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/
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座などに参加する際は、
マスクの着用にご協力ください。

よ

り

子 ど も・子 育 て

夏休み わくわく自由研究コンテスト
市役所教育行政課学校指導係 ☎76-8174

街頭相談
3不審者・痴漢などから子どもたちを守るため、
青少年が集まる場所を中心に巡回し、声掛けな

19月10日
（木）
〜17日
（木）
午前9時〜午後5時

どを通して相談に応じます。【活動時間（祝・休

（最終日は3時まで）2スカイワードあさひ ギャ

日を除く）】◉月〜金曜日／午前9時〜午後4時

ラリーあさひ 3小学3年生〜中学3年生の自

30分◉土曜日／午後0時45分〜8時15分

文 化・ス ポ ー ツ

由研究を展示 =入賞作品は9月18日
（金）〜
25日
（金）
に市役所ロビーでも展示

芸術展 写真部門
文化会館 ☎54-8500

Let's 産後ケア
保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

19月21日
（祝）
〜27日
（日）
午前10時〜午後5時
（23日
（水）
を除く。最終日は4時まで）2文化会

催 し・講 座

110月1日
（木）
午前10時〜11時 2保健福祉

館 展示ロビー・展示室・展示ギャラリー 6無料

センター 4階 3親子でエクササイズを行い、

コラボ企画
「秋を奏でるコンサート」

産後の正しいケアを学ぶ 4市内在住の令和2

19月25日
（金）
午後2時から 2文化会館 ホ

年4〜8月生まれの子と母 7お子さん用の敷物

ワイエ 3鍵盤ハーモニカの演奏【出演】吉田

（バスタオル可）
、飲み物 8体力メンテナンス協

絵奈さん 570人
（要整理券）【整理券配布】当

会産後指導士 田中祐子さん 99月1日
（火）
〜

日芸術展受付で配布

30日
（水）
に電話で
（土・日曜日、祝日を除く午前
9時〜午後4時）=動きやすい服装で会場へ直
募集

接お越しください。

かけっこの走り方教室
総合体育館 ☎54-2733

一人で悩まず気軽にご相談ください
少年センター相談窓口
中央公民館内少年センター ☎76-8129

19月22日
（祝）
①午前10時〜10時50分②午
前11時〜11時50分 2総合体育館 アリーナ
3走り方のコツとフォームを学ぶ 4市内在住・
在学・在園の①年中・年長児②小学1〜4年生

くらし

3児童・生徒からの学校や家庭での悩み・不安

5先着①20人②30人 6500円（保険代含

をはじめ、保護者からのお子さんの様子の変化

む）7運動のできる服装、体育館シューズ、飲

などの相談に応じます。

み物、タオル 9開催日までに電話か直接
（午前

青少年とその保護者の悩み電話相談
（スマイルダイヤル）
な や みゼロ

9時〜午後8時30分）=キャンセルの場合、費

70120-48-7830

お知らせ

携帯電話から☎0561-52-0700
【相談時間（祝・休日を除く）】◉月〜金曜日／午
前9時〜午後5時◉第2･4土曜日／午前9時〜
午後4時30分

用は返却不可

シニア向けニュースポーツ体験会
市役所文化スポーツ課体育係
☎76-8183、FAX.53-0401
*taiku@city.owariasahi.lg.jp

来所相談
（要予約）

19月26日
（土）
午前10時〜11時15分 2東

3少年センターで直接相談に応じます。【相談

部市民センター コミュニティホール 3スポー

時間】土・日曜日、祝・休日を除く午前9時〜午後

ツ推進委員と一緒にニュースポーツを楽しむ

5時

4市内在住の65歳以上のかた 5先着24人

12 広報 おわりあさひ〈令和2年9月1日号〉

1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

7運動ができる服装、体育館シューズ、マスク、

親子で楽しく地産地消
3キリ・エコクッキング

飲 み 物 9 9 月1 日

市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135

電話、ファクス、メー
ルで① 氏 名・ふりが

19月26日
（土）
午前10時〜午後1時 2新池

な②住所③電話番

交流館ふらっと 3食材の使いキリ、食事の食

号を連絡か直接

べキリ、生ごみの水キリの「3キリ運動」
を実践

子 ど も・子 育 て

（火）〜2 3日（水）に

し、地元の野菜を使った環境に優しいクッキング
組 61組300円 7エプロン、バンダナ、布巾、

市役所環境課環境政策係
☎76-8134、FAX.52-0831

スリッパ
（上履き可）99月7日
（月）
〜18日
（金）

1①9月19日②10月3日③11月21日④12月

に電話で =参加者には生ごみ水キリ用具のサ

5日
（土）
午前10時〜正午 2スカイワードあさ

ンプル品をプレゼント

ひ ひまわりホールＡ 3①身近な生物多様性
②身近な生物多様性の現在とこれから
（後）
希少
な生態系とその保全③ＳＤＧｓ×イノベーションに
ついて④尾張旭の環境と巨大地震〜尾張旭は
安心・安全な都市か〜 5各先着30人 6無
料 8①②名古屋産業大学講師 長谷川泰洋さ
ん③同大学教授 矢野昌彦さん④同大学教授
菅井径世さん 99月1日
（火）
〜各開催日の5日

緊急性があると判断した場合は迷わず
119番通報をしてください。

ファクスか直接
（複数講座の申し込み
可）=全講座受講者には修了証を

消防署救急係 ☎51-0885

お渡しします。

無料で利用可能

◉自転車等駐車場の通路への駐車や長期駐
車はしないでください
◉自転車などを路上や自転車等駐車場に放置すると、
不法投棄として罰せられることがあります
◉盗難を防ぐため、
ツーロック以上の施錠をしましょう

安心して乗るために 自転車保険への加入
近年、
自転車利用者の事故が増加傾向にあります。特に
午前7〜8時台と夕方に多く発生しています。ヘルメットを
着用し、車の動きにも十分注意しましょう。自転車利用者
も加害者となり得ることを意識し、各種保険に加入しま
しょう。

問い合わせ先／市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128
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9月1日号〉 13

お知らせ

自転車・バイクを駅周辺やバス停付近の路
上に停めておくと、通行の妨げとなり、まち
の美観も損ないます。市では、駅周辺に無料
の自転車等駐車場を整備していますので、
ご
利用ください。
なお、名鉄瀬戸線印場駅前広場・駅北周辺
道路は自転車等放置禁止区域です。区域内
に放置された自転車などは、即時撤去とな
り、返還時に手数料（自転車1台1,000円、原
動機付自転車1台2,000円）
がかかります。

注意事項

くらし

自転 車 等 駐 車 場をご 利 用ください
駅周辺に整備

募集

前に右記二次元コードからアクセス、

救急車を呼ぶか迷ったら…

◉全国版救急受信アプリ
（愛称「Q助」）
119番通報、医療機関の検索など
ができます。右記二次元コードか
らアクセス
◉成人／救急医療情報センター ☎0561-82-1133
◉こども／小児救急電話相談 ☎#8000（短縮）

催 し・講 座

救急車の適正利用に
ご協力をお願いします

の現在とこれから
（前）
絶滅危惧植物とその保全

文 化・ス ポ ー ツ

を体験 4市内在住の子と保護者 5先着10

あさひエコ大学

地域ふれあい講座 親子絵画教室
子 ど も・子 育 て

渋川公民館 ☎53-8600

共通事項
2多世代交流館いきいき 4市内在住の60歳
以上のかた 5先着12人 6500円 99月2

19月27日
（日）
午前10時〜正午 2渋川公民

日
（水）
〜25日
（金）
（受講経験者は3日
（木）
から

館 3水彩絵の具やクレヨンなど、好きなものを

申し込み可）
に費用を添えて直接
（午前9時〜午

使って親子で楽しく絵を描く 43歳〜小学生

後5時）

の子と保護者
（市内在住のかたを優先）5先着
5組 6400円
（材料費含む）7絵を描く道具

文 化・ス ポ ー ツ

（水彩絵の具、パレット、水入れ、筆、クレヨン、鉛
筆、消しゴムなど）
、雑巾 8シクラメンの会指導
者 加藤惠子さん 99月2日
（水）
から費用を添

あさひ生活応援サポーター
養成講座
市社会福祉協議会 ☎55-7071
110月8日、15日、22日
（木曜日・3回）
午前10

えて直接
（午前9時〜午後9時）

時〜正午 2保健福祉センター シアタールー

多世代交流館いきいき後期講座
多世代交流館いきいき ☎54-8202

ム 3高齢者のちょっとした困りごとを手助けす
る
「生活応援サポーター」
を養成 4介護・福祉に

催 し・講 座

関心があり、原則全ての日程に参加できるかた

いきいき体幹トレーニング教室

5先着30人 6無料 910月1日
（木）
までに

110月5日〜11月30日
（月曜日・5回）
午後1時

電話か直接
（土・日曜日、祝日を除く午前8時30

〜3時 3無理のない体幹トレーニングで体力の

分〜午後5時）

向上を図り、健康寿命を延ばす 7動きやすい服
装、チラシ30枚、
ヨガマットまたはバスタオル、飲
アキ

み物など 8健康体操インストラクター ＡＫ
Ｉさん

成人大学講座

募集
くらし

いきいき健康イスヨガ体操教室

中央公民館内生涯学習課公民館係
☎54-5300

110月14日〜12月2日
（水曜日・5回）
午前10

経済教養

時〜正午 3椅子を利用したヨガで無理なく体

110月8日〜12月17日
（木曜日・6回）
午前10

力の向上を図り、健康寿命を延ばす 7動きや

時〜11時30分 3名古屋学院大学教授 家本

すい服装、プラスチック製青竹ふみ、ラップの

博一さんによる講座
「新型コロナウイルス感染

芯、ヨガマットまたはバスタオル、飲み物など

拡大に翻弄された欧州の2020年」62,400

8フィットネスインストラクター 加藤恵美さん

円
（初回持参）

10月1日から変更

ほんろう

中学校体育施設夜間開放の

予約申し込み・使用料の支払い場所が変わります

中学校体育施設の夜間開放に関する窓口を市役所文化スポーツ課から総合体育館に変更します。
お知らせ

対象となる ◉予約申し込みに関するもの
（抽選申し込み・先着申し込み・予約取り消しなど）
手続き
◉使用料に関するもの
（支払い・還付請求など）
受 付 時 間 午前8時30分〜午後8時
（年末年始
（12月29日〜1月3日）
を除く。
施設は午前9時〜午後9時開館）
受 付 場 所 総合体育館
そ の 他 学校体育施設利用者の登録・更新は引き続き文化スポーツ課で行います
問い合わせ先／市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183

14 広報 おわりあさひ〈令和2年9月1日号〉

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

詳細は事務局ホームページをご覧ください

メディア教養
110月13日〜12月22日
（火曜日・6回）
午前10
犬飼俊久さんによる講座
「ラジオと私とドラゴン
ズ」61,800円
（初回持参）

防火管理講習
（一財）名古屋消防技術センター
☎090-6338-0119
①甲種新規防火管理講習会
（2日間）

2中央公民館 4成人のかた 540人 99月

110月26日
（月）
、27日
（火）
いずれも午前9時

1日
（火）
〜8日
（火）
に下記二次元コードからアク

20分〜午後5時

セスか直接（土・日曜日を除く午前9時〜午後5

②乙種防火管理講習会

時）
。定員を超えた場合は抽選。定員

110月26日
（月）
午前9時20分〜午後5時

に満たない場合は9月9日
（水）
以降

共通事項

先着順で受け付け

2スカイワードあさひ ひまわりホール A・B
5①②合わせて先着120人 6①8,000円
②7,000円 99月15日
（火）
〜22日
（祝）
に申込

介護に関する入門的研修

書
（市消防本部予防課で配布）
を
（一財）
日本防火・
防災協会にファクス
（FAX.03-3591-7130）
か同
協会ホームページで =定員に満たない場合は、
10月8日
（木）
〜10日
（土）
に2次募集を行います。

1①基礎講座／10月10日
（土）
午後1時30分
〜4時30分②入門講座／10月24日、11月14
日、28日
（土曜日・3回）
午前9時30分〜午後4時
30分 2栄ガスビル
（名古屋市中区）3①介

学生や女性も活躍中！
市消防団員を募集しています
消防本部消防総務課人事教養係 ☎51-0861
3地域の安全を守るた

3日
（土）
までに下記二次元コードからアクセスか

めに必要な消防団員を

申込書
（長寿課で配布）
を事務局にファクスか郵

募集しています。日頃は

送で =◉定員になり次第、受け付けを終了

災害に備えて訓練に励

◉受講後は、あいち介護サポーターバンクに登

み、災害が発生したとき

録可。介護事業所への就業やボラン

には消火活動などを行

ティア活動の紹介を受けられます

います。社会人はもちろん、学生や女性も消防団

◉ 他 の日程・会 場でも開 催 予 定 。

の一員として楽しく活動しています。9電話で

グリーンシティケーブルテレビ

市職員や関係者の皆さんが登場し、
イベント・事業の
紹介や公共施設の案内など、毎月1日、15日に内容を更
新し、市の旬の話題をお届け。
ホームページでもご覧に
なれます。
放送チャンネル 地上Ｄ12ch
放 送 時 間 10分（1日6回放送）
問い合わせ先／市役所情報課広報係 ☎76-8106

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9月1日号〉 15

お知らせ

「あさチャン」

行政情報番組

くらし

法など 4高校生以上のかた 6無料 910月

募集

護に関する基礎知識など②基本的な介護の方

催 し・講 座

あいち介護サポーターバンク運営事務局
（〒450-6046 名古屋市中村区名駅1-1-4
ＪＲセントラルタワーズ46階）
☎0800-200-4415（平日午前9時〜午後5時45分）
FAX.0800-200-9915

文 化・ス ポ ー ツ

共通事項

子 ど も・子 育 て

時〜11時30分 3元東海ラジオアナウンサー

公立陶生病院の職員を募集します
子 ど も・子 育 て

公立陶生病院人事課 ☎82-5101

与所得を100分の30として保険税を算定【軽
減期間】離職日の翌日の属する月〜その月の属
する年度の翌年度末（平成27年度以前分の保

【職種】①臨床工学技士・理学療法士・言語聴覚
士②事務職③電気技師【採用予定日】令和3年

険税は対象外）【必要書類】雇用保険受給資格
者証

4月1日【申込締切日】9月18日
（金）=募集人
数や応募資格など、詳細は公立陶生病院ホーム
ページをご覧いただくかお問い合わせください。

文 化・ス ポ ー ツ

DV被害ひとりで悩まないで
女性の悩みごと相談
保健福祉センター内子育て支援室 ☎53-6101

9月20日〜26日 動物愛護週間
市役所環境課環境保全係 ☎76-8136
3ペットにとって、飼い主は唯一のよりどころ
です。最後まで責任を持って飼い続けましょう。
【犬の飼い主のかたへ】◉道路などで排せつし
たふんは後始末する◉リードを付ける◉必要以

催 し・講 座

1毎月第1・3火曜日
（祝日の場合は翌週）
午前

上にほえないようしつける【猫の飼い主のかた

10時〜午後3時 2保健福祉センター 子育て

へ】◉他人の敷地への侵入や事故などを防ぐた

支援室 3女性相談員がＤＶ被害、家庭内の不

め、室内で飼う◉不必要な繁殖を防ぐため、避

和やいざこざ、結婚・離婚、男女問題など、女性

妊・去勢手術をする
（補助金制度あり）

のさまざまな悩みごとに応じる 9電話で
（土・
日曜日、祝・休日を除く午前8時30分〜午後5時）
DV被害で急を要する場合の相談ナビ
（有料）

高齢者世帯などの調査にご協力を
市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143
3高齢者の状況を把握し、緊急時の対応などに

募集

役立てるため、9〜11月ごろに訪問調査を行い
ます。お住まいの地区の担当民生委員が訪問し
ますので、ご協力をお願いします。4おおむね
70歳以上の一人暮らし、
または高齢者のみの世
帯など
◉携帯電話や一部のIP電話からも利用可◉詳

くらし

細は内閣府男女共同参画局ホームページをご
覧ください

臨時
休館 受付業務も行いません。
平子公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9月22日
（祝）

お知らせ

解雇などで離職したかたの
国民健康保険税を軽減

（火）
新池交流館ふらっと・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9月29日

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

旭丘公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10月 5日（月）

4現在国保に加入している、または今後加入予

三郷公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10月 6日（火）

定で、次の全てに該当するかた◉平成27年3月

本地原公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10月 7日（水）

31日以降に離職した◉離職日の翌日時点で65

白鳳公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10月11日（日）

歳未満◉雇用保険受給資格者証第1面の離職

（木）
瑞鳳公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10月15日

理由欄の理由コードが11、12、21、22、31、
32
（特定受給資格者）
、23、33、34
（特定理由離
職者）
のいずれかに該当【軽減内容】前年の給
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藤池公民館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10月 4日（日）

（木）
コミュニティセンター宮浦会館・・ 10月22日
（日）
渋川公民館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10月25日

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

地・管理地で、猫のふん尿などの被害でお困りの

猫の侵入被害軽減装置の試用貸し出し

市民または市内に事業所を有する事業者【貸出
日】平日の午前8時30分〜午後5時15分【貸出

3所有地などにおける猫のふん尿などの被害

期間】貸出日を含め30日間【貸出台数】1世帯

を軽減するため、猫が不快に感じる超音波を発

または1事業者／1台
（先着順）6無料(別途電

生させる装置を貸し出します。4市内の所有

池が必要）9申請書
（環境課で配布）
を直接

お気軽にご相談ください

市民活動のひろば
市民活動のためのNPO相談会

と

催 し・講 座

法人設立、組織運営、事業運営、
その他ＮＰＯに関する相談（会計税務、
人材育成、広報、助成金申請・報告）
についての相談に応じます。
き 申込者が希望する日時（1時間程度）。
申込時に調整

相 談 方 法 対面、
電話、
web会議システムのいずれか
対

象

費

者 団体の設立・運営・会計税務などに課題のある市内の市民活動団体・個人
相

用 無料

談

文 化・ス ポ ー ツ

つなが ひろげ
よう！
ろう！

子 ど も・子 育 て

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

員 NPO法人ボランタリーネイバーズから派遣

申し込み方法 電話、
メール、
ファクスか直接

市民活動講座 スクラップブッキングでポスターをつくろう

スクラップブッキングとは写真を飾るペーパークラフトのことです。作成したポスターは市役所ロビー
やイトーヨーカドー尾張旭店で展示します。
と

き 9月25日
（金）
午後1時30分〜3時30分

内

容 スクラップブッキングで活動を伝えるポスターを作る

対

象

と

こ

募集

活動をPRしたいグループ集まれ！

ろ 渋川福祉センター 研修室

者 市内でボランティア・市民活動・地域活動・サークル活動をしている団体・グループ
用 無料

員 先着15団体（1団体2人まで）

講

師 クリエイティブメモリーズ公認アルバムアドバイザー 幸治明恵さん、溝田志保さん

申し込み方法 9月23日
（水）
までに電話、
メール、
ファクスか直接

くらし

費

定

申し込み・問い合わせ先／ 渋川福祉センター内市民活動支援センター ☎51-2878
FAX.51-2879、*katudoushien@city.owariasahi.lg.jp
（土・日曜日、
祝・休日を除く午前9時〜午後5時）

と
と

き
こ

9月3日、17日、10月1日、15日、29日
（木）午前10時〜11時30分（ランチルームは利用不可）

（東大道町） 定
ろ 愛知聖ルカセンター

員

各回先着5組

費

用

1人100円

（右記二次元コードからアクセス）
で
申し込み方法 ルカ子ども発達支援ルームホームページ
申し込み・問い合わせ先
ルカ子ども発達支援ルーム 小野 ☎53-8937、*alc.chubu@nskk.org

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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未就園児向け 親子ひろば「すきっぷ」

