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　栽培を行っているハウスには自動で温度やCO2濃度など

を管理する装置が取り付けられています。

　また、ハウスの側面や天井は光合成や空気の入れ替え

ができるよう、一部が開閉できる仕組みになっています。こうした環

境管理を徹底することで糖度の均一性や品質が保たれ、どのトマトを

食べても、おいしいトマトが出来上がるのです。

アイメック農法とは、土の代わりにハイドロゲ

ルでできた薄いフィルムに根を張らせ、フィルム

に浸透する養液で水分ストレスをかけて栽培する

方法です。

　ストレスがかかるこ

とでトマトの糖度が増

し、甘くておいしいト

マトが育ちます。

　栽培しているトマトは育てやす

いミディアムサイズの、フルーティ

で糖度が高いフルティカという品

種。果肉は滑らかで弾力性があり

食感がとても良いです。

　シミ予防や生活習慣病などの予

防も期待されるリコピンを多く含み、美容と健康

を兼ね備えています。

　シルバー直営店「シルバー城下町プラザ」をはじめ、市内外のスーパー

でも買うことができます。

　主な販売場所を紹介します。

シルバー城下町プラザ店（℡080-4222-8505）

シルバーショップワン丸朝市（℡62-8505）

ココトモファーム犬山梅坪店（℡63-0778）

Mikawaya犬山店（℡63-5554）

ヨシヅヤ犬山店（℡61-5811）

イワタケキャスタ店（℡62-8194）

犬山特産品館（℡62-5213）

市内 市外
清水屋春日井店

ヨシヅヤ師勝店、可児店、西春店

JA愛知北産直センター扶桑店

県内イオン各店舗

平和堂江南店

伊木山ガーデン

コープあいち小牧センター　など

～「おいしい花子」が「おいしい」 4つの理由～

今年で 5年目甘さはじける

「おいしい花子」の
　　　　　　季節です。

アイメック農法

施設栽培で環境管理

フルーティで
栄養たっぷり

販売期間 12月～ 6月末

PR動画配信中

問合　犬山市シルバー人材センター（℡62-8505）
愛情込めて育てています♪

犬山幼稚園での
給食風景

給食に「おいしい花子」が
使われました
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最終回

　令和元年度から 4年間にわたり、犬山市の給食や食育について紹介してきました。
　食育とは、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と、「食」を選択する力を身
に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。
　市は、子どもたちが生涯にわたって心身ともに健康で、生き生きと暮らすことができ
るよう、食育を進めています。

学校や園で子どもたちが食べる給食は、食育の
生きた教材です。毎日の給食を通して、「栄養バラ
ンス、旬、地場産物、行事食や郷土料理」などを
伝えています。
　また子どもたちが食への興味を持ち、よりよい
食生活を身に付けられるよう、給食だけでなく授
業や委員会活動などで食に関する指導を行っています。

　食育を進めていくためには、家庭や地域のサポー
トが大きな力となっています。　
　食の基礎となる家庭においては、家族との食事
やお手伝いを通して、協力して楽しく食事をする
こと、食事のマナー、規則正しい食習慣などが培
われます。

　また地域の協力を得ながら行う、田植えや芋掘りなどの体験活動は、
食への学びをさらに深めることにつながります。
　これからも市では、子どもたちの心身共に健やかな成長のために、家
庭や地域と連携しながら食育の推進に努めていきます。

問合　学校教育課（℡44-0351）

問合　市体育協会（℡54-1016　勤労青少年ホーム 1階）

令和 5年度春季市民大会 開催日程子どもたちの
健やかな成長を願って 種目 開催日 （予備日） 会場 部門 参加料 （支払い） 申込期限

少年軟式野球
（第53回）

4 / 1 ㊏～ 5 / 5 ㊗ 木曽川犬山緑地野球場・
山の田公園野球場

小学生
中学生 無料 3 /26㊐

※代表者会議　 3 /26㊐19:00から　勤労青少年ホーム

テニス 4 / 2 ㊐(4 / 9 ㊐） 山の田公園
テニスコート

一般男子ダブルス
壮年男子ダブルス
(50歳以上･ペア合計110歳以上)
一般女子ダブルス

1組400円
+ボール等負担金
600円（当日）

3 /19㊐

バスケット
ボール

4 / 8 ㊏ 犬山中学校 中学生（男・女） 無料 4 / 2 ㊐
4 / 8 ㊏ 市体育センター シニアの部 1人200円（当日） 4 / 2 ㊐
5 /14㊐

エナジーサポート
アリーナ

小学生（男・女） 無料 4 /30㊐

7 /30㊐ 一般（男・女）
1人200円（当日）
空調費1,000円/
1 チーム（予定）

7 / 2 ㊐

※代表者会議　小学生　　　　 5 / 6 ㊏19:00から　勤労青少年ホーム
　　　　　　　一般（男・女） 7 /22㊏19:00から　勤労青少年ホーム

サッカー
4 / 9 ㊐～ 5 / 7 ㊐ 羽黒中央公園

多目的スポーツ広場
一般男子Ａ 1チーム4,000円

（代表者会） 3 /31㊎
一般男子Ｂ（40歳以上）

※代表者会議　 4 / 5 ㊌19:30から　エナジーサポートアリーナ

ソフトボール
4 / 9 ㊐・16㊐ 山の田公園野球場 一般男子 1チーム4,000円

（代表者会） 4 / 1 ㊏

5 /13㊏( 5 /27㊏) 山の田公園野球場 中学生女子 無料 5 / 6 ㊏
※代表者会議　 4 / 1 ㊏19:00から　勤労青少年ホーム

ソフトテニス
4 /16㊐( 4 /23㊐）

山の田公園
テニスコート

一部（一般男子・高校生）
二部（一般女子・壮年） 1組400円（当日）

4 / 9 ㊐
4 /15㊏( 5 / 6 ㊏） 中学男子（団体･個人）

中学女子（団体･個人） 無料

バドミントン 4 /16㊐ エナジーサポート
アリーナ

一般男子ダブルス（ 1 ･ 2 部)
1 人200円（当日） 3 /24㊎

一般女子ダブルス（ 1～ 3部)

弓道 4 /16㊐ 市弓道場 一般（男・女）
学生（男・女） 3 /24㊎

軟式野球
（第53回）

4 /16㊐～ 木曽川犬山緑地野球場 一般 1部（Ａ・Ｂ級）
一般 2部（Ｃ級・一般）

1チーム4,000円
（抽選会） 3 /26㊐

※代表者会議　 3 /26㊐18:00から　勤労青少年ホーム

柔道 4 /16㊐ 市武道館 柔道場
小学生（低・中・高学年） 無料

当日現地
有段・段外・一般女子 1人200円（当日）

クレー射撃
4 /30㊐

関国際射撃場
スキート 1種目200円

（当日） 当日現地
5 /14㊐ トラップ

卓球 4 /30㊐ エナジーサポート
アリーナ

一般男子ダブルス
一般女子ダブルス 1人200円（当日）

4 /16㊐
中学 3年（男・女）  
中学 2年（男・女） 無料

バレーボール
5 / 3 ㊗

エナジーサポート
アリーナ

中学生（男・女） 無料 4 /30㊐
5 / 7 ㊐ 一般女子（ 1・ 2部） 1チーム3,000円

（当日）
4 /23㊐

5 /21㊐ 一般男子 5 / 7 ㊐
グラウンド・
ゴルフ 5 /13㊏（ 5 /16㊋）羽黒中央公園多目的スポーツ広場

ゴールド（男・女）
ブロンズ（男・女）

1人200円
（体協事務局） 4 /14㊎

ハイキング 5 /14㊐ 日龍峯寺本城山(関市) 一般（定員20人） 1人200円（当日） 4 /23㊐9 :00受付

空手道
(第22回) 5 /28㊐ エナジーサポート

アリーナ
形（段・級・学年ごと）
古武道(級段学年区分無し)
組手（学年ごと）

無料 3 /20㊊

バウンド
テニス 6 /25㊐ 市武道館　剣道場 一般ダブルス戦(ボレー有り部)

一般ダブルス戦(ボレー無し部) 1 人200円（当日） 6 /11㊐

食育

学校
・
園

　家庭
　  と
　地域

生産の大変さや収穫の喜びを経験
し、食べ物の大切さを学んだよ♪

普段の園生活ではなかなか経験
できない貴重な体験をしたよ♪

工夫をこら
した給食

おうちの人と一緒に
給食を食べました♪

栄養士さんから
食の大切さを学んでいます。

畑で野菜を収穫したよ♪
いつもおいしい給食ありがとう！

犬山でとれた桃で作った「桃ジャム」
を使い「桃ジャムソースのミルクプリン」
を愛情込めて作っています。

給食の時間が近づくと、出来上がりの美味しい匂いが学校・園に広がります。すぐそばに給食室、作る人の顔が見えることで、食への関心が高まります。
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①昆虫教室（全 5回）
　野外で昆虫の観察や採集を行い、標本を作ります。
時間　10:00～15:00　　対象　 4歳以上の子どもと保護者
定員　 8家族
費用　子ども 1人1,000円

②野遊び（全 6回）
　自然観察と里山の素材を使った工作を行います。
時間　 9 :30～12:00　　対象　 4歳以上の子どもと保護者
定員　 5家族　　　　  費用　子ども 1人600円

③里山ウォッチング（全 5回）
　里山学センター周辺を歩いて草木を観察し、絵と文章に
まとめて自分だけの博物誌を作ります。
時間　 9 :30～12:00　対象　18歳以上　　
定員　10人　　　　 費用　1,500円

④女性の畑と園芸教室～里山ハーバルライフ～（全 7回）
　里山ハーブ（野草）で園芸用ハーブの育て方と利用方法
を学びます。
時間　10:00～14:00　対象　18歳以上
定員　10人　　　　 費用　3,500円

[共通]
場所　里山学センター　
服装　汚れてもよく動きやすいもの
申込　 3 月31日㊎までに①氏名（保護者同伴の場合は保護者名も含む）②年齢③郵便番号④住所⑤電話番号⑥

メールアドレスを、直接またはファックス、Eメール、はがきで里山学センター　（〒484-0094　塔野
地字大畔364-2　Fax65-2121 Eメールsatoyama-gaku@etude.ocn.ne.jp 9 :00～17:00　㊊除く）へ

※電話での申し込みはできません。
※応募者多数の場合は抽選を行い、全員に結果を通知します。
問合　①・③里山学センター（℡65-2121）、②・④NPO法人犬山里山学研究所（℡65-2300）

里山学センターからのお知らせ

回 日にち タイトル
1 4 月16日㊐ 昆虫の世界
2 5 月 7 日㊐ 季節の昆虫（チョウ）
3 6 月18日㊐ 季節の昆虫（トンボ）
4 7 月 2 日㊐ 季節の昆虫（カブトムシ）
5 7 月23日㊐ まとめと標本箱づくり

回 日にち タイトル
1 4 月23日㊐ 里山の花
2 5 月21日㊐ 里山の新緑
3 9 月16日㊏ 里山の秋の七草
4 10月22日㊐ 里山の秋のよそおい
5 11月19日㊐ 里山の紅葉

回 日にち タイトル

1 4 月20日㊍ 種まき、里山の野草摘み

2 5 月18日㊍ 苗の植え替え

3 6 月15日㊍ 里山ハーブのチンキ作り

4 7 月20日㊍ バジルソース作り
5 9 月21日㊍ 種まき、キッチンハーブの寄せ替え
6 10月19日㊍ 里山ハーブのローション作り
7 11月16日㊍ ローゼルを使って

回 日にち タイトル

1 4 月 9 日㊐ 食べられそうな野草をさがそう
ネームプレート作り

2 5 月14日㊐ 春の花をさがそう
きのこのストラップ作り

3 6 月11日㊐ 里山の昆虫をさがそう
ミニカー作り

4 7 月 9 日㊐ 水辺の生きものをさがそう
（雨天はたたき染め体験）

5 8 月27日㊐ こかげの生きものをさがそう
ハガキスタンド作り

6 9 月10日㊐ 秋の七草をさがそう
森の絵手紙作り

博物館 明治村
市民特別割引

「犬山市の
公共交通」
絵画作品展

　マイナンバーカードや免許証な
ど、市内在住の証明ができるもの
を提示すると、 3月25日㊏～ 4月
6日㊍の期間は特別割引料金で入
村できます。
料金　大人　1,600円
　　　 （通常2,000円）
　　　 シニア(65歳以上)・
　　　大学生　
　　　1,300円（通常1,600円）
　　　高校生　1,000円
　　 　（通常1,200円）
　　　小中学生　600円
　　　 （通常700円）
※ 1人の証明で 5人まで割引可
※シニア、大学生、高校生は証明
できるものが必要です。
※他の割引券やサービス券との併
用、団体利用不可。

　児童生徒の公共交通に関する多
くの絵画作品を展示します。
期間　 3月20日㊊～30日㊍
場所　市役所 1階市民プラザ
問合　防災交通課（℡44-0347)

日本モンキーセンター
新アフリカ館（仮称）
グランドオープン

　アフリカのサルたちの展示施設
がグランドオープン。
日時　 4月 1日㊏10:30から
場所　日本モンキーセンター内
費用　無料（入園料別）
問合　 日本モンキーセンター（℡

61-2327　Fax62-6823　Eメ
　　　ール　info@j-monkey.jp)
※詳しくは日本モンキ
ーセンターホームペー
ジを見てください。

問合　博物館明治村（℡67-0314）
※来村前、休村日など
公式ホームページで確
認してください。
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後期高齢者医療制度の協定保養所

ありがとうございます

　地域自治に尽力した長期勤続町会長に対し感謝状が、市内のごみ集積
場の美化に努めている優良町内会に対し表彰状が贈られました。
●長期勤続町会長
岸繁男（上野住宅）、
原田　保（北徳明町）、
原康眞佐（橋爪中北）、
大澤靖男（南西１）、
甲斐清次（長見）、
丸山和成（栗栖中）、
今枝稔幸（北野）、
齊木良広(ベルドゥエ)
※順不同、敬称略

●ごみ集積場優良町内会
猪ノ子町、コープタウン犬山、
ハイタウン、長見、青木団地、
金屋団地第１、南椿台団地、
ナビタウン１、つつじケ丘、
グリーンタウン楽田、
西楽田団地１、福住
※順不同

　今回でつつじヶ丘町内会は 7 年連続、金屋団地第 1 町内会は 6
年連続の表彰です。いつもごみ集積場の美化に努めていただきあ
りがとうございます

　愛知県後期高齢者医療制度に加入している人は、次の協定保養所に宿
泊すると、 1 泊の宿泊料金が1,000円安くなります（ 4 月 1 日から翌年
3月31日までの宿泊分、全協定保養所合わせて 4泊まで、加入者本人の
み）。
　宿泊料金や開館状況などは協定保養所により異なりますので、各保養
所へ直接問い合わせてください。

利用方法　①�協定保養所へ電話などで予約する（予約時に「愛知県後期
高齢者医療の被保険者」であることを伝えてください）。

　　　　　②�宿泊当日に協定保養所の窓口で「後期高齢者医療被保険者
証」と「利用カード（初回利用時に協定保養所で交付）」
を提示し「利用カード」に押印を受けてください。

　　　　　③�会計時に利用料金から助成金額1,000円が精算されます。
問合　愛知県後期高齢者医療広域連合　給付課（℡052-955-1205）

国民健康保険の異動は14日以内に手続きしてください
　国民健康保険（国保）は、病気やけがをした時の医療費を加入者で助け合う制度です。市内に住民登録のあ
る人で、他の健康保険に加入していない全ての人が加入する制度です。
　 3月と4月は、退職や就職、卒業、入学など国保の資格の異動が多い時期です。異動があった場合は必ず14
日以内に国保の届け出を行い、保険証の交付や訂正、返却の手続きをしてください。
　手続きを忘れたり遅れたりすると、医療費の保険給付が受けられない、国保税をさかのぼって支払うなど不利
益を受けることがあります（加入者本人以外でも手続きできますが、委任状が必要な場合があります）。
持物　マイナンバーカード（ない場合は通知カードと運転免許証など本人確認書類）と下表の必要なもの

※健康保険（共済組合）資格喪失連絡票とは、国民健康保険の加入日（健康保険の資格喪失日）を確認する書
類です。離職（退職）証明ではありません。離職（退職）証明と同じく会社から交付されるものです。会社に
用紙がない場合は、市役所1階保険年金課国民健康保険担当、各出張所または市のホームページ�ペー
ジ番号1000108　にあります。
問合　保険年金課（℡44-0327）

市政情報 イベントお知らせ

犬山市オフィシャル動画

広報「まるいちＴ
ティービー

Ｖ」配信中！

　犬山市のオフィシャル動画広報「まるいちTV」を、令和 4年
7月から配信しています。

�まるいちTV  　検索

　動画を通じて、皆さんが市政をより身近に、親しみを感じられ
るよう取り組んでいます。
※取材情報募集中！地域のイベントや市民活動等ありましたら、
気軽に連絡してください。なお、すべての情報を取材
できるわけではありませんので、予

あらかじ

めご了承ください。
問合　企画広報課（℡44-0311）

産前産後期間
国民年金保険料免除

動画コンテスト
受賞作品決定！

　申請により出産した月の前月か
ら 4か月間（多胎妊娠の場合は出
産した月の 3 か月前から 6 か月
間）国民年金保険料が免除されま
す（平成31年 3 月31日以前の期間
は免除の対象外）。
　免除期間は保険料を納付したも
のとして将来の年金受給額に反映
されます。
　平成31年 2 月 1 日以降の出産で
あれば、申請期限はありません。
※詳しくは次の二次元コードから
市ホームページ�ペー
ジ番号1005657�を見て
ください。
対象　�国民年金第 1号被保険者

（自営業、学生、無職など
の人）で出産日が平成31年
2 月 1 日以降の人

持物　�マイナンバーカードなどの
本人確認書類、基礎年金番
号のわかるもの。出産前に
申請する場合は母子健康手
帳

申込　�出産予定日の 6か月前から
市役所 1階保険年金課か各
出張所へ

問合　保険年金課（℡44-0328）
　　　一宮年金事務所国民年金課
　　　�（℡0586-45-1418）

2 月中旬、「カラフル犬山いい
ね動画コンテスト最終審査会」が
行われ、受賞作品が決定しまし
た。フィルム部門では、中馬亮介
さんの「からふるいぬやま」が
最優秀賞に、ショート部門では
katano_taigaさんの「紅葉彩る
明治村」が最優秀賞に決まりまし
た。
　コンテスト結果は
　　　　　　こちら▶
問合　企画広報課（℡44-0311）

場所 協定保養所名 電話番号
豊田市 豊田市百年草 0565-62-0100
東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211
長野県王滝村 おんたけ休暇村 0264-48-2111
蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696
江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555（予約専用）

手続きが必要なとき マイナンバーカードのほかに必要なもの
退職し、勤務先の健康保険の資格がなくなったとき 健康保険（共済組合）資格喪失連絡票※
就職し、勤務先の健康保険に入ったとき 勤務先の健康保険証、国民健康保険証
健康保険の扶養として認定されたとき 勤務先の健康保険証、国民健康保険証
健康保険の扶養から外れ保険がなくなったとき 健康保険（共済組合）資格喪失連絡票※

健康保険の任意継続期間が満了するか満了前に国保加入
するとき（任意継続保険証を返却する前に手続きが必要）

・期間満了まで継続の人…任意継続の保険証
・期間満了前に国保加入を希望する人
　…健康保険（共済組合）資格喪失連絡票※

修学のため家族と離れて下宿や寮などに住むことになっ
たときや、在学期間が延長したとき 在学証明書か学生証（写し可）、国民健康保険証

修学のため家族と別の保険証を受けていた人が修学を終
えたとき 修学者用国民健康保険証
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チャレンジ農業講座
(全 3 回)

どんでん館
活動室年間利用

ボランティアによる
パソコン初心者相談

市スポーツ表彰
候補者

市立図書館
ネーミングライツ
スポンサー

令和 5 年度からオンラインで申請ができる
地球温暖化対策補助金

　農作物の販売を目指す人のため
の農作物の栽培方法を無料で学べ
る講座です（定員10人。定員を超
えた場合は抽選）。
①夏野菜の栽培および販売方法
②秋野菜の栽培および農薬管理
③冬野菜・春野菜の栽培
日時　① 5月16日㊋10:00～11:00
　　　② 8月22日㊋10:00～11:00
　　　③ 9月 6日㊌10:00～11:30
場所　市役所 2階205会議室
講師　JA愛知北職員
申込・�問合　 3月31日㊎までに
　　　産業課（℡44-0341）へ

　どんでん館 2階活動室は 4人程
度の会議ができるスペースで、
9 :00から21:30までの間、使用を
希望する団体に年度末まで一括し
て許可しています。希望する団体
は、申請をしてください。
※定期的に開催する教室やサーク
ル活動の会場として使用すること
はできません。
申込・�問合　所定の申請書と使用

者名簿、令和 4年度活動報
告および令和 5年度活動計
画を歴史まちづくり課（℡
44-0354）へ

　生涯学習活動を支援する市民講
師が自ら企画し指導する講座で
す。パソコン初心者を対象に、
パソコンの操作方法やWordや
Excelなどの簡単な使い方などを
教えます。
日時　�毎週㊎15:00～17:00
　　　�(㊗、�第 5 ㊎を除く)
場所　丸山地区学習等供用施設
　　　 2階学習室
講師　犬山市民講師　山口四郎氏
対象　パソコン初心者
定員　先着14人　費用　無料
持物　パソコン　申込　不要
問合　文化スポーツ課
　　　�(℡44-0352)

　令和 4年 4月 1日～令和 5年 3
月31日開催のスポーツ競技大会に
出場または優秀な成績を収めた選
手や団体、その指導者を表彰しま
す。
対象　�市内在住・在勤・在学で、

次のいずれかに該当する個
人または団体

　市立図書館に事業者名や商品ブ
ランド名を冠した愛称をつけ、企
業PRを行いませんか。

●住宅用地球温暖化対策設備などの導入　※ 1・ 2
　　　　　　　　　　市ホームページ�ページ番号1004877�▶
　・定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）
　・電気自動車など充給電設備�※住宅へ電力供給が可能な設備
　・家庭用エネルギーシステム（HEMS）
　・家庭用燃料電池システム（エネファーム）
　・太陽熱利用システム〔令和 5年度から新たに追加〕
　・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）　など
●既存住宅の省エネ改修　※ 2
　　　　　　　　　　市ホームページ�ページ番号1008644�▶
　・高性能建材（断熱材・窓・ガラス）での断熱改修
　・高効率給湯器への取替
●次世代自動車の購入　※ 3
　　　　　　　　　　市ホームページ�ページ番号1008672�▶
　・電気自動車
　・燃料電池自動車
※ 1　太陽光発電設備は他設備と一体導入した場合に対象です。
※ 2　�国や県の補助対象として登録や認証を受けている設備、材料、住

宅であることが必要です。
※ 3　プラグインハイブリッド車両は対象外です。
【共通】
対象　市民。次世代自動車は車両を事業目的に使用する事業者も対象。
申込・�問合　 4月 3日㊊から市役所 3階環境課（℡44-0345）へ
※オンライン申請は 4月 1日㊏からできます。
・�各補助制度は具体的な条件、補助金額や、申請のタイミング（工事着
手前など）や必要な書類などが違います。今年度からの変更点もあり
ます。必ず各制度の資料を確認してください。
・�補助制度の詳しい内容や申請書のダウンロード、オンライン申請はそ
れぞれの市ホームページまたは各二次元コードから。
�・��この補助制度は、機器などの故障に対応するための制度ではありませ
ん。必要な申請書類がすべて提出された後に、申請内容の審査の手続き
を開始するため、日にち（ 2 週間程度）に余裕をもって申請してください。

民生委員児童委員

　欠員 2区域の民生委員児童委員が決定しましたのでお知らせします。
任期　令和 7年11月30日まで

※他区域の民生委員児童委員は、広報犬山 1月 1日号12・13ページに掲
載しています。
問合　福祉課（℡44-0320）

消費者トラブルに
気をつけて

●不用品の訪問購入トラブルに注
意
　「どんなものでもいいから女性
用衣類を売ってほしい」と女性か
ら電話があり、来訪を承諾した。
後日男性が来て着物類を見せたが
「アクセサリーや貴金属はない
か」とせかされ、慌てて叔母の
形見や亡夫からもらった指輪な
どの貴金属を出した。すると合
計1,200円の明細書とお金を渡さ
れ、物品を持ち帰られた。
　　　　　　　　（70代　女性）
アドバイス
　買い取り事業者が、事前に買い
取りを承諾していない物品を突然
売るように要求したり、消費者の
自宅を突然訪問して勧誘したりす
ることは禁止されています。売る
つもりのない貴金属などの売却を
迫られても、物品を見せず、きっ
ぱり断りましょう。必ず契約書を
受け取り、すぐに物品の種類、買
い取り価格、業者名、連絡先など
を確認しましょう。訪問を受ける
場合は、できるだけ一人で対応せ
ず、信頼できる人に同席してもら
いましょう。
無料相談窓口
●犬山市消費生活センター
日時　�㊊～㊍（㊗除く)
　　　13:00～17:00
　　　（受付は16:30まで）
場所　市役所 1階相談室
　　　�（℡44-0398）
●愛知県消費生活総合センター
日時　�㊊～㊎（㊗除く)
　　　 9 :00～16:30、
　　　㊏㊐ 9 :00～16:00
問合　℡052-962-0999
●犬山市消費生活法律相談
日時　�3 月17日㊎、 4月21日㊎
　　　13:00～16:00
予約　産業課（℡44-0340）

氏名 電話番号 担当区域

伴　寿美 55-6306 五郎丸北第 1

岩下邦子 62-3310 上野住宅

　詳しくは市ホームペ
ージ�ページ番号10095
92　を見てください。

使用期間　 3年以上
ネーミン�グライツ料　年額10万円

以上(消費税および地方
消費税抜き)

受付期間　随時(毎月末締切)
問合　市立図書館（℡62-6300）

①�オリンピック・国際大会・全国
大会に出場した場合
②�中部地区大会・東海地区大会で
3位以上に入賞、愛知県大会で
優勝した場合
③�その他、犬山市スポーツ表彰要
綱の表彰の基準を満たす成績を
収めた場合
※対象は予選会などを経て出場し
た場合に限ります。
※出場予定であった大会が中止と
なり出場できなかった場合も対象
となります（主催者発表の大会中
止がわかる資料も必要です）。
選考方�法　提出された書類により

審査委員会が審査し決定
申込・�問合　 4月 7日㊎までに候

補者推薦調書（市役所 3階
文化スポーツ課で配布また
は市ホームページ�ページ
番号1005603　からダウンロ

　　　�ード）と成績や大会概要
（参加資格など）がわかる
資料を文化スポ

　　　�ーツ課(℡44-03
　　　�52)へ
※自薦・他薦は問いません。

医師による
健康なんでも相談

　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　 4月11日㊋13:30～15:00
場所　市民健康館
相談員　高橋眼科　高橋朝彦氏
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。
費用　無料
問合　市民健康館（℡63-3800）
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　最近眠れない日が続いている、
何もやる気がしないなど、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　 4月19日㊌13:30～15:30
　　　�( 1 人30分程度)
場所　市民健康館
相談員　ともこころのクリニック
　　　　髙木友徳氏
定員　先着 4人
　　　�(要予約、初回優先）
費用　無料
申込・�問合　 4月 3日㊊～14日㊎　

に市民健康館(℡63-3800)
か次の二次元コ

　　　�ードから申し込
み

精神科医による
こころの健康相談 高齢者施設の活用を

●老人憩の家、老人福祉センター
　高齢者の教養の向上、レクリエーションや趣味活動を通じて健康の増
進を目的とする施設

●高齢者活動センター
　高齢者の就業の機会の提供、健康の増進および社会交流を図る施設

※詳しくは次の二次元コードから市ホームページ�ページ番
号1001524　を見てください。
問合　高齢者支援課（℡44-0325）

母子健康手帳の交付と説明会
日時　�毎週㊋（㊗除く）　 9 :15から約 1時間
※予約制です。事前に電話してください。上
記日時で都合が悪い場合も個別に対応します
ので電話で相談してください。
※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

4 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 19日㊌13:30～15:00　市民健康館 パール薬局薬剤師　永田淑規氏
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）

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。

　　　　　　　��【�Facebook】「あいちこころのサポート相談」（ID@aichi.soudan）アカウントをフォローし、
メッセンジャー画面から事前アンケートに回答後、相談を開始してください。

　　　　　　　　※SNS相談は㊊～㊏20:00～24:00、㊐20:00～翌日 8 :00になります。
※市ホームページ�ページ番号1005070�や厚生労働省ホームページ「まもろうよこころ」では、こころの健
康に応えるさまざまな相談先を紹介しています。 「まもろうよこころ」

　　　　　　　��【�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

　　　　　　　��【�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

　　　　　　　��【�Facebook】「あいちこころのサポート相談」（ID@aichi.soudan）アカウントをフォローし、

　　　　　　　　※SNS相談は㊊～㊏20

施設名 住所 申込・問合
南老人福祉センター 橋爪字巾屋敷56-1 62-4458
羽黒老人福祉センター 羽黒新田字中屋敷17-1 67-5911
楽田老人福祉センター 字横町216-6 67-6366
東部老人憩の家 富岡字株池113-1 61-8456
前原老人憩の家 前原字横町1-1 62-3116
内田老人憩の家 犬山字大門先18 62-5962
五郎丸老人憩の家 五郎丸字新田組67 61-6566
池野老人憩の家 字内屋敷173 68-1977

施設名 住所 申込・問合
高齢者活動センター 松本町二丁目7 62-5730
南部高齢者活動センター 字郷西299-4 67-9833

令和 5 年度高齢者・
障害者タクシー
利用券の交付

シルバー
人材センター
写経・茶話会

　タクシー料金の基本料金相当額
を助成しています。助成を受ける
には、毎年申請が必要です。希望
する人は利用券の交付申請をして
ください。
日時　 3月22日㊌ 8 :30から
●高齢者
場所　市役所 1階高齢者支援課
対象　満85歳以上の人
枚数　最大28枚
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

問合　高齢者支援課（℡44-0325）
※令和 4年度中に高齢者タクシー
利用券の交付を受けている人には
3月下旬に申請書と交付方法につ
いてのお知らせを郵送します。
●障害者
場所　市役所1階福祉課
対象　�身体障害者手帳 1 ･ 2 級、

療育手帳Ａ判定、精神障害
者保健福祉手帳 1級のいず
れかを所持している人

持物　障害者手帳
枚数　自動車税減免なし最大48枚
　　　自動車税減免あり最大24枚
※申請する月によって交付枚数が
異なります。
問合　福祉課（℡44-0321）

日時　 4月18日㊋13:30～15:30
場所　高齢者活動センター
対象　市内在住60歳以上の女性
料金　無料
定員　20人
申込・�問合　 4月11日㊋までにシ　

ルバー人材センター(℡62
　　　-8505)へ

●市税等の納付は口座振替で
　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、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 3月31日㊎
国民健康保険税 10 期
介護保険料 12 期
後期高齢者
医療保険料 8 期

毎月第 1 ・第 3 火曜日
4 / 4 ㊋、 4 /18㊋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

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。

●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

毎月第 2 ・第 4 日曜日
3 /26㊐、 4 / 9 ㊐ 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）

日曜市役所
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毎月第 2日曜日・第 3火曜日
4 / 9 ㊐ 9 :00～12:00
4 /18㊋17:15～19:00
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）

青少年の悩み相談
窓口延長

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

市民コーラスかかし
演奏会

小型船舶免許更新
講習会 犬山労山マップ

連続市民登山教室

ノルディック
ウォーキング体験会

犬山城下町
春の巨樹めぐり

シニア世代の仲間たちが集い、
一緒に楽しく歌える、やさしい合
唱団です。
日時　 3月21日㊗
　　　13:30開場　14:00開演
場所　南部公民館　講堂
問合　柴田（℡090-8157-5874）

日時　 3月26日㊐11:00から
場所　愛北漁協協働組合
※失効者講習も同時開催
申込・問合　愛北漁協協働組合
　　　 （℡・Fax62-4710）へ
※不在の時は名前と連絡先を留守
番電話または Faxへ

　山を登る楽しさ、仲間と達成す
る喜びを感じ、一緒に学びません
か。
日程・内容
①　 4月 5日㊌　机上A
　　 （装備・歩き方など）
②　 4月16日㊐　実践A納古山
③　 4月26日㊌　机上B
　　 （地図と磁石など）
④　 5月14日㊐　実践B傘山
⑤　 5月28日㊐　机上ABC
　　 （集中講座）
⑥　 5月31日㊌　机上C
　　 （リスク対応など）
⑦　 6月 3日㊐　実技
　　 （簡易ハーネスなど）
⑧　 6月11日㊐　実践C位山
⑨　実践予備日（中止対応）
場所・ 時間　机上学習は羽黒地区

学習等併用施設で19:00～
21:00、⑤は 9 :30～15:00

　　　⑦は別途連絡
費用　テキスト代等実費が必要
申込　 3 月15日㊌から住所、氏

名、年齢、携帯電話番号を
　　　SMSで小野塚（℡090-156
　　　9-1148）へ
問合　宮﨑（℡080-3284-9816）

　体を動かして、健康づくりをし
ませんか。ノルディックウォーキ
ングは 2本の専用ポールを使って
歩くフィットネスウォーキングで
す。年齢性別を問わず楽しめるス
ポーツです。
日時　 3 月26日㊐、 4月 8日㊏・

23日㊐各回 8 :30～10:00
場所　木曽川犬山緑地
費用　初回無料
※レンタルポールあります。
申込・ 問合　犬山ノルディックウ
　　　 ォークらぶ　日比野
　　　 （℡090-5873-2745）へ
※活動予定など詳しくはホーム
ページ（http://inuyama-nw.jugem.
jp/）を見てください。

日時　 3月26日㊐ 9 :30から
集合　犬山遊園駅東口  出発 9 :30

第10回
スイートポテト
作品展

　スイートポテト作品展として最

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。
6月号の締め切りは 4月11日
㊋、 7月号の締め切りは 5月
16日㊋です。

後の集大成。今までの成果発表で
す。ぜひ見に来てください。
日時　 3月22日㊌～26日㊐
　　　 9 :00～16:30（初日 9 :00か

ら、最終日16:00まで）
場所　南部公民館　
　　　 1階市民ギャラリー
内容　トールペイント作品の展示
問合　中村（℡090-3308-4115）

※小雨の場合は開催します。
場所　 犬山遊園駅東口～臨渓院～

瑞泉寺～臥龍時～東ノ宮古
墳～成田山～木曽川畔遊歩
道～郷瀬川遊歩道～針綱神
社～犬山神社～犬山北小学
校～専念寺

※本町通にて12:00解散予定
費用　300円（保険料、資料代など）
問合　木村（℡080-3642-8304）
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第66号⑪
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　見事、全国大会出場を決めた選手たちに市体育協会
竹内正信会長より激励費を贈呈しました。
●「犬山ゴルフ協会」
　令和 4年度（第16回）全国小学生ゴルフ春季大会
　 3月28～29日　栃木県烏山城カントリークラブ
　内田稟子さん（小 6 )
●「犬山空手道会」
　第17回全国中学生空手道選抜大会
　 3月26日～28日　島津アリーナ京都
　奥康太朗（中 1）・奥田稀羽（中 1 ) ･
　林花蓮（中 1）・与儀勇友（中 2）
　第42回全国高等学校空手道選抜大会
　 3月23～25日　福岡市市総合体育館
　前田栞里さん（斉美高 1）

●第18回軟式野球お別れ交流会　
　 1月15日、山の田公園野球場で「第
18回軟式野球お別れ交流会」を開催
しました。市内 6 年生 5 チーム24人
が参加し、普段は戦っている選手同
志が一同に介し 2チームに分かれて、
交流試合を行いました。

激励費を贈呈

　親（祖父母）子でふれ合いながら
楽しく空手の練習をします。
日時　 4月22日㊏　10:00～11:30　　
場所　市武道館柔道場
対象　 幼年･小学低学年の親(祖父母）

子
定員　先着10組
費用　 1組200円(当日徴収）
持物　水筒、タオル、マスク
申込　 3 月15日㊌～ 4 月21日㊎に市

体育協会事務局へ（℡･Fax･メ
　　　ール可）

※申込・参加料等の詳細については、「体協だより」でお知らせしていきます。

※対象は市内在住・在勤・在学の人

親（祖父母）子空手教室

スポーツ少年団

令和 5年度スポーツ教室

1 月15日
エナジーサポートアリーナ
優勝者　ベテランの部　明誠クラブ
　　　　シニアの部　　犬山クラブ
　　　　青年の部　　  Shee pop！

第31回バタフライ・ダブルス
チームカップ犬山卓球大会

●バスケットボール
R 4 .12月 3 日、R 5 . 1 月 8 日、14日
エナジーサポートアリーナ
一般男子　　　　INUYAMA OLD
中学生男子　　　南部中
中学生女子　　　東部中
小学生男子　　　犬山ミニバス
小学生女子　　　城東ミニバスA

市民大会
優勝者または優勝チーム

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

教室名 日時 場所 備考
一般バスケットボール 毎週㊋　19:30～21:30 村田機械体育館 一般
女性バスケットボール 毎週㊐　19:00～21:00 南部中学校体育館 一般

中級者･初級者テニス 5月21日㊐～ 6月11日㊐
毎週㊐　 9 :00～12:00 山の田公園テニスコート 一般

テニス協会会員は参加可
サッカー 毎月第 2 ･ 4 ㊏ 8 :30～12:30 羽黒中央公園多目的スポーツ広場 小中学生
柔道 毎週㊊･㊎　19:00～21:00 市武道館柔道場 幼児（年長） 以上

剣道
毎週㊋･㊎　19:00～20:00

市武道館剣道場
幼児・小中学生

毎週㊋･㊎　20:00～21:00 一般

ちびっこ水泳
7月25日㊋～28日㊎

フロイデプール 幼児･小学生
8月 1日㊋～ 4日㊎
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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

▲実際の状況を想定してペットも一緒に避難訓練をしました

▲國學院大学の西村幸夫教授が犬山を語る

※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

▲熱心に話を聞く参加者たち

▲リニューアルされた犬山遊園駅でのお披露目式

　市内には指定・登録文化財をはじめとしたさまざ
まな歴史文化資源があり、「地域の宝」として愛され
ています。市ではこれらを総合的・一体的に保存・活
用するため、「犬山市文化財保存活用地域計画」の策
定を進めており、1 月29日に計画の説明会と國學院
大學の西村教授による講演会を開催しました。西村
教授はこの計画を、「地域の＜誇り＞を形にし、地域
の物語を掘り起こすもの」だと説明しました。

「地域の宝」歴史文化資源の保存活用

1 月31日、楽田ふれあいセンターでペット同伴に
よる避難者を想定した避難所の開設訓練を行いまし
た。実際に避難所内ではペットはケージなどに入れ
ることが同室避難の条件で、スペース内の設営も避
難者らで協力しながら行います。
　参加者による振り返りでは、長時間ケージ内にい
るペットのストレスや、ペット同士のケンカが起き
る可能性、動線の不足などが指摘されました。

ペット同室避難　避難所開設訓練

　名古屋鉄道株式会社により名鉄犬山遊園駅の駅舎
がリニューアルされ、2 月 3 日にそのお披露目式が
行われました。新しい駅舎はダークブラウンを基調
とし、駅名表示の上には桃太郎伝説にちなんだ金色
の桃が設置されています。壁面には木曽川の流れを
イメージした鏡の装飾が施され、川面のように周囲
の情景を反射します。
　また、駅構内には桃太郎の到着を待っているとい
う設定のイヌ・サル・キジをあしらった彫刻像が設置
され、一緒に写真を撮ることもできます。

犬山遊園駅の駅舎がリニューアル

2 月 4 日、「令和 4 年度いぬやま地域つながるシン
ポジウム＆交流会」が開催されました。基調講演で一
般社団法人シェアリングエコノミー協会自治体会員
事業部長の鏡晋吾氏は、「シェアエコは、まずやって
みる、チャレンジしてみることが大切。市民ひとりひ
とりが主役となり、都市型共助の実現を。」と話しま
した。

いぬやま地域つながる
　　シンポジウム＆交流会
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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）

　今年度、市立図書館の本120冊を市内小学校10校
の図書室に巡回展示しました。巡回した本は、市立
図書館 2階の「ブックキャンプ」のおすすめ本と
SDGsに関連した本です。本の巡回と合わせて、読
んだ本の感想や本をおすすめするひと言を書き込む
掲示板も巡回しましたので、子どもから子どもへの
本の紹介リレーができる仕組みになっています。
　本との出会いづくり、読書の楽しさを伝え、子ど
も同士の読書の輪を広げるきっかけづくりの一助に
なればと思います。

『きみの町で』　重松 清著

※新型コロナの影響により、変更・中止となる場合があります。

場所　市立図書館（本館）読書会藍の会の一冊 4 月のイベント

■市立図書館公式
　Facebookアカウント

ハンモックハイキング
　　二宮 勇太郎著

　ハイキング用のハンモックは、
ハイカーの強力な相棒。アメリカ
のロングトレイルで進化を遂げた
ハンモックハイキングスタイルを、
日本の山岳環境に合わせた形でわ
かりやすく、実践的に解説する。

キッチンが呼んでる!
稲田 俊輔著

　 3年ぶりのひとり暮らし、調味
料を厳選し、調理器具を買い足し
ながら、「食べること」を追究す
る「わたし」の27日間を描いた
フードラブ・ストーリー。『小説
丸』配信を加筆し、書き下ろしを
加えて書籍化。

～子どもに読書の楽しさを伝えるために～

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

1日㊏　「けるるんくっく」紙芝居　　　11:00～11:30
4日㊋　ふうちゃんおはなし会　　　　10:30～11:30
8日㊏・22日㊏　「ももたろう」おはなし会
　　　　　　　　　　　　　　　　　�11:00～11:30
28日㊎　「藍の会」　読書会　　　　　�14:00～16:00

●犬山市休日急病診療所（内科・外科）
※ 1月末で在宅当番制の夜間診療は廃止されました。
診療日　 3月19日㊐、21日㊗、26日㊐、 4月 2日㊐
受付時間　� 8 :45～11:30（診療 9 :00～）
　　　　　�13:30～17:00（診療13:30～）
場所　�五郎丸東 1 -70
　　　�（国道41号「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）
電話　℡0568-62-8100（予約のうえ来所してください）
※診療日の医師は市ホームページ�ページ番号1000647
を見てください。

□�部数を増やしてほしい
□�配達を止めてほしい
など配達に関することは
コールセンターへ

●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
のうえ、来院してください。

●救急医療情報センター ℡0568-81-1133
※24時間365日体制で、医療機関の案内を行っています。
※電話のかけ間違いに注意してください。
●あいち救急医療ガイド　https://www.qq.pref.aichi.jp/
※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『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）
●犬山市公式 LINE アカウント
　＠inuyamaでID検索
●テレビ　NHKデータ放送　リモコンのdボタン
　　　　　ケーブルテレビCCNet（地デジ12ch）
●ラジオ　愛知北エフエム　84.2MHz

休日（日曜・祝日）診療

救急医療の案内

●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7,700円）がかかります。

休日小児診療

災害情報はここから

日付
休日歯科診療

受付時間 9 :30～11:30
医院名 電話

3月19日㊐ のだ歯科医院 62-7022
3月21日㊗ 山田歯科医院 67-9662
3月26日㊐ 柏森歯科クリニック 0587-93-8330
4月 2日㊐ 四季の丘デンタルクリニック 65-1118

町内会による配布から民間事業
者による全戸配達へ（ 5月号から）

市民の皆さんの情報発信のコーナー （「市民のひろば」
など）は、月 1回発行となっても継続されます。
広報と同時に配布していた議会の手帖や社協だよりな
ども広報紙と一緒に配達業者により全戸配達されます。

2色刷りからフルカラーへ
（ 5月号から）

いよいよ
　　次号から広報犬山が月１回発行へ‼

広報犬山　配達コールセンター

  0120-022-307
受付時間
9 :00～17:00㊊～㊎（㊏㊐㊗、12/29～翌 1/3 除く）

4月3 日㊊
より

運用開始

　子どもが成長するにともない、幅広く人々と
かかわる過程で、仲間意識・好き嫌い・自己の
存在・自由と不自由・知識の習得・世間の常識な
ど、幾多の問題にぶつかり悩む少年少女向けの作
品だが、子を持つ親にも読んでほしい。
　子どもにとって生きること
が楽しみとなるよう、親子の
話題を提供してくれる一冊と
いえる。
　この作品はフランスで刊行
された「こどもの哲学」シ
リーズの日本語版監修の著者
が「おまけの話」として書か
れたもの。 ▲「ももたろう」おはなし会の様子
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　みなさま、昨年度から工事が始ま
り今年度から運用を開始した『新ア
フリカ館（仮称）』はご覧になりまし
たか？現在どんどん動物たちの引っ
越しが進んでいるのですが、今回は
新居に移ったメンバーを紹介します。
　まず動物園入り口から歩いていき
ますと最初に出会うのはパタスモン

（公財）日本モンキーセンター

　　　　　附属動物園部　星野智紀

▲引っ越し後のパタスモンキーを
観察する筆者

▲引っ越し初日、パタスモンキーの
ウルは緊張気味

「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　

もうすぐグランドオープン
『新アフリカ館（仮称）』

キーたちです。手足や体がすらっと
していて、いかにも速く走りそうな
姿をしていますが、その見た目通り
霊長類最速のランナーで、その速さ

住人になりました。パタスモンキー
の群れの中でも、いちばん新居に警
戒していたのがメスのウル。はじめ
のうちは1日中運動場のすみに隠れて
なかなか室内に帰って来ませんでし
た。そんなウルも今では他のみんな
と一緒に夕食の準備をしてある室内
にササッと移動してくれるようにな
りました。
　対称的だったのは白黒模様がきれ
いなアビシニアコロブスのイロハと
レナです。引っ越し初日から部屋の
木の上で寝転がってリラックスモー
ド。運動場と室内の出入りもスムー
ズで扉を開けるとサッと帰ってきて
くれます。日本平動物園から新しく
仲間入りしたオスのピンとも同居が
スタートしてなんだか仲良さそうな
雰囲気。他にもふさふさマントのマ
ントヒヒや顔のカラフルなマンドリ

ルが引越ししました。
　各部屋の内装は飼育員たちの手作
りでそれぞれの種にあったこだわり
があります。ぜひ来園した際には『新
アフリカ館（仮称）』でくらす彼らに
も会いに来てください。

　木曽川観光㈱
　　　　　　　　支配人　梅村治男

　木曽川や周辺の自然景観は、犬山
市民のみならず沿川住民の命の源で
あり、心のよりどころとなる貴重な
財産です。
　国宝「犬山城」が川岸に佇み美し
い表情を見せるこの木曽川で、毎年

年の伝統ある漁法「鵜飼」が行われ、
多くの観覧客が訪れるのをごく自然
に迎え入れてきました。

）年に新型
コロナが世界的にまん延し、観覧客

数が激減。会社存続の危機感を覚え
たと同時に、新たな誘客の取り組み
を考える必要性を痛感しました。そ
こで、コロナ以前の観光形態を踏ま
えつつ、ウィズコロナ、アフターコ
ロナや訪日外国人旅行を見据えて個
人やファミリーなどの小グループ旅
行や体験型旅行が将来の観光に求め
られていくのではないかとの考えに
至りました。
　犬山市は、国宝犬山城を始め、名
勝木曽川、里山の自然などの歴史文
化資源や自然資源が多くあります。
これらの魅力と鵜飼の誘客を高めて
いくため、ホームページのリニュー
アルやウェブ予約を導入しました。
また、「木曽川鵜飼遊覧」のロゴ
マークを作成し船頭衣装の統一、
犬山祭の提灯を船内提灯として利用
や「有楽丸」を高品質化するなど、
木曽川鵜飼を国内外の多くの人々に
知ってもうことでブランド力を高

め、来訪者のあらゆるニーズに答え
ていくことを目指しています。
　また、四季折々さまざまな姿を見
せてくれる木曽川に城下町を訪れる
観光客を導き、川に親しんでもらう
ため、定時遊覧船の運航を始めまし
た。

ます。創立時からの社是であります。
さらに『安全運航』を社員、船頭が
心掛け、お客様に安心して船に乗っ
ていただくよう務めていきます。


