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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

すくすく子育て講座
親子で楽しくふれあい遊び
保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

などで、家庭での保育が困難【実施施設】あら
かわ医院 病児・病後児保育室
（大久手町）【利
用時間】◉月〜金曜日／午前8時30分〜午後5
時◉土曜日／午前8時30分〜午後1時（祝・休

文 化・ス ポ ー ツ

14月8日（水）午前10時30分〜11時30分

日、実施施設の休診日を除く）51日6人【利

2保健福祉センター 3階 3講師と一緒に歌

用料】1日2,000円【利用方法】事前登録
（登録

やふれあい遊びを楽しむ 4本講座に初めて参

申請書は保育課、実施施設で配布。市ホーム

加する市内在住の令和元年9月〜令和2年2月

ページからもダウンロード可）
と利用希望日の前

生まれの子と保護者 5先着30組 8児童発

日に予約が必要

達支援ミュージックセラピスト 奈良真理子さん
93月16日
（月）
から電話で
（土・日曜日、祝日を
除く午前9時〜午後4時）

教育相談
県立名古屋盲学校 ☎052-711-0009

催 し・講 座

児童館クラブ活動 会員募集
各児童館

1月〜金曜日
（祝・休日を除く）
午前9時〜午後4
時30分 2県立名古屋盲学校（名古屋市千種
区) 3見えにくい、見えないなど見え方が気に

【 活動内容 】囲碁、

なるお子さんの教育相談 6無料 9電話で

将棋、卓球、折り紙、

（月〜金曜日
（祝・休日を除く）
午前9時〜午後4時

絵手紙、ミュージック、ダンスなど 4小学生

30分）

9各児童館へ直接 =活動内容は各児童館で
くらし

異なります。詳細は各児童館だより4月号をご
覧ください。

病児・病後児保育

Sunﬂower seeds
〜尾張旭市に文化の花を咲かせよう、
たねから育てる応援コンサート〜
−弦楽器編−

市役所保育課保育係 ☎76-8147
あらかわ医院（実施施設）☎53-9666

文化会館 ☎54-8500

4市内在住の生後2カ月〜小学3年生の児童

13月29日
（日）
午後2時〜3時 2文化会館 ホ

【利用条件】次の2つの要件を満たす場合◉病気

ワイエ 3
「文化会館で文化振興の花を咲かせ

または病気回復期のため、集団生活ができない

よう」
という思いのもと、地域に根付いた文化振

児童で、病児・病後児保育が可能と医師が認め

興事業の第二弾として、1・2月の弦楽器事業で

た◉保護者が勤務、疾病、入院、介護、冠婚葬祭

演奏した優秀者の演奏会 6無料

城山 公 園 遊 具 広 場がリニューアル ♪
3月16日（月）午前10時から新しくなった
遊具広場を利用できます（一部芝生養生区
域を除く）。
多くの子どもたちが楽しめるよう、
さまざ
まな遊具を設けました。
ぜひ、
遊びに来てくだ
さい♪
市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161
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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

市指定文化財
春のマメナシ・アイナシ観察会

ホームページからもダウンロード可）を直 接
=会場を事前に確保し、開催日の2カ月前まで

子 ど も・子 育 て

市役所文化スポーツ課文化振興係 ☎53-1144

6無 料 9申 請 書（文 化スポーツ課で配布。

に申請してください。

14 月 4 日
（土）
午前10時

外国人のための日本語教室

〜 正 午【 集 合

尾張旭外国人のための日本語教室会
澤田 ☎53-6010

場 所 】ス カイ

14月8日〜7月15日
（4月29日、5月6日を除

マメナシ

く水曜日･13回）◉午前の部／10時〜11時

ア 3自生する貴重な植物マメナシ・アイナシに

30分◉午後の部／7時30分〜9時 2中央公

ついて専門家の解説を聞きながら間近で観察

民館 209会議室 3入門、初級、漢字を学ぶ

6無料 8名古屋工業大学教授 増田理子さん

4市内在住の外国人のかた 5先着各15人

=◉少雨決行◉申し込み不要。集合場所へ直

61,300円
（初回持参）9電話で =日本語を

接お越しください◉途中参加可

教えるボランティアを募集しています。詳細はお

歴史民俗フロ

文 化・ス ポ ー ツ

ワードあさひ

ご利用ください 軽々楽々スポーツ

臨時休館

市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183
3スポーツイベントを開催する際にスポーツ
推進委員が企画・運営などをサポートします。
4シニアクラブ、子ども会などの市内の団体

催 し・講 座

問い合わせください。

多世代交流館いきいき 3月28日
（土）
害虫駆除のため、屋外トイレも使用できません。
くらし

吉賀池湿地 春の一般公開
4月4日
（土）、5日
（日）
午前10時〜午後1時（雨天中止）
吉賀池
と こ ろ
（旭ヶ丘運動広場内に臨時駐車場あり）
と

き

内

容 ハルリンドウなどの春の湿地植物の公開

ボランティア
登録（随時）

費

用 無料

内

容 公開日の会場案内、受け付けなど

◉申し込み不要。動きやすい服装・靴で会 対 象 者 18歳以上のかた
場へ直接お越しください
そ の 他
◉ホームページで一般公開日の年間予定
応募方法 登録用紙（産業課で配布）
を直接
を掲載しています
市役所産業課農政係 ☎76-8133

市民体育大会 競技結果

各競技の結果はホームページで随時
お知らせしています。
ぜひ、
ご覧ください。
市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183

8講師

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

=その他
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9

花たちを訪ねる 6無料

ボランティアサロン

④森でフィットネス

子 ど も・子 育 て

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

14月1日
（水）
午前10時〜正午 3森林浴をし

文 化・ス ポ ー ツ

14月16日
（木）
午後1時〜3時 2渋川福祉セ

ながら軽い全身運動を楽しむ 6100円 7タ

ンター ボランティア室 3人づきあいに役立

オル、敷物

つ傾聴を学ぶ 515人 8うさぎの会 94月

⑤自然ウォッチング〜花繚乱の径〜

9日
（木）
までに電話か直接（土・日曜日、祝日を

14月10日
（金）
午前9時30分〜正午 3自然

除く午前9時〜午後5時）
。定員を超えた場合は

観察指導員の解説付きで植物や虫、鳥などを

抽選。定員に満たない場合は10日
（金）以降先

観察 6無料

着順で受け付け

⑥万葉の花フォトラリー
14月1日(水)〜12日(日) 3テーマの花を撮影
できたかたに花のしおりをプレゼント 6無料

手話奉仕員養成講座

共通事項

市役所福祉課障がい福祉係
☎76-8142、FAX.52-3749
*fukusi@city.owariasahi.lg.jp

【集合場所】植物園内①〜⑤展示館前⑥各門
6各費用のほかに植物園入園料220円（中学

催 し・講 座

14月18日〜令和3年3月

生以下無料）
が必要 =◉雨天決行◉申し込み

13日
（土曜日・41回）
午前10

不要。集合場所へ直接お越しください

時〜正 午 2中 央 公 民 館
3聴覚に障がいのあるかた
に、日常生活での初歩的なコミュニケーション支
援を行うための手話技術の習得 4市内在住・

固定資産（土地、家屋）評価額の
縦覧・閲覧

くらし

在勤・在学のかたと市ボランティア団体会員のか

市役所税務課 土地係 ☎76-8118
家屋償却係 ☎76-8119

た 5先 着 2 0 人 63 , 3 0 0 円（テキスト代）

固定資産縦覧帳簿の縦覧

94月10日
（金）
までに電話、ファクス、メールか

14月1日(水)〜5月7日(木）3納税者本人が

直接 =開催日時・場所は変更する場合あり

所有する土地や家屋の評価額を、他の土地や家
屋と比較していただくため、縦覧帳簿の縦覧が
できます。

森林公園の催し

固定資産課税台帳
（名寄帳）
の閲覧

森林公園案内所 ☎53-1551

3納税義務者
（所有者）
、借地人、借家人、破産

①道草ウォーキング

管財人、その他の権利
（対価が支払われるもの）

13月18日
（水）
午前10時〜正午 3季節の花

を有するかたは、該当資産の固定資産課税台帳

や虫、鳥などを観察しながら植物園をウォーキ

を閲覧できます
（納税義務者以外のかたは賃借

ング 6無料

契約書、裁判所の選任書など、権利関係を確認

②なるほど森歩き

できる書類が必要）
。61件当たり300円
（縦覧

13月21日
（土）
午前10時〜正午 3森歩きを

期間中、納税義務者は無料）

楽しみながら5つの問題にチャレンジ 6無料

共通事項

③野の花めぐり〜シュンラン・シデコブシ〜

2税務課 =本人確認のため、運転免許証など

13月25日
（水）
午前10時〜正午 3野に咲く

の身分証明書の提示が必要

コンビニ交付サービスの停止
10 広報 おわりあさひ〈令和2年3月15日号〉

3月18日（水）午後8時〜11時
メンテナンス作業のため
市役所市民課市民係 ☎76-8130

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

