あ

ナー
お知らせコー

さ

ひ

だ

よ

り

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。

図書館 ☎54-5544

知事が認めるかた
（里親）
に委託し、児童の健全
育成を図る制度です。里親になることを希望す
るかた、里親制度を詳しく知りたいかたは、お問
い合わせください。

110月2日
（金）
〜11月3日
（祝）
（休館日を除く）
2図書館 3優良図書を集めた、おすすめ本の

こどもの発達相談
保健福祉センター内
こどもの発達センターにこにこ ☎53-6103
31◉こどもの発達相談／月〜金曜日
（祝・休

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

日を除く）
午前8時30分〜午後5時◉医師による
発達専門相談
（要予約）
／第2・4水曜日午後2時
〜5時◉言語聴覚士によることばの専門相談
（要

センター 4階 3親子でエクササイズを行い、

予約）
／第1・3水曜日午前9時〜正午◉臨床心理

産後の正しいケアを学ぶ 4市内在住の令和2

士によるこどもの心理専門相談
（要予約）
／第4

年5〜9月生まれの子と母 5先着30人 7お

火曜日午前9時〜正午 2こどもの発達セン

子さん用の敷物(バスタオル可)、飲み物 8体

ターにこにこ

力メンテナンス協会産後指導士 田中祐子さん
910月1日
（木）
〜30日
（金）
に電話で
（土・日曜日
を除く午前9時〜午後4時）=◉動きやすい服
装でお越しください◉新型コロナウイルス感染
はご相談ください

民具企画展
尾張旭市制50年
70ʼ尾張旭市が生まれた頃
市役所文化スポーツ課文化振興係 ☎53-1144

募集

症拡大防止のため、対象者以外の同席について

催 し・講 座

111月5日
（木）
午前10時〜11時 2保健福祉

文 化・ス ポ ー ツ

コーナーを設置

子 ど も・子 育 て

青少年によい本をすすめる県民運動
「育てよう 豊かな心 読書から」

110月10日
（土）
〜令和3年9月30日
（木）
午前

里親を募集しています

9時〜午後5時 2スカイワードあさひ 歴史民

県中央児童・障害者相談センター
☎052-961-7250

俗フロア 3昭和45年
（1970年）
に旭町から尾

3里親制度は、さまざまな事情により家庭で生

市制50周年を迎える尾張旭市の市制施行当時

活できない児童や保護者のいない児童の養育を

のまちの様子を写真や資料で振り返る

張旭市へと生まれ変わり、令和2年
（2020年）
で
くらし

親子天体観測教室

地球に接近した赤い火星、上弦の月と並んだ木星と土星
と

こ

内
対
費

象

き

10月23日
（金）午後7時から

ろ

スカイワードあさひ ひまわりホール、天体観測室

容

小・中学校の先生による天体の講義と観測

者

市内の小学4年〜中学3年生と保護者

用

対象児童・生徒1人につき300円
（2回目以降は100円）

申し込み方法

定

員

15組30人

10月7日
（水）〜14日
（水）
に右記二次元コードを読み取り、必要事
項を入力し送信か電話（土・日曜日を除く午前8時30分〜午後5時
15分）
で。定員を超えた場合は抽選

申し込み・問い合わせ先／中央公民館内生涯学習課生涯学習係 ☎76-8181
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
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お知らせ

と

ケアラーズカフェ
子 ど も・子 育 て

保健福祉センター内
地域包括支援センター ☎55-0654
110月14日
（水）
午前10時30分〜午後3時
（時
間内入退場自由）2中央公民館 101会議室

消費生活展
「今届けたいメッセージ
新しい日常生活に希望と勇気を」
市役所産業課商工係 ☎76-8132

文 化・ス ポ ー ツ

3認知症介護の相談、介護者同士の情報交換

111月9日
（月）
〜20日
（金）
午前10時〜午後3

4認知症のかたを介護している家族のかた、要

時
（最終日は正午まで）2市役所ロビー 3市

介護者、医療・福祉専門職のかた 6200円
（飲

内で活動する消費者団体による消費生活情報

み物・お菓子付き）9電話で
（土・日曜日を除く

などに関するパネル展示とクイズラリー

午前8時30分〜午後5時15分）

毎月第3日曜日はふらっとで音楽を聴こう
ふらっとロビーコンサート
新池交流館ふらっと ☎52-8852

お口のケア講座
保健福祉センター内
地域包括支援センター ☎55-0654
111月26日
（木）
午前10時〜11時30分 2中
央公民館 303会議室 3おいしく食べて楽し

催 し・講 座

1①10月18日
（日）②11月15日
（日）③12月

く話すため、また健康寿命を延ばすために大切

20日
（日）
午前11時〜11時30分 2新池交流

なお口のケアを学ぶ 4市内在住の65歳以上

館ふらっと ロビー 3ジャズやクラシック、ポッ

のかた
（要支援・要介護認定者を除く）5先着

プスなど、さまざまなジャンルのコンサート【出

3 5 人 6 無 料 8 歯 科 医 師 月 村 雅 史さん

演】①中川・中村Duo②森祥子
（ピアノ）
③竪琴

910月1日
（木）
〜11月20日
（金）
に電話か直接

サークル ソフィア
（クラシック）6無料 =申し

（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分〜午後5

たて

募集

込み不要。会場へ直接お越しください。

時15分）

秋の山野草展

4月入校
障害者職業訓練生を募集します

市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143

くらし

110月24日
（土）
、25日
（日）
午前9時〜午後4

ハローワーク瀬戸 ☎82-5123
愛知障害者職業能力開発校 ☎0533-93-2102

時
（25日は3時まで）2スカイワードあさひ 第

【コース】①Ｉ
Ｔスキル科②ＯＡビジネス科③ＣＡＤ

1・2展示室 3老人園芸クラブ旭山草会の作品

設計科④総合実務科
（知的障がい者）
⑤就業支

展示、即売など

援科（精神障がい者、発達障がい者）【訓練期

令 和 3 年 3月に環 境 事 業 センター および
リサイクル 広 場 を移 転します

お知らせ

稲葉町地内にある、
ごみの収集や運搬に関する業務を行う環境事業センター、資源ごみなどが持ち込める
リサイクル広場を移転します。
ご理解・ご協力をお願いします。

移転先

◉環境事業センター
下井町刎内2346-6
（東部浄化センター内）
◉リサイクル広場
東大道町原田2490-7
（市役所南側）

その他

◉移転に伴い、
リサイクル広場でのリユース品の引
き取りを11月20日
（金）
で一時終了します
（リユ
ース品の展示は引き続き行います）
◉移転後は、
リサイクル広場でのリユース品の取り
扱いを変更する予定です。詳細は広報おわりあさ
ひなどでお知らせします

問い合わせ先／環境事業センター ☎52-8000、市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135
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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

あさひ
間】①〜④1年⑤3カ月【選考日】①〜③⑤12月
4日
（金）④12月13日
（日）【選考方法】筆記試

より

固定資産税に関するお知らせ
市役所税務課土地係 ☎76-8118
土地の利用状況を変更したときは連絡を

せください。

3土地にかかる固定資産税・都市計画税は、毎

母子・父子家庭医療費受給者証
更新のお知らせ
市役所保険医療課福祉医療係 ☎76-8152

年1月1日現在の利用状況に応じて課税されま
す。宅地造成をしたとき、耕作を開始またはやめ
たときなど、土地の利用状況を変更した場合は

子家庭医療費受給者証をお持ちのかた【更新

3住宅やアパートなどの建物の敷地は、200㎡

方法】◉引き続き受給資格のあるかた／更新申

までは小規模住宅用地、200㎡を超え住宅の床

請書（9月下旬〜10月上旬に送付）
を提出◉受

面積の10倍までは一般住宅用地として、固定資

給資格が確認できないかた／お知らせを送付。

産税を算定する際に、税の負担を軽減する特例

期日までに必要書類を提出 =古い受給者証

措置があります。住宅などを新・増築などしたか

は、11月以降市役所にお越しの際にお返しくだ

たで、この特例を受ける場合は住宅用地申告書
（税務課で配布）
を提出してください
（家屋調査時
などに提出している場合は不要）
。

市国民健康保険加入者
特定保健指導

生涯現役就労サポートセンター
出張相談 in 尾張旭市

市役所保険医療課国保庶務係
☎76-8150

市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143
111月25日（水）午後1時〜3時50分 2多

動機付け支援

世代交流館いきいき 3応募書類の書き方、再

3健診を受けた医療機関で、原則1回の面接と

就職の不安や疑問、仕事の探し方など、就労に

3カ月後の評価を実施

関する相談 455歳以上のかた 5先着3人

積極的支援

6無料 9生涯現役就労サポートセンターに電

3健康課が実施する
「あなたのためのちょいや

話（☎052-446-6830）
か申込書（同センター

せ道場」
で、生活習慣改善のための継続的な支

ホームページからダウンロード可）
をファクス
（FAX. 052-583-0585）
で

援と6カ月後の評価を実施

新しく指定された区域

北本地ケ原、三郷地区北部に加え、市内3地区目

お知らせ

三郷地区南部が
「ゾーン30指定地区」に
指定されました
ゾーン30とは
区域内の全ての路線の規制速度を時
速30キロに指定し、通り抜け車両の速
度を抑制することで、歩行者の安全な
通行を確保する安全対策です。ゾーンの入
り口には標識や路面表示を設置しています。

三郷地区南部
（瀬戸川町二丁目、狩宿新町二丁目）

問い合わせ先／市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128
9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

くらし

生活習慣改善による効果が特に期待できるかた

募集

4市国民健康保険の特定健康診査を受診し、

8講師

催 し・講 座

住宅用地申告書の提出を

文 化・ス ポ ー ツ

ご連絡ください。

4有効期間が10月31日で満了となる母子・父

さい。

子 ど も・子 育 て

験、面接 =応募方法など、詳細はお問い合わ

だ

=その他
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子 ど も・子 育 て

経営相談

都市計画変更案の縦覧

市商工会 ☎53-7111

市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161

1◉ 税 務 ／ 第 1 月曜日◉ 法 律 ／ 第 1 木 曜日

110月1日（木）〜15日（木）2都市整備課

◉労務／第2水曜・第4火曜日◉情報化／第3

3名古屋都市計画生産緑地地区に係る変更案

木曜日◉いずれも祝・休日を除く午後1時30分

【意見書提出方法】縦覧期間中に郵送
（必着。様

〜4時（情報化のみ午前10時〜正午、午後1時

式不問）
か直接

30分〜4時30分）2市商工会館 3税金、確
文 化・ス ポ ー ツ

定申告、契約、訴訟、雇用関係、労働災害、IT化
の推進などに関する相談 4市内で事業を営む
かた 6無料 9電話で
（土・日曜日、祝・休日を
除く午前8時30分〜午後5時15分）

10月11日〜20日
秋の安全なまちづくり市民運動
市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128
3安全なまちづくりのために私たち一人一人が

事業やお店を始めるかたは
事前に相談してください

催 し・講 座

消防本部予防課予防査察係 ☎51-0352

できる対策を紹介します。
家庭でできる対策
◉防犯カメラやセンサーライトを設置して防犯
意識の高い家・地域であることを顕示◉短時間

募集

3店舗を開業するときや模様替え・増改築など

の外出、在宅中、就寝中を問わず窓やドアは確

を行うときは、消防法に基づく消防用設備など

実に施錠◉住宅・店舗などの窓・出入口、自転車

が必要になるほか、規模によっては消防検査が

はツーロック◉車両にはハンドル固定器具、警報

必要になります。店舗などの使用を開始してか

機などの盗難防止装置を取り付け、ナンバープ

ら消防用設備などを設置する場合、営業を一時

レートは盗難防止ネジに交換し、駐車中は車内

停止しなければならなかったり、大きな負担が生

に物を置かない◉リレーアタック
（エンジンキー

じたりする場合がありますので、事前に相談して

の電波を増幅・中継して盗む手口）防止のため

ください。

キーを金属缶などで保管したり、
「節電モード」
に

事前に相談が必要な場合の例

したりする◉人通りの少ない道や暗い夜道の一

◉増改築、改修、模様替えを行うとき◉テナント

人歩きは避け、防犯ブザーや笛
（ホイッスル）
を携

を変更するとき◉用途を変更するとき

帯◉お金に絡む不審な電話・メール・ハガキ・封

くらし

おうち時間を楽しもう！

無料 オンライン農政講座「飾り巻き寿司作り」
とき

11月3日
（祝）
午前10時30分〜午後1時

内容

自宅で、
見て楽しい、
味わっておいしい飾り巻き寿司を作る

お知らせ

対象者

市内在住の親子

定員

12組

用意するもの パソコン・スマホ・タブレットなど、
食品用ラップ、
巻き簾、
材料
（後日連絡）
申し込み
方法
その他

10月14日
（水）
までに右記二次元コードを読み取り、
ホームページの問い合わせ
フォームに必要事項を入力し送信。
定員を超えた場合は抽選。
結果は全員に通知
◉パソコン推奨端末／MicrosoftWindows10、
MicrosoftEdgeバージョン84.0以上
（アッ
プデート推奨）
、
GoogleChromeバージョン84.0以上◉スマホ推奨端末／Android5.0以
上、
iOS11.0以上◉カメラがない機種やデスクトップパソコンは別途ウェブカメラの取り付
けが必要となります
申し込み・問い合わせ先／市役所産業課農政係 ☎76-8133
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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

あさひ
筒は、詐欺だと認識し、家族や警察に相談・通報

だ

より

◉住宅対象侵入盗防止◉自転車盗防止◉振り
込め詐欺防止◉青色パトロールなどの子ども見

公立瀬戸旭看護専門学校 ☎85-2220

守り活動◉各種防犯教室など

111月14日
（土）
午後1時〜5時 2公立瀬戸
旭看護専門学校
（瀬戸市進陶町）【試験科目】一

平和への誓いを新たに 戦没者追悼式

般教養、小論文、面接【申込期間】10月26日

市役所福祉課福祉政策係 ☎76-8139

（月）=応募資格や応募方法など、詳細は同校
ホームページをご覧ください。

あさひのホール =本年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止と参列者などの安全を考慮
し、式典は規模を縮小して招待者のみで開催

あいち技能五輪・アビリンピック2020

します。

文 化・ス ポ ー ツ

（月）
〜11月4日
（水）【合格発表日】11月30日

110月22日
（木）
午前10時から 2文化会館

あいち技能五輪・アビリンピック推進協議会
事務局 ☎052-954-6884
技能五輪

アビリンピック

14日
（土）

競技

競技

15日
（日）

競技

閉会式

16日
（月）

閉会式

―

11月13日
（金）

共同募金委員会（市社会福祉協議会内）
☎54-4540
310月1日
（木）から赤い羽
根共同募金運動が始まりま

開会式

開会式

2愛知県国際展示場（常滑市セントレア）
ほか

戸別募金や市内スーパーで

3さまざまな職種や種目で、日頃職場などで

街頭募金を行います。また、

培った技能の日本一を競う =新型コロナウイ

市役所や市社会福祉協議会にも募金箱を設置

ルス感染症拡大防止のため、無観客とし、大会

しますので、ご協力をお願いします。【募金の使

の様子は動画で配信予定。詳細は同事務局ホー

い道】市内でご協力いただいた募金は、高齢者・

ムページをご覧ください。

障がい者・子どもの支援、ボランティアや福祉団
に活用されます。

東部市民センター 10月20日
（火）
受付業務も行いません。

日 本に住んでいる全ての人および 世 帯が 対 象です

国 勢 調 査

回答期限

の 回 答はお済みですか 10月7日（水）
◉調査員による回収を希望する場合は、担
当の調査員または事務局までご連絡くだ
さい
◉回答期限までに回答が確認できない場
合は、調査員が回答のお願いに伺います
◉調査書類が届いていない場合や追加の
調査票が必要な場合（5人以上の世帯な
ど）
は、事務局までご連絡ください

問い合わせ先／令和2年国勢調査尾張旭市実施本部事務局（市役所総務課内）☎76-8191

0応募方法

-公開抽選

=その他
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お知らせ

国勢調査の結果は、選挙の区割り、地方交付税の算定基
準、社会福祉、雇用政策、防災対策など、私たちの暮らしの
さまざまな分野で役立てられます。
調査員が皆さんのお宅を訪問し、調査書類を配布してい
ますので、期限までに回答をお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
できる
限り皆さんと調査員が対面しない方法で行うようにしてい
ますので、
インターネットでの回答にご協力をお願いしま
す
（郵送も可）。

9申し込み・申請方法

くらし

臨時
休館

体の育成など、市内のさまざまな社会福祉事業

募集

す。各町内会単位で実施する

催 し・講 座

とき

赤い羽根共同募金にご協力を

8講師

子 ど も・子 育 て

令和3年4月入学
公立瀬戸旭看護専門学校
社会人入学試験

市が実施する運動啓発

