あ

ナー
お知らせコー

さ

ひ

だ

市 役 所◉〒488-8666
（住所不要）尾張旭市東大道町原田2600-1
開庁時間◉土・日曜日、祝・休日を除く午前8時30分〜午後5時15分
代表番号◉53-2111
ホームページ◉http://www.city.owariasahi.lg.jp/

よ

り

子 ど も・子 育 て
文 化・ス ポ ー ツ

なかよし展、技術・家庭科展

Let's 産後ケア

市役所教育行政課学校教育係 ☎76-8178

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

12月1日(土)

13月5日（木）午前10時30分〜11時30分

〜 7 日（ 金 ）午

2保健福祉センター 4階 3親子でエクササ

前9時〜午後5

イズを行い、産後の正しいケアを学ぶ 4市内

時（最終日は3

在住の令和元年9月〜令和2年1月生まれの子

時まで）2ス

と母 7バスタオル、飲み物 8体力メンテナン

カイワードあさひ ギャラリーあさひ 3◉なか

ス協会産後指導士 田中祐子さん =申し込み

よし展／市内小・中学校特別支援学級児童・生

不要。動きやすい服装で会場へ直接お越しくだ

徒による作品展示◉技術・家庭科展／市内中学

さい。

生による技術・家庭科の作品展示

催 し・講 座

読書感想画コンクール優秀作品展

卓球大会
各児童館

図書館 ☎54-5544

13月14日

12月1日
（土）
〜13日
（木）
午前9時〜午後10時

（土）
午後1時

2中央公民館 展示ロビー 3市内小・中学生

から
（0時30

の優秀作品の展示

分 から 受 け
付け）2総

募集

新入学を祝うよい子のつどい
市役所教育行政課学校教育係 ☎76-8178

合体育館 ア
リーナ 4小学3年〜中学生 5各児童館小学
生7人、中学生5人 7体育館シューズ、靴を入

12月8日
（土）
午前10時〜11時30分 2文化

れる袋、ラケット
（貸し出し可）92月8日
（土）
〜

会館ホール 3◉新入学・交通安全の話◉映像

25日
（火）
に電話か直接
（日曜日、祝・休日を除く

鑑賞◉お楽しみ抽選会など 44月に小学1年

午前9時〜午後5時。電話は10時から）

くらし

生になる子と保護者 6無料
（要整理券）【整理
券配布場所】市内保育園・幼稚園
（当日の会場入
口でも配布）

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

子育てサークル交流会
お知らせ

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

13月16日
（月）
午前10時〜11時30分 2保

13月4日（水）午前10時30分〜11時30分

ママになったかたの交流・仲間づくりと座談会

2保健福祉センター 4階 3◉子育て支援セ

4市内在住の◉38歳以上で第1子を出産し、現

ンター所属の子育てサークルの紹介と交流◉風

在未就園児を持つ母
（子の参加可）
◉38歳以上

船職人MEGUMIさんによる親子で楽しむバ

で第1子を出産予定の妊婦 92月3日
（月）
〜3

ルーンアート 4市内在住でサークル活動に興

月12日
（木）
に電話で
（土・日曜日、祝・休日を除く

味のある未就学児と保護者 =申し込み不要。

午前9時〜午後4時）=同講座は本年度4回目

会場へ直接お越しください。

の開催。毎回申し込みが必要

メ

6

すくすく子育て講座
アラフォーママの会

グ

ミ

広報 おわりあさひ〈令和2年2月1日号〉

健福祉センター 3階 3アラフォーで初めて

1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

保健福祉センター内子育て支援室 ☎53-6101

地域活動連絡協議会 谷山 ☎54-1396

4市内在住で、満1歳以上6歳未満の幼児を2

12月15日
（土）
午後1時30分〜3時30分
（1時

人以上養育しているかた【対象自転車】次の全

から受け付け）2総合体育館 アリーナ 3幼

てに該当する自転車◉BAAマークと幼児2人同

児・小学生・一般の部に分かれ、跳んだ回数を競

乗基準適合マーク付きで、前後に2席の安全基

う
（参加賞あり）6無料 7なわとび、体育館

準に適合した幼児用座席が装備されている新品

シューズ =申し込み不要。会場へ直接お越しく

◉市内の販売店（自転車安全整備店に限る）
で

ださい。

購入し、防犯登録およびTSマーク付帯保険加入
済み【補助金額】購入費
（幼児用座席費用を含

健康体操

む）の2分の1に相当する額（上限30,000円）

婦人会 柗原 ☎53-6344

9◉購入前に補助希望を電話で連絡
（補助金交

12月18日
（火）
午前10時〜正午 2コミュニ

ため）◉購入した日から30日以内に①申請書

ティセンター宮浦会館 3体全体のマッサージ

（子育て支援室で配布。ホームページからもダウ

方法と自宅でできる運動 4市内在住・在勤の

ンロード可）
②申請書に記載された必要書類の

かた 6300円
（婦人会会員は200円）7動き

写し③印鑑を直接
（土・日曜日、祝・休日を除く午

やすい服装、飲み物、タオル、メモ用紙 8体操

前8時30分〜午後5時15分）=◉販売店な

インストラクター 杉原志摩さん 92月17日

ど、詳細はホームページをご覧ください◉申請

（月）
までに電話で

者にはあさぴー反射シールをプレゼント

臨 時 休 館
■■■■

東部市民センター

2月5日
（水）、16日
（日）終日

「第70回全国植樹祭 尾張旭市の記録」
を
ホームページで公開♪

渋川福祉センター
2月15日
（土）終日、
22日
（土）午前9時〜正午
城山コミュニティセンター
2月16日
（日）終日

右記二次元コードから見ることが
できます。
ぜひ、
ご覧ください。

市役所全国植樹祭推進室 ☎76-8190

ジェイ

アラート

緊急地震速報や弾道ミサイル情報など、
迅速に情報を
伝達する必要がある場合に、
消防庁から受信した情報を
自動的に防災行政無線で放送します。
と き

「チャイム音」
「これは、J-ALERTのテストです。」 3回
「こちらは、広報尾張旭です。」
「チャイム音」

2月19日（水）午前11時
◉あさひ安全安心メール・防災ラジオも
同時刻に配信・放送
◉地震や気象状況などによって、中止や
内容を変更する場合あり
◉無線放送が聞き取れなかった場合は、
70120-775-121に電話すると放送
内容を聞き直すことができます

問い合わせ先／市役所災害対策室 ☎76-8127

8講師

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

=その他

広報 おわりあさひ〈令和2年2月1日号〉 7

お知らせ

内 容

くらし

全国瞬時警報システム
「J-ALERT」訓練放送

受付業務も行いません。
募集

全国植樹祭記録映像

防災行政無線から訓練放送が流れます

催 し・講 座

付額が予算額に到達次第、受け付けを終了する

文 化・ス ポ ー ツ

なわとび大会
子 ど も・子 育 て

幼児2人同乗用自転車購入費を補助

中学生以下無料）
が必要 =雨天決行

ゆるゆるヨガ教室
子 ど も・子 育 て

文化会館 ☎54-8500
12月26日〜5月13日
（水曜日・6回）
午前10時
30分〜11時45分 2文化会館 練習室1ほか

ふらっとミニライブ「冬」
新池交流館ふらっと ☎52-8852

文 化・ス ポ ー ツ

3初心者を対象とした心と体のバランスを整え

12月9日
（日）午後1時〜2時30分（0時30分

るヨガ 4市内在住・在勤・在学の16歳以上の

開 場 ） 2新 池 交 流 館 ふらっと 展 示 学 習 室

かた 5先着20人 63,600円 7ヨガマット、

3ジャズのライブ 6無料 =◉申し込み不

飲み物、タオル 8ヨガインストラクター 藤根

要。会場へ直接お越しください◉駐車台数に限

美紀さん 92月1日
（土）
から費用を添えて直接

りがありますので、なるべく乗り合わせてお越
しください

（午前9時〜午後5時）

歌うことが好きなかた大歓迎！
ワンステージ合唱団員募集
尾張旭市民合唱団 森 ☎090-6423-9041

地元企業就職ガイダンス
市役所産業課商工係 ☎76-8132

催 し・講 座

12月11日
（祝）
①午後1時〜5時②午後5時〜

募集

3令和3年1月16日（土）
に開催するニューイ

7時 2ウインクあいち 8階展示場フロア
（名古

ヤーコンサートで、市民合唱団発足15周年記念

屋市中村区）4①学生または大学などを卒業

企画として、各世代に愛された名曲を一緒に歌う

後3年以内の既卒者②49歳以下の中途求職者

特別団員を募集します。
【曲目】
テネシーワルツ、

（高卒含む）=◉キャリアコンサルタントコー

およげたいやきくん、ダンシングオールナイト、ラ

ナー、職業適性検査・相談コーナー、行政の説明

ブストーリーは突然に、世界に一つだけの花、ヤ

ブースあり◉企業ブース4社以上訪問でQUO

ングマンなど全8曲【練習日】
◉6〜9月／第1・3

カード500円分プレゼント

木曜日午後7時〜9時◉10〜1月／毎週木曜日
午後7時〜8時 65,000円
（練習代・楽譜代など
を含む）95月31日
（日）
までに電話か文化会館
での練習時
（毎週木曜日午後7時〜9時）
に直接

ボランティアサロン
渋川福祉センター内社会福祉協議会
渋川ボランティアセンター ☎51-5535
12月26日
（水）
午前10時〜正午 2渋川福祉
センター くすのきホール 3ピアノの伴奏に合

くらし

森林公園の催し

わせて体を動かしたり、歌ったりして音楽を楽し

森林公園案内所 ☎53-1551

む 5 3 0 人（ 定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 ）

森でフィットネス

8杉浦由香里さん、神尾真貴子さん 9電話

12月5日
（水）
午前10時〜正午 3森林浴をし

か直接
（土・日曜日、祝・休日を除く午前9時〜午

ながら軽い全身運動を楽しむ 6100円 7タ

後5時）

お知らせ

オル、敷物
自然ウォッチング〜春を待つ植物たち〜
12月14日
（金）
午前9時30分〜正午 3自然
観察指導員の解説付きで植物や虫、鳥などを観
察 6無料
共通事項
6各費用のほかに植物園入園料
（大人220円、
広報 おわりあさひ〈令和2年2月1日号〉

市役所全国植樹祭推進室 ☎76-8190
13月2日
（月）
〜13日
（金）
午前8時30分〜午後

【集合場所】植物園内展示館前 4どなたでも

8

第70回全国植樹祭
記録パネル展示会

5時15分 2市役所ロビー =会場でアンケー
トに答えたかたには全国植樹祭PR用として沿道

1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

あさひ
に飾られた街灯フラッグなどの記念品を配布
（な

習を受講

くなり次第終了）

応急手当実技講習

だ

より

4市 内 在 住・在 勤・在 学 の 1 0 歳 以 上 のかた

退職準備セミナー

6無 料 7応 急 手 当 W E B 講 習 受 講 証 明 書

愛知県労働者福祉協議会尾張東支部
☎82-5021、FAX.84-8433

9講習日の前日までに電話で =◉動きやすい

13月7日
（土）
午前9時30分〜正午 2東部市

服装でお越しください◉詳細はホームページ
（
「尾

民センター ふれあいホール 3年金、雇用保

張旭市 e-ラーニング」
で検索)をご覧ください

循環型社会推進会議公募委員

450歳以上の勤労者 5先着50人 6無料
8社会保険労務士 鈴木久子さん 9電話
（土・

市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135

日曜日、祝・休日を除く午前9時〜午後5時）か
ファクスで

3一般廃棄物処理基本計画で定める循環型社
会に関する取り組みを推進するための会議構成
員 4市内在住・在勤・在学の20歳以上で、次の

応急手当WEB講習
（e-ラーニング）

や懇談会などの構成員でない◉本市の議員・職
員でない◉平日の昼間に開催する会議
（年3回

受講することで、普通救命講習を実技講習のみ

程度）
に出席できる 52人【任期】2年
（4月1日

に短縮できます。【受講方法】①自宅などのパソ

〜令和4年3月31日）02月3日
（月）〜21日

コン、スマートフォンでホームページにアクセス

（金）
に応募用紙(環境課で配布。ホームページか

②画面の指示に従い受講③終了後、受講証明書

らもダウンロード可)を直接【謝礼】会議への出

を印刷④消防署で受講証明書を提示し、実技講

席1回当たり6,400円【選考方法】書類選考

と き

3月16日（月）まで

申告が必要なかた

申告が不要なかた

所得税などの確定申告

と き

2月17日（月）〜3月16日（月）

詳細は、広報おわりあさひ1月15日号と同時配布の
「税連協だより」
をご覧ください。
問い合わせ先／市役所税務課市民税係 ☎76-8117

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

=その他

広報 おわりあさひ〈令和2年2月1日号〉 9

お知らせ

その 他 詳細は広報おわりあさひ1月15日号をご覧ください。

くらし

令和2年1月1日現在、
市内在住で次のいずれかに該当するかた
次のいずれかに該当するかた
◉所得が公的年金のみで、所得税の確定申告の必要はないが、 ◉給与所得のみで、給与支払報告書が
社会保険料や扶養などの控除を受ける
勤務先から市役所へ提出されている
◉公的年金収入金額が400万円以下の年金受給者、または給 ◉公的年金所得のみで、公的年金等支
与所得者で、
当該所得以外の所得（不動産・報酬など）
が20万
払報告書が支払者から市役所へ提出
円以下のため、所得税の確定申告をする必要がない
されている
（社会保険料や扶養などの
◉前年中に所得がなく、国民健康保険に加入している
控除を受けるためには申告が必要）
◉前年中に所得がなく、
同じ世帯内の誰にも扶養されていない
◉所得税の確定申告をする

8講師

募集

3事前にホームページで応急手当ＷＥＢ講習を

催 し・講 座

要件を全て満たすかた◉本市の他の附属機関

消防署救急係 ☎51-0885

市・県民税申告

文 化・ス ポ ー ツ

険 、健 康 保 険 、税 金などの 基 礎 知 識を学 ぶ

子 ど も・子 育 て

1毎月第2日曜日午前9時〜11時 2消防署

た（公務員、公職選挙法による公職者を除く）

農学校 参加者

【任期】県が依頼した日から令和3年3月31日ま

子 ど も・子 育 て

あいち尾東農業協同組合
尾張旭グリーンセンター ☎53-2715
市役所産業課農政係 ☎76-8133

で 02月21日
（金）
までに応募用紙
（市役所産
業課、各県民事務所で配布。県ホームページか

14月上旬〜令和3年3月
（月1回程度。原則平

らもダウンロード可）
を郵送、ファクスか直接。県

日）2稲葉町内の畑 3植え付けから収穫・出

ホームページからも応募可【謝礼】年額1,500

荷までの本格的な野菜の栽培を学ぶ 420〜

円以内
（予定）

70歳で野菜作りに興味があり、継続的に農業に
文 化・ス ポ ー ツ

携わる意欲のあるかた 510人程度 6無料
92月28日
（金）
までに申込書
（尾張旭グリーン
センター
（午前8時30分〜午後5時）
、市役所産
業課で配布）
を配布場所へ直接【選考方法】書

予備自衛官補
自衛隊瀬戸地域事務所 ☎83-3181
【種目】
①一般公募②技能公募【受験資格】
①18
歳以上34歳未満②18歳以上53歳未満
（保有す

類選考、面接

る技能に応じて55歳未満まで可）
の自衛官未経

催 し・講 座

「令和2年度版
健康診査のお知らせ」の広告
保健福祉センター内健康課 ☎55-6800
【掲載期間】6〜12月【募集枠】2枠【広告サイ
ズ】縦5.0㎝×横8.0㎝【掲載料】1枠10,000
円 92月3日
（月）
〜20日
（木）
に必要書類を添
えて直接
（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分

験者（経験が1年未満のかたも含む）【応募期
間】
4月10日
（金）
まで =詳細は上記二次元コー
ドからご覧いただくかお問い合わせください。

国民健康保険加入者の
限度額適用認定証など
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

募集

〜午後5時15分。初日は9時から）
。応募者多数

70歳未満のかた

の場合は抽選 =◉応募資格などは市広告掲

3入院・外来ともに高額な診療を受ける場合

載要綱・基準による
（健康診査実施機関はご遠慮

は、事前に
「限度額適用認定証」
の交付を受けて

ください）
◉広告原稿、デザインは広告主で作成

おくと、窓口での支払いが、限度額まで
（保健診

◉詳細はホームページをご覧ください

療分を医療機関・月ごとに適用）
になります。国
民健康保険税に未納がない世帯のかたを対象

くらし

としていますので、未納がある場合はご相談くだ

県消費生活モニター
県民生活課〒460-8501（住所不要）
☎052-954-6163、FAX.052-972-6001

さい。また、住民税非課税世帯のかたは
「標準負
担額減額認定証」
により、入院時の食事負担額

3消費生活に関する情報の提供、アンケートへ

（標準負担額）
が減額されます。認定証の有効期

の回答、生活必需品などの需給・価格調査、研修

限は、申請した月の初日〜翌年度の7月末日
（申

会への出席など 4県内在住の20歳以上のか

請日が4〜7月の場合はその年の7月末日）で

お知らせ

尾張旭市プレミアム付商品券の使用は

2月29日（土）まで
プレミアム付商品券の使用可能期限が近づ
いています。必ず期限内に使用してください。
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注意事項
◉市内の登録店舗（約200店舗）
で使用
◉おつりは出ません
◉期限を過ぎたプレミアム付商品券の
使用・交換、払い戻しは一切不可
問い合わせ先
市役所産業課商工係 ☎76-8132

1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

あさひ

だ

より

替）
、2年前納、1年前納
（いずれも4月末に振替）
が

してください。9該当するかたの保険証を持参

あります。前納するほど割引額が多くなります。

して、事前に申請

9申込書（市役所保険医療課、瀬戸年金事務

70〜74歳のかた

所、金融機関で配布）
をお近くの年金事務所また

3高齢受給者証が
「限度額適用認定証」
の代わり

は金融機関へ提出。なお、4月からの前納を希望

になりますので、窓口で提示してください。また、

する場合は2月中旬までにお申し込みください。

住民税非課税世帯のかたは、高齢受給者証と併
せて
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を送付
しますので、受診の際に窓口で提示してください。

名古屋法務局春日井支局総務課
☎0568-81-3210
市役所市民課記録係 ☎76-8131

国民年金保険料の納付は
口座振替が便利でお得です

1月〜金曜日午前8時30分〜午後5時15分

瀬戸年金事務所国民年金課 ☎83-9045

（祝・休日を除く）2名古屋法務局春日井支局
3日本国民であるにもかかわらず、事情があっ

忘れがなく便利です。【早割】毎月の納付を当月

て戸籍に記載されていないかたについて、戸籍

末振替にすると月額50円お得です。【前納割

に記載されるための方法を一緒に考えます
（秘

引】6カ月前納
（6カ月分を4月末と10月末に振

密厳守）
。

今回のテーマ

消費者トラブルの最新情報を
確認していますか？
いる消費生活情報誌で、悪質商法な
どの手口や具体的な対処方法をイラ
ストを交えて分かりやすく解説する
とともに、
「 食の安全・安心」や「製品
あいち
事故」
など、消費生活に関わるさまざ 暮らしWEB
まな情報が取りまとめられています。
あいちクリオ通信、あいち暮らしっくは、愛知
県ホームページ「あいち暮らしWEB」に掲載さ
れていますので、ぜひご覧ください。
さまざまな消費者トラブルは、あなたの身近
なところで起きています。困ったときは、早めに
市の消費生活相談や県の消費生活総合セン
ター（☎052-962-0999）
に相談しましょう。

トラブル情報を確認する
ことは、被害の防止につながります！

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

市の消費生活相談
と き 月・水・金曜日 午前9時〜正午
火・木曜日 午後1時〜4時
ところ 市役所消費生活センター

=その他
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お知らせ

ポイント 身近で起こっている消費者

くらし

最近、あなたの身近な消費者トラブル情報を
確認しましたか？
悪質商法などの消費者被害に遭わないため
には、日頃からトラブルに対する知識や心構え
を持つことが大切です。
今回は、愛知県が定期的に公表・発行してい
る消費者トラブル情報「あいちクリオ通信」
と消
費生活情報「あいち暮らしっく」
を紹介します。
あいちクリオ通信は、県や市町村の消費生活
センターに寄せられた相談情報をもとに、毎月
その傾向を分析し、
マスコミを通じた注意喚起
情報として公表されているものです。
また、あいち暮らしっくは、年6回発行されて

募集

くらしの

8講師

催 し・講 座

3月々の保険料を口座振替で納付すると、納め

文 化・ス ポ ー ツ

無戸籍者解消のための
無料相談窓口

子 ど も・子 育 て

す。引き続き認定証が必要な場合は、再度申請

あさひ
水道メーター検針業務等
委託業者の社名が変わります
子 ど も・子 育 て

市役所上水道課経営係 ☎76-8168
32月1日から社名が
「㈱タカダ」
から
「㈱ファノ
バ」
に変わります。=◉社名以外の変更はあり
ません◉委託業者は身分証明書を携帯していま
す。必要な場合は提示するよう求めてください

だ

より

どの場合はお断りします◉詳細はホームページ
をご覧ください

全ての座席でシートベルト・
チャイルドシートの着用を
市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128
3県内で発生した交通事故で亡くなったかたの

文 化・ス ポ ー ツ

約2割がシートベルトを着用していれば助かった

ガ イド

であろうといわれています。自分や家族を交通

職員出前講座 市政街Do

事故から守るため、車に乗るときは運転席、助手

市役所情報課広報係 ☎76-8106

席だけでなく、後部座席もシートベルト・チャイル

3健康・福祉、安心・安全など市政全般にわたる

ドシートを着用し、安全運転を心掛けましょう。

約100のテーマについて市職員が説明 4市内
在住・在勤・在学のかたで構成されたおおむね

催 し・講 座

10人以上のグループや団体【開催場所】申込
者からの指定場所
（市内公共施設で行う場合は
使用料を免除）6無料 9①テーマが決まった
ら担当課に連絡し日程調整②申込書
（各担当課

やめよう！
消火栓・防火水そう周囲の
違法・迷惑駐車
消防署警防係 ☎51-0882

募集

で配布。ホームページからもダウンロード可）
を

3消火栓や防火水そうから5ｍ以内に駐車する

担当課へ提出③講座受講後、アンケートにご協

ことは禁止されています。尊い人命や財産を守

力ください =◉苦情や要望を受ける場ではあ

るため、速やかな消火活動にご協力をお願いし

りません◉政治、宗教、営利を目的とした集会な

ます。

住まいの耐震相談会
くらし

〜地震に強い住まいにするために〜
家の耐震について建築士による個別相談会を開催します。耐震に不安があ
るかたや耐震改修を検討しているかたは、
ぜひ参加してください。

お知らせ

と き

2月22日
（土）午後1時〜4時

ところ

出会いの広場（イトーヨーカドー尾張旭店1階東入口付近）

相談時間
費 用
予約方法
その他

１組当たり約30分（予約優先制。
当日参加可）
無料
2月21日
（金）
までに電話か直接
◉家の間取りが分かる図面や耐震診断結果などの資料があると、
より詳しい相談ができま
す◉屋外で起震車による地震の模擬体験あり
（相談者以外のかたも体験可。雨天中止）
予約・問い合わせ先／市役所都市計画課建築住宅係 ☎76-8158
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1とき 2ところ 3内容 4対象者 5定員 6費用 7持ち物
8講師 9申し込み・申請方法 0応募方法 -公開抽選 =その他

