できません（公園は利用可能）。
期間　 1月16日㊊～ 3月31日㊎
問合　土木管理課（℡44-0335）

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　 1月20日㊎、 2月17日㊎
　　　13:00～16:00
予約　産業課（℡44-0340）
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市が所有する土地の一般競争入札

計画に関するパブリックコメント

合同企業相談会
および個人相談会

　次の土地を、インターネットオークションを使った一般競争入札で売却します。
販売物件

※天神町四丁目79番 1 、天神町四丁目79番 3 および天神町四丁目79番 6 の物件については、地下残置有用工作
物があるため、住宅建築に制限を受ける可能性があります。
申込期間　 1月18日㊌13:00～ 2 月 6 日㊊14:00　　　入札期間　 2月20日㊊13:00～27日㊊13:00
参加資格　市内外を問わず個人および法人
※入札参加方法など詳しくは、市ホームページ�ページ番号1003670�を見てください。今回の入札は「インター
ネット公有財産売却システム（KSI官公庁オークション）」のシステムでのみ参加できます。

犬山市都市計画マスタープランおよび犬山市緑の基本計画（素案）
　令和 4年度を目標年次とする現在の犬山市都市計画マスタープランに
ついて、これまでの都市づくりに対する取り組みや昨今の社会情勢など
を踏まえつつ次の10年後、20年後のまちづくりの将来像を見据え、それ
を実現するための方針となる新たな犬山市都市計画マスタープランの素
案を作成しました。
　また近年、都市における緑地や水辺などがもつ多様な機能が再評価さ
れており、官民が一体となってその保全や創出、活用に取り組むための
方針として犬山市緑の基本計画の素案を作成しました。
　これら 2つの計画に対する市民の皆さんからの意見を募集します。
期間　 1月25日㊌～ 2月 8日㊌
公表場�所　市役所 1階ロビー、 2階都市計画課、各出張所、市立図書館

で閲覧、市ホームページ�ページ番号1009453�に掲載
意見提�出　期間中に住所、氏名・意見を記入し、都市計画課か各出張所

に直接または郵送、ファックス、Eメールで都市計画課（〒484-8501
住所不要　Fax44-0366　Eメール080100@city.inuyama.lg.jp）へ

※いただいた意見は取りまとめの上、回答と合わせて市ホームページと
都市計画課で公表します。
問合　都市計画課（℡44-0330）

　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。申込不要、入退場自由です。
　同日に、就職に関する悩みを専
門の相談員に相談できる個人相談
会も実施します。
日時　 2月 9日㊍
　　　10:00～12:00
　　　13:00～15:00
場所　�市民交流センターフロイデ

4階
対象 ・合同企業相談会
　　　�大学・短大などの卒業予定

者、一般求職者（年齢は問
いません）

※予約不要です。

所在地 地目 土地面積 用途地域 最低入札価格 問合

上坂町三丁目111番、112番 宅地 945.00㎡ 第 1種　中高層
住居専用地域等 73,332,000円

経営改善課
（℡44-0301）

天神町四丁目79番 1 宅地 168.27㎡ 第 1種　住居地域 17,012,000円

天神町四丁目79番 3 宅地 193.88㎡ 第 1種　住居地域 20,182,000円

天神町四丁目79番 6 宅地 186.46㎡ 第 1種　住居地域 19,671,000円

富岡字片洞1036番 6 宅地 267.76㎡ 市街化調整区域 6,530,000円
羽黒字桜海道53番 1 、58番 3 、
59番 1 、60番 2 宅地 1,023.50㎡ 市街化調整区域 29,638,000円

羽黒字小豆田 9番 6 宅地 218.99㎡ 市街化調整区域 11,759,000円

四季の丘四丁目43番地 宅地 227.22㎡ 市街化調整区域 8,406,000円 学校教育課
（℡44-0351）四季の丘四丁目44番地 宅地 253.70㎡ 市街化調整区域 7,308,000円

・個人相談会　49歳以下
※要予約で先着 8人。
申込・�問合　 1月31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。
※詳しくは市ホームページ�ペー
ジ番号1009393�を見て
ください。

口の健康が健康長寿の源
―あなたのお口は健康ですか？―
　「将来寝たきりにならないため
の口腔

くう

の知識」「オーラルフレイ
ル」について、第一人者から学び
ませんか。
※講師は東京で講演し、ZOOMを
使用するオンライン配信です。
日時　 2月 4日㊏15:00～16:30
場所　市民健康館
講師　�東京医科歯科大学大学院
　　　�地域・福祉口腔機能管理学

分野�教授��松尾浩一郎氏
定員　�①20人（市民健康館でオン

ライン受講）
　　　②90人（ZOOM）
費用　無料　
※②の通信料は受講者の負担です。
申込・�問合　 1月20日㊎～31日㊋

の 9 :00～17:00に①を希望
する人は電話で市民健康館
（℡63-3800　㊏㊐除く）、

　　　�②を希望する人
は次の二次元コ

　　　�ードから申し込
み

※詳しくは市ホームページ�ペー
ジ番号1002613�を見てください。
※①は新型コロナの影響により中
止する場合があります。　

健康講演会

医師による健康なんでも相談
　無料、予約不要で、健康のことやからだの気になることなどを気軽に
相談できます。
日時　① 2月 9日㊍　② 2月28日㊋　各回13:30～15:00
場所　市民健康館
相談員　①城南クリニック　保浦晃徳氏
　　　　②結ファミリークリニック　鈴木欣宏氏
定員　なし(当日先着順)
※相談者多数の場合は受け付けできないことがあります。
※新型コロナの影響により中止する場合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

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」

2 月の各種無料健康相談ガイド

※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)

相談 日時・場所 担当

①おくすりなんでも相談 15日㊌13:30～15:00
市民健康館

ひまわり調剤薬局
薬剤師

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）
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毎月第 1 ・第 3 火曜日
1 /17㊋、 2 / 7 ㊋、 2 /21㊋
19:00まで
●市民課　(℡44-0303)
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入
届、転出届の受付、マイナンバー
カードの交付
●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。

　犬山城についてどっぷりひたる
ことができるイベントです。
日時　 2月25日㊏10:00～16:00
場所　�市民交流センターフロイデ

3階、 4階
内容　・基調講演＆トークショー
　　　・�ペーパークラフトやぬり

絵などのワークショップ
　　　・�犬山の特産品やお城グッ

ズの販売
　　　・�犬山城や犬山の情報の展

示
定員・費用　
　　　・�基調講演＆トークショー

150人（要事前申し込み）
　　　　 1人　1,000円
　　　・その他　申込不要
※詳しくはホームページ(https://
inuyamashiromori .com/1st_
inuyamajyo-matsuri/)
または次の二次元コー
ドを見てください。
問合　�犬山城跡整備復元を盛り上

げる会（城もり会）関（E
　　　�メールinuyama.shiromori
　　　�@gmail.com）

毎月第 ２ 日曜日・第 3 火曜日
1 /17㊋、 2 /21㊋17:15～19:00
2 /12㊐ 9 :00～12:00
場所　市役所 1階市民相談室
問合　�文化スポーツ課青少年セン

ター（℡44-0318）平日窓口延長

第 1 回犬山城まつり

青少年の悩み相談
窓口延長

　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。
●市税等の納付は口座振替で�

　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)

毎月第 ２ ・第 4 日曜日
1 /22㊐、 2 /12㊐ 9 :00～12:00
　市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
※ 1 /22㊐は終日メンテナンスの
ため、マイナンバーカードの交付
業務は行いません。
問合　市民課（℡44-0303）

日曜市役所

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。納期限 1月31日㊋

市民税・県民税 4 期
国民健康保険税 8 期
介護保険料 10 期
後期高齢者
医療保険料 6 期

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

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

「市民のひろば」に掲載を希望
する人は企画広報課へ。
3 月 1 日号の締め切りは 1 月
18日㊌、 3 月15日号の締め切
りは 2月 2日㊍です。

トランポリン
競技検定種目
無料体験

日時　 2月26日㊐10:00～10:30

日時　 2月 6日㊊13:30～15:30
　　　�( 1 人30分程度)
場所　市役所 2階204会議室
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　 1月23日㊊～ 2月 3

日㊎に市民健康館(℡63-
3800)か次の二
次元コードから
申し込み

日時　 3月 7日㊋ 9 :30～11:30
※ 6 部制で時間の指定はできませ
ん（予約制）。
場所　市民健康館
対象　市内在住の20歳以上の人
※令和 4年 4月以降にチェックを
した人を除く。
定員　先着40人
費用　300円
測定方�法　超音波によるかかとの

骨密度測定
持物　健康手帳
申込・�問合　 2 月17日㊎ 8 :30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す
る場合があります。

　無料、予約不要で歯や口に関す
る相談が気軽にできます。
日時　 2月16日㊍13:30～15:00
場所　市民健康館

精神科医による
こころの健康相談

骨密度チェック

歯科なんでも相談

要介護認定者の
障害者控除

　介護保険制度に基づく要介護認
定（要介護 1～ 5）を受けている
65歳以上の人のうち、一定の要件
に該当する人は、障害者控除の対
象になります。
　納税者本人または扶養親族が所
得税の確定申告や市民税・県民税
申告時に障害者控除として一定の
金額を所得金額から差し引くこと
ができます。
　対象者には「障害者控除対象者
認定書」を1月下旬に発送します。
※令和 4年中に亡くなった人につ
いては問い合わせください。
問合　高齢者支援課(℡44-0326)

犬山里山学センター
森もり広場

ひとり親家庭の
入進学児童激励会

母子健康手帳の
交付と説明会

　野遊びと小枝の工作を行います。
●ねてる子をさがそう！
日時　 2月12日㊐ 9 :30～12:00
●起きてる子はいるかな？
日時　 3月12日㊐ 9 :30～12:00
【共通】
定員　先着 5組（ 4歳以上の親子）
費用　子ども 1人100円
持物　筆記用具、飲み物
服装　�長袖、長ズボン、長靴、防

寒具
※雨天時は展示ワークスペースの
企画展示で実施します。

　市母子寡婦福祉会では、令和 5
年度に小・中学校へ入進学予定の
ひとり親家庭の児童に入進学激励
会を開催します。
日時　 2月26日㊐10:00から
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 2階201・202会議室
内容　�激励会（図書カードなどの

記念品を贈呈）
対象　�令和 5年 4月に市内の小・

中学校へ入進学予定のひと
り親家庭の児童（父母のい
ない児童も含む）

申込・�問合　入進学激励会の参加
を希望する人は必ず 1月31
日㊋までに市役所 1階子ど
も未来課（℡44-0323）へ

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。
※保健センターでは、妊娠中から
相談できます。
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

相談員　佐藤歯科医院　歯科医師
定員　なし(当日先着順)
問合　市民健康館（℡63-3800)
※当日の状況により相談を受けら
れない場合があります。

申込・�問合　 1 月20日㊎ 9 :00か
ら①氏名②住所③電話番号
を直接または電話で里山学
センター（塔野地字大畔
364-2�℡65-2121）へ

●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

場所　エナジーサポートアリーナ
　　　 1階メインアリーナ
対象　�トランポリン経験のある市

内在住の小学生
定員　 6人（一家族から 2人まで）
費用　無料
持物　靴下、室内用運動靴
申込・�問合　 1月16日㊊～26日㊍

にEメールで、氏名、性別、
年齢、住所、電話番号、メ

　　　�ールアドレスを愛知体操協
会トランポリン委員会　後
藤（Eメールaichitramp@
gmail.com）へ
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※�掲載団体の責任と費用で編集した紙面です。※�掲載団体の責任と費用で編集した紙面です。

●ソフトボール教室
　令和 4年11月15日より令和 5年 3月22日まで 6回
にわたり、山の田公園野球場にて日本ソフトボール
協会 2部リーグで活躍中の「シトリン一宮」の監
督・選手を講師に招き「ソフトボール教室」を開催しています。市内 4中学校
のソフトボール部に所属する32人が指導を受けています。昨年、この教室に参
加した生徒たちが今年、見事に愛知県代表として全国大会に出場しました。
　この結果に、「シトリン一宮」大國香奈子監督もとても喜んでいただきまし
た。年齢の近い現役選手達から様々なアドバイスをもらい、参加者たちはとて
も良い刺激を受けることができました。

●ウルフドッグスバレーボール教室
　10月10日、犬山市体育館で「バレーボール教室」を開催しました。V�リーグ
「ウルフドッグス名古屋」の渡邊コーチをはじめとする 5名の講師を招き、市
内スポーツ少年団バレーボール部会の 5 ･ 6 年生男女50名が指導を受けました。
遊びを取り入れた準備運動から始まり、オーバーハンドパスやアンダーハンド
パス、スパイクやサーブの指導を受けました。参加した子どもたちは、憧れの
プロプレーヤーのアドバイスを受けながら、熱心に取り組んでいました。
　最後に、楽田クルーズの副キャプテン酒井菜乃花さんが「この教室での指導

を今後のプレーに生かしていきたい」とお礼の挨
拶をし、とても充実した教室となりました。この
中から、将来、講師の皆さんを超えるスター選手
が誕生するかもしれませんね。

ジュニアアスリート育成事業

スポーツ少年団

パート職員募集

9 月12日�木曽川犬山緑地グラウンド
総合優勝�男子　小島博美
　　　　�女子　大島しずゑ
1コース�男子　小島博美（前原）
　　　　�女子　大島しずゑ(羽黒遊々会）
2 コース�男子　仙石輝治(金時会）
　　　　�女子　荒木美津子(すずらん）

●射撃
8 月21日、11月13日　関国際射撃場
スキート部門　久郷大完　�　
トラップ部門　堀井保
●テニス
10月 9 日　山の田公園テニスコート
男子ダブルス　戸島宏・濱光汰組
女子ダブルス　奥村佐希・渡邉ゆか
壮年男子　　　堤田譲治・中本光
●ソフトボール
10月16日、22日　山の田公園野球場
一般男子　　　ホワイトイーグルス
中学女子　　　犬山中学校
●グラウンド・ゴルフ
11月 5 日
羽黒中央公園多目的スポーツ広場
ゴールド男子　川治立身
ゴールド女子　大島しずゑ
ブロンズ男子　永田幸三
ブロンズ女子　嶋田和子
●バレーボール
10月23日、11月20日、23日
エナジーサポートアリーナ
一般男子　　レグルス
女子一部　　白帝
女子二部　　スパーク
中学生男子　犬山中学校
中学生女子　南部中学校

●第13回後期バレーボール大会
11月 5 日
エナジーサポートアリーナ
6年生の部　優勝
こくまろkidʼ�s

第50回 秋季会長杯
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

スポーツ少年団

問合　ＮＰＯ法人犬山市体育協会(9:00～17:00）
�℡･FaxFax54-1016　　〒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

職　　種 施設管理
勤務場所 野外活動センター 木曽川犬山緑地

勤務時間

昼の部 8 :30～17:15 8 :30～17:15
夜の部 17:00～21:30 －

その他
��男性のみ　夜勤21:30～翌朝
�� 8 :30(仮眠･休憩あり) 5 月～ 8月　 8 :30～19:15

��交代制で月 7日～13日程度(土日含む）
募集人数 2 人
賃金時給 986円

交通費 距離に応じて支給
雇用期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日
申込期間 令和 5年 1月15日㊐～� 1 月31日㊋

申込方法 履歴書 1 通(写真添付)を市体育協会事務局まで提出(郵
送)�してください

選考方法 書類選考の上面接(面接日は 2月 9日を予定しています)

その他 雇い止め規定あり(70歳)�更新は 1年ごと契約
申込時に勤務条件の説明をします
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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

▲犬山青年会議所の皆さんと山田市長（当時）

▲サイエンス教室の様子

※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

▲手作りほうきで犬山城の手入れをしました。

▲サイン板を掲出し交通安全を呼びかけました。

　11月20日、ニューアルオープンした東ふれあいセンター
で宝くじの助成金「コミュニティ助成事業」を活用して企
画された「東ふれあいフェスティバル」が開催されました。
　屋内では、親子で学ぶサイエンス教室、お天気実験教室、
プログラミング教室が行われ、屋外では、乗馬体験のほか
竹馬や紙とんぼなどの昔遊びが行われました。またイベン
トの最後には東部中学校吹奏楽部による演奏もあり、親子
や地域住民同士がコミュニケーションを取りながら交流す
る機会となりました。

親子で学び、体験する喜び
「東ふれあいフェスティバル」

　市制70周年を迎える令和 6 年度に「全国城下町シンポジ
ウム」が犬山市で開催されることにあわせ、城下町特有の
問題解決と地域の活性化および将来へ向けての持続可能な
まちづくりを促進していくことを目的とした覚書を、市は
11月29日、一般社団法人犬山青年会議所と締結しました。
　締結にあたり山田市長（当時）は、「これからがスタート、
共に連携しながら良い形で展開していきましょう。」と述
べました。

地域活性化と持続可能な
まちづくり促進を目的とした覚書を締結

　12月 1 日から10日まで愛知県内では、年末の交通安全県
民運動が実施されました。初日の12月 1 日には、運動の盛
り上げと全席シートベルトの着用などを徹底してもらうた
め、市民文化会館に地元の交通安全ボランティア団体が集
まりました。
　同会館の駐車場で行われた式典の後、参加者らが付近の
交差点で、走行車両に対するサイン板の掲出や、停止中の
車両にチラシや反射材などの啓発品の配布を行いました。

シートベルト・チャイルドシート着用の
徹底を

　12月13日、年末の恒例行事となっている犬山城のすす払
いが雨模様のなか行われました。
　犬山城の職員 3 人が、城山から切り出した竹から作った
箒
ほうき

で天井や梁
はり

、軒下などに溜まったほこりやクモの巣を払い、
多くの観光客を受け入れてきた城を手入れしました。

手作りほうきで犬山城すす払い
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今後のコミュニティ
　町会長は数多くの仕事があるので、細かいことが
分からず苦労する町会長は多いです。少しでも苦労
が解消されるようにコミュニティで支援をして、1
年を通してやり切った！と思うことを一つでも見つ
けてもらい、その経験を活

い

かして今井の地域づくり
に関わってほしいです。
理想のまち
　今井は田んぼが広がっていて山に囲まれており、
外から来た人から「景色がいい」と褒められるので、
自慢です。しかし田舎で、お店もなく、自然との調
和も必要なので、住むには大変かもしれません。そ
れでも私は今井に住んでもらいたいと思っています。
自然の豊かさは残しつつ、交
通の不便さが解消されて、の
びのびと暮らせるまちになっ
てくれたらいいなと思います。
今井小学校区コミュニティのみなさんへ
　次の担い手を募集しています。今井のために役に
立ちたいという気持ちがある人は、まずは草刈りから、
ぜひ活動に参加してください。

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）

　子どもたちにとって、今までより見やすく、使いやすいように
池野小学校の図書室の中の配置替えを行いました。
　作業は、図書館担当の先生、学校司書、学校連携司書で行いま
した。

　本棚の位置も、並び方もかわって、子どもたちからは、「きれいになった！」　
「つかいやすくなった！」との声も聞かれました。
　これからも、学校図書室と市立図書
館でタッグを組んで交流を深めていき
たいと思います。

『オレたちバブル入行組』　池井戸　潤著
　1988年、バブルの絶頂期に大手銀行に半沢直樹は
入行する。16年後には、東京中央銀行大阪西支店の
融資課長になっていた。
　支店長が強引に無担保で 5億円融資を半沢に勧め
させるが、その会社は倒産する。半沢は支店長の責任
を押しつけられてしまう。さらには、社長は雲隠れ。計
画倒産らしい。さあ、無事に債権は回収できるのか。
　記録的な高視聴率をかせぎ出したテレビドラマの
原作。「倍返し」が流行語となる。

※新型コロナウイルスの影響により、変更・中止となる場合が
あります。

場所　市立図書館（本館）

場所　市立図書館（本館）

読書会藍の会の一冊 1 月のイベント

２ 月のイベント

■市立図書館公式
　Facebookアカウント

※令和 5年 1月 4日㊌～26日㊍、市立図書館カウンター前で図書館職員によるおすすめ本の展示を行います。

〇昼間診療　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～）　

〇夜間診療、歯科診療

※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。
※ 2月から尾北医師会による在宅当番制の夜間診療は廃止され、犬山市休日急病診療所の診療時間が延長されます。詳しくは広報犬山 2月 1日号を見てください。

○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

㊏㊐㊗�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7,700円）がかかります。

○江南厚生病院内（こども救急診察室）℡0587-51-3333■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

1月15日㊐ 木村内科 67-0008 山本皮フ科クリニック 62-6855 すぎうら歯科 62-8844
1月22日㊐ みどり診療所 67-3311 ふなびきクリニック 62-8811 きなな歯科 0587-22-7599
1月29日㊐ 宮崎整形外科・外科・内科 68-0461 さとし眼科クリニック 68-3104 いぬやま矯正歯科 63-4182

捨てない未来　キッチンから、ゆるく、
おいしく、フードロスを打ち返す
　　枝元なほみ著　朝日新聞出版
　「食べて生きていく」という人
の営みのおおもとをおおらかに肯
定しながら、子どもたちに残すべ
き地球の未来を守るフードロスに
ついて、料理研究家・枝元なほみ
が考える。京都大学准教授・藤原
辰史との対談も収録。

ゆきのげきじょう
荒井良二作　小学館

　スキーをはいて 1人、出かけた
男の子。とうさんのだいじな本を
やぶいてしまったことを考えてい
た男の子は、くぼみがあるのを忘
れて、落ちてしまいました。する
とそこに、あかりのついたちいさ
な劇場を見つけ…。

池野小学校�図書室
大�改�造！

新着本この一冊
市立図書館（本館）

㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より

20日㊎　読み聞かせボランティア養成講座　第 1回

21日㊏　「おはなしぼっくす」ストーリーテリング

27日㊎　「藍の会」　読書会
28日㊏　「ももたろう」おはなし会

1日㊌　ひよ子ちゃんおはなし会
4日㊏　「けるるんくっく」紙芝居
7日㊋　ふうちゃんおはなし会
10日㊎　読み聞かせボランティア養成講座　第 2回

11日㊗　「ももたろう」おはなし会

14:00～15:30

11:00～11:30
14:00～16:00
11:00～11:30

11:00～11:30
11:00～11:30
10:30～11:30

14:00～15:30
11:00～11:30

　今回も、12月15日号の犬山西地区コミュニティ推進協議会に引き続き、今
井小学校区コミュニティ推進協議会の会長である、長

ながせ

瀬孝
たかし

司さんにインタ
ビューした内容をお届けします。

コミュニティが設立された経緯
　きっかけは、私が今井区の区長になったことです。
当時、今井には不法投棄がたくさんあり、そのゴミ
を何とかしなければならない、という使命感があり
ました。そんな時に、城東コミュニティの人が「地
域のために長く活動できるのはコミュニティだよ」
と教えてくれたので、設立しようと決めました。
　コミュニティを設立してから
は、不法投棄問題の解決以外に
も、通学路の整備、秋祭りの復
活など、さまざまな行事を実施
しています。
印象的なこと
　不法投棄があった場所に、桜を植えたことですね。
最初は苗木が数本しか集まらなかったのですが、里
山学センターの協力もあり、桜を植えることを知っ
た団体などから100本単位で寄付してもらい、桜並木
が出来るくらい植えることが出来ました。草刈りな
どの世話も必要ですが、少しずつ成長し、毎年春に
花を咲かせてくれています。桜の名所となって、観
光地になるかもしれないと思うと、今から楽しみです。

今井小学校区コミュニティ推進協議会　（平成25年 9 月14日設立）
会長　長瀬　孝司　※活動の詳しい内容については、市ホームページ�ページ番号1000777�を見てください。

問合　地域協働課地域担当(℡44-0349)
4

知ってほしい、
　地域のこと。

秋祭りで太鼓を奉納▲

今井の田んぼ▲
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のレクチャーがあります。

図書）に「どうぶつ園のじゅうい」
という単元があり、その単元を学ん

（公財）日本モンキーセンター

　　　　　附属動物園部　武田康祐

▲エコー検査のようす。
　サルは麻酔で眠っている。

元農家が登録している「犬山子ども
食育応援団」制度を取り入れ、地産
地消の推進と安心・安全な食材の利
用を心がけています。
　犬山産の野菜は、秋から冬にかけ
て最盛期を迎えます。今回は、犬山
子ども食育応援団の皆さんが育てた
冬野菜をたっぷり使った「豆乳な
べ」を紹介します。

　犬山子ども食育応援団が育てた野菜
は、犬山朝市などでも販売していま
す。家庭でも犬山産の野菜を味わって
みませんか。

～どんでん朝市～
: :

犬山子ども食育応援団のみなさん

犬山子ども食育応援団の
冬 野 菜

だし汁…………適量

「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　

日本モンキーセンターの
　　　　　“じゅうい”

給食レシピ紹介⑤
～子ども食育応援団紹介
　　　　　＆給食レシピ～

犬山産の野菜を食べて体 ポカポカ 豆乳なべ

教科書の内容と比較しながら日本モ

いて紹介しています。
　日本モンキーセンターの動物病院
は園路から離れた場所にあります。
感染症対策などの理由もあり見学を
することはできませんが、代わりに
たくさんの動画や写真を使って動物
の検査や治療の話、入院中の動物の
話、薬の話などを紹介しています。
　どの学校の児童たちも目を輝かせ
ながら真剣に聞き、最後にたくさん
質問をしてくれるので、日本モンキー
センターに来たことがいい思い出に
なるといいな、また来てくれるとう
れしいなと思っています。
　獣医師の仕事といえば動物の治療
が最初に思い浮かぶと思いますが、
それだけでなく教育普及もとても大
切な仕事です。同様に飼育員の仕事
も多岐にわたります。そのような飼
育員をメインにした期間限定の特別
展「飼育員展」が園内のビジターセ
ンターで絶賛開催中です。獣医師の

仕事も少しだけ紹介しています。体
験コーナーもあり大人から子どもま
で楽しめる内容となっています。会

員展」に興味を持った方は早めに見
に来ていただけると幸いです。ご来
猿（園）お待ちしています！

◆ 作り方 ◆

　　 一煮立ちさせる。

●白菜　●大根　●里芋　●ねぎ　
●かぶ　●ほうれん草　　　など


