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。

すくすく子育て講座
親子で楽しく音あそび

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

4本年4月に小・中学校に入学するかた
（1月上
旬に就学通知書を送付済み）【入学式】◉小学

11時〜11時40分 2保健福祉センター 3歌

校／4月6日
（火）
◉中学校／4月7日
（水）
【国立・

や楽器に触れ、親子で音を楽しむ 4市内在住の

私立の小・中学校へ入学する場合】入学先の校

平成31年2月〜令和元年8月生まれの子と保護

長の承諾書
（入学許可書など）
と就学通知書を教

者 5各先着10組 8音楽療法士 滝上美水さ

育行政課に提出してください。=◉入学する学

ん 91月18日
（月）
〜28日
（木）
に電話で
（土・日

校は就学通知書に記載◉就学通知書が届いて

曜日を除く午前9時〜午後4時）=①②は同内

いないかた、市内の小・中学校へ入学を希望する

容。申し込みはいずれか

外国籍のかたで、手続きがお済みでない場合は、

天体観測室
オリオン大星雲

至急ご連絡ください
催 し・講 座

スカイワードあさひ

文 化・ス ポ ー ツ

12月1日
（月）
①午前10時〜10時40分②午前

星の広場だより

子 ど も・子 育 て

令和3年度小・中学校入学案内

オリオン大星雲を観察してみよう

冬の夜空でひときわ目立つ星座がオリオン座です。
一直線に並んだ「三つ星」の下に、散光星雲Ｍ42（オリオ
ン大星雲）
があります。望遠鏡で見ると鳥が羽を広げては
ばたいているように、
ガスが広がっているのが分かります。

親子天体教室
と

（金）
午後7時から
き 1月29日
募集

と こ ろ

スカイワードあさひ
ひまわりホール・天体観測室

対 象 者 市内在住の小学4年〜中学3年生と保護者
定
員 15組30人
費

用

1月13日（水）〜20日（水）に
申し込み 右記二次元コードを読み取り、
方
法 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

夜間観望会

2月

午後6時〜7時
17日
（日）火星、散開星団Ｍ35、オリオン大星雲
Ｍ42、
プレアデス星団Ｍ45
（すばる）など
24日
（日）月、
カストル、
オリオン大星雲Ｍ42 など
午後6時30分〜7時30分
7日
（日）冬のダイヤモンド
（6個の1等星）
、
オリオン大星雲Ｍ42 など
14日
（日）冬の大三角
（シリウス・ベテルギウス・
プロキオン）、
オリオン大星雲Ｍ42 など

太陽観望会
午前10時〜正午、午後1時〜3時
火・土・日曜日、祝・休日
お知らせ

1月

対象児童・生徒1人につき
300円
（2回目以降は100円）
くらし

大星雲の中では トラペジウム
星が 誕 生していま
す。中央には、ここ
で 生 まれ た 4 つ の
星が台形に並んで
いる様子が見られ
ます。

共通事項
費用 無料
その他

◉申し込み不要。
マスクを着用
の上、会場へ直接お越しください
◉天候により中止する場合あり

問い合わせ先／ 中央公民館内生涯学習課生涯学習係 ☎76-8181、
スカイワードあさひ ☎52-1850

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

広報 おわりあさひ〈令和3年1月15日号〉

5

火や周囲からの飛び火によるものが多いため、

なかよし展、技術・家庭科展

貴重な文化財を守るには、管理する側はもちろ

子 ど も・子 育 て

市役所教育行政課学校指導係 ☎76-8174

ん、地域の皆さんの注意と協力が不可欠です。
火の取り扱いに十分注意し、貴重な文化財を守

12月6日(土)〜12日
（金)午前9時〜午後5時

りましょう。

（最終日は3時まで）2スカイワードあさひ ギャ
ラリーあさひ 3◉なかよし展／市内小・中学校
特別支援学級児童・生徒による作品展示◉技

文化会館ホワイエで演奏しませんか

術・家庭科展／市内中学生による技術・家庭科

文化会館 ☎54-8500

文 化・ス ポ ー ツ

の作品展示

11月16日
（土）
〜2月26日
（金）
午後2時〜4時
（ホワイエ開放日のみ）3
「未来」
をテーマに新し

あさぴーフェア
こどもの福祉サービス事業所説明会

い季節をイメージして演奏 4楽器の演奏がで
きるかた 9電話で
（月曜日を除く午前9時〜午

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

後5時）=◉優秀演奏者には、4月に開催予定

催 し・講 座

11月15日
（金）
〜31日
（日）3サービス利用

のロビーコンサートへの出演を依頼します◉動

までの流れや市内児童発達支援事業所・放課

画を撮影し、ホームページなどに掲載する場合あ

後等デイサービス事業所の紹介を動画で配信

り◉ホワイエ利用者から拍手を送られたかたは

4療育支援が必要な子を持つ保護者 =詳細

受付で粗品をプレゼント

はお問い合わせください。

危険物取扱者試験

1月26日は文化財防火デー

消防本部予防課危険物係 ☎51-0379

市役所文化スポーツ課文化振興係 ☎53-1144
募集

3昭和24年1月26日に法隆寺の金堂が炎上し

屋市熱田区）【試験の種類／手数料】◉甲種／

たことから制定されました。文化財の火災は、放

6,600円◉乙種第1〜6類／各4,600円◉丙種

地域づくりのきっかけに

地域ふれあい講座

くらし

各申込期間に費用を添えて直接
（午前9時〜午後9時）
※市内在住・在勤のかたを優先

お知らせ

おこしものづくり講座
き 2月17日
（水）午前10時〜正午

ところ 本地原公民館（☎54-9291）
内 容 ひなまつりの餅菓子、
おこしものを作る
定 員 先着12人

費 用 600円
（教材費含む）

と

き

ところ

内 容 特製ダレで作る香ばしい五平餅を味わう
定 員 先着各14人
（材料費含む）
費 用 1,000円

持ち物 エプロン、
バンダナ、
ラップ

エプロン、バンダナ、布巾、手拭きタオル、
持ち物 持ち帰り容器
（五平餅用、
タレ用）
、
筆記用具

講

講

師 篠田すみ子さん

申込期間 1月15日
（金）
から
6

五平もちを作ろう
①2月 2日
（火） ①三郷公民館
（☎54-4500）
②
4日
（木） ②平子公民館
（☎54-9290）
③
8日
（月） ③藤池公民館
（☎54-8722）
④ 10日
（水） ④瑞鳳公民館
（☎052-773-1466）
いずれも午前10時〜正午

各講座実施施設

と

13月7日
（日）2名古屋工学院専門学校
（名古

広報 おわりあさひ〈令和3年1月15日号〉

師 太田千代子さん

（金）〜22日
（金）
申込期間 1月15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

午前9時〜2月1日
（月）
午後5時に
（一財）
消防試

420〜70歳の野菜作りに興味があり、継続的

験研究センターホームページで◉書面申請／1

に農業に携わる意欲のあるかた 510人程度

月26日
（火）
〜2月4日
（木）
に願書
（予防課で配布）

6無料 92月26日
（金）
までに申込書
（尾張旭

を同センター愛知県支部
（〒460-0001 名古屋市

グリーンセンター
（午前8時30分〜午後5時）
、産

中区三の丸3-2-1 県東大手庁舎6階）
へ郵送
（必

業課で配布）
を配布場所へ直接【選考方法】書

着）
か直接
（土・日曜日を除く午前9時〜午後5時）

類選考、面接

ボランティアサロン

県消費生活モニターを募集します
愛知県県民生活課（〒460-8501住所不要）
☎052-954-6163 FAX.052-972-6001

12月25日
（木）
午前10時〜正午 2渋川福祉

3消費生活に関する情報の提供、アンケートへ

センター ボランティア室 3手のひらサイズの

の回答、生活必需品などの需給・価格調査、研修

うさぎ人形を作る 510人 8ToyToy 92

会への出席など 4県内在住の20歳以上のかた

月18日
（木）
までに電話か直接
（土・日曜日、祝日

（公務員、公職選挙法による公職者を除く）【任

を除く午前9時〜午後5時）
。定員を超えた場合

期】県が依頼した日から令和4年3月31日まで

は抽選。定員に満たない場合は2月19日
（金）
以

02月19日
（金）
までに応募用紙
（産業課、各県民

降先着順で受け付け

事務所で配布。県ホームページからもダウンロー

トイ

トイ

催 し・講 座

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

文 化・ス ポ ー ツ

ら収穫・出荷までの本格的な野菜の栽培を学ぶ
子 ど も・子 育 て

／ 3 , 7 0 0 円 9◉ 電 子 申 請 ／ 1 月2 3日（土）

ド可）
を郵送、ファクスか直接。県ホームページか
らも応募可【謝礼】
年額1,500円以内
（予定）

交通少年団 団員募集
交通少年団 太田 ☎52-9752
催 、交 通 安 全 パレード
（市民祭）、県警主催の
集合訓練参加、パトカー
での啓発活動など 4小学3〜6年生 0電話で

医療費通知を発送します
募集

3交通安全教室の開

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
3国民健康保険証で診療を受けたかたには、医
療費に関する通知を2カ月ごとに発送しています。
令和2年9・10月診療分を1月末に、令和2年11・
12月診療分を2月末に発送します。確定申告な
どで医療費控除を申告するかたは、通知を添付

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

=医療費通知が届く前に申告するかた、医療費

くらし

農学校の参加者を募集します

することで控除明細書の記載を省略できます。
通知を紛失したかたは、これまでどおり領収書を

14月上旬〜令和4年3月
（月1回程度。原則平

添付し、申告してください。なお、医療費通知の

日）2稲葉町地内の畑 3植え付けの計画か

再発行はできません。大切に保管してください。
お知らせ

他の児童館の子どもたちと交流を
児 童 館 対抗卓球大会 深めて、
自分の実力を試そう！

と

対

象

（土）
午後1時から
（0時30分から受け付け）
き 3月13日
と こ ろ 総合体育館 アリーナ
中学生
中学生5人
者 小学3〜6年生、
定
員 各児童館小学生7人、

持

ち

靴を入れる袋、
ラケット
（貸し出し可）
物 体育館シューズ、

申し込み方法

2月6日
（土）〜22日
（月）
に電話か直接（日曜日、祝日
を除く午前9時〜午後5時。
電話は午前10時から）
申し込み・問い合わせ先／各児童館

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3年1月15日号〉
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償却資産（固定資産税）
の申告は
お済みですか
子 ど も・子 育 て

市役所税務課家屋償却係 ☎76-8119

支援給付金請求書）
に必要事項を記入し、日本
年金機構へ2月1日必着で送付してください。な
お、期日までに提出がなかった場合は3月以降か
らの支払いになります。

3償却資産
（事業のために用いる機械・器具・備
品・構築物など）
には、土地や家屋と同様に固定
資産税が課税されます。所得税や法人税の申告
とは別に、市に申告してください。【申告が必要

文 化・ス ポ ー ツ

なかた】◉市内で事業を営んでいるかたや駐車

あさひ健康マイスター手帳の提出は
お早めに
市役所健康都市推進室 ☎76-8101

催 し・講 座

場・アパートなどを貸しているかたのうち、令和3

3各種健康づくりや地域活動
（

のつ

年1月1日現在、償却資産を持っている個人・法人

いているイベントなど）
に参加して、50ポイント以

◉前年度に申告をしたが、都合により廃業などし

上集めたかたに抽選で記念品が当たります。

たかた【申告期限】2月1日
（月）=◉耐用年数

150ポイント以上集めたかたは抽選に参加でき

が過ぎた資産や現在使用していない資産をお持

るほか、あさひ健康マイスターとして表彰されま

ちのかたも、事業のために使用できる状態であ

す。【提出方法】3月31日
（水）
までに各公民館、

れば申告が必要です◉申告漏れなどが判明した

コミュニティセンター宮浦会館、イトーヨーカドー

場合、
さかのぼって課税することがあります

尾張旭店 あさぴーハトソンくん出会いの広場、
市役所ロビーの回収ボックスへ投函、
または健康

年金生活者支援給付金の
請求手続きはお済みですか

募集

給付金専用ダイヤル ☎0570-05-4092
（050で始まる電話の場合は☎03-5539-2216）
日本年金機構瀬戸年金事務所お客様相談室
☎83-9044
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
3新たに年金生活者支援給付金の対象となる

都市推進室に直接
提出する前に申込書（43ページ）の記入をお願
いします

会話が不自由なかたからの
119番通報を受け付けています

受給者のかたには、10月頃に日本年金機構より

瀬戸・尾張旭消防指令センター ☎85-1119
FAX.85-0441 *touroku@setoasahishirei.info

請求手続きの案内を送付しています。手続きが

3耳や言葉が不自由なかたからの火災、救急な

済んでいないかたは、同封のはがき
（年金生活者

どの通報に備え、ファクス・メール・インターネット

くらし

原動機付自転車・軽自動車の
廃車・名義変更の手続きをお忘れなく

お知らせ

軽自動車税（種別割）は、4月1日現在の所有者に課税されます。廃車や譲渡などの際には、所定の手続き
が必要です。4月2日以降に廃車や譲渡などの手続きをしても、1年分が課税されます。2・3月は窓口が大変混
み合いますので、
早めに手続きを済ませてください。
車種

8

届け出・問い合わせ先

原動機付自転車（125cc以下）、
小型特殊自動車

市役所税務課家屋償却係 ☎76-8119

軽二輪（125cc超250cc以下）、
二輪の小型自動車（250cc超）

中部運輸局愛知運輸支局 小牧自動車検査登録事務所
☎050-5540-2048

軽三輪、軽四輪、
ボートトレーラー

軽自動車検査協会 愛知主管事務所 小牧支所 ☎050-3816-1773

広報 おわりあさひ〈令和3年1月15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

妨げとなります。迷惑駐車

います。利用には事前の届け出が必要です。

を見かけたかたは、守山警

=届け出方法など、詳細はホームページをご覧

察署
（☎052-798-0110)

いただくかお問い合わせください。

または近くの交番へ連絡

子 ど も・子 育 て

を活用した音声によらないシステムを導入して

してください。【駐車禁止
の区域】◉駐停車禁止の

なくそう迷惑駐車

標識や表示がある◉駐車場などの出入口から3

市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128

メートル以内◉交差点とその端から5メートル以
内◉道路の曲がり角から5メートル以内◉横断

けでなく、交通事故の原因や、救急・消火活動の

歩道の前後5メートル以内など

文 化・ス ポ ー ツ

3路上駐車などの迷惑駐車は、通行を妨げるだ

認知症カフェ「かたろ〜な」に来てみませんか
市内3カ所にある認知症カフェが「かたろ〜な」
という愛称で活動しています。認知症
カフェは、認知症のかたやその家族、介護の専門家など地域の皆さんが集う場所です。
誰でも事前予約なしで来場できますので、
コーヒーを飲みながらほっとひと息つきませんか。
ところ
カフェふぁんふぁん
（三郷町栄83 ことぶきの湯内）

2・5・10月第2水曜日 午前10時30分〜午後3時
※次回は2月10日
（水）
に開催予定

ケアラーズカフェ
（中央公民館 101会議室）

毎月第2水曜日 午前10時〜正午
※現在休止中

うさぎカフェ
（南栄町黒石48番地1
サンヴェール尾張旭サンカフェ内）

催 し・講 座

とき
毎月第3金曜日 午前10時〜正午

令和2年 第5回（12月）

市議会定例会
議長に早川八郎さん
市議会議長に、早川八郎
さん
（瀬戸川町、56歳）
が
選ばれました。

一般会計・3特別会計・2事業会計予算を補正

0応募方法

-公開抽選

=その他

条例の一部改正など

尾張旭市勤労福祉会館の設置の
目的および施設の名称を変更するた
めの「尾張旭市勤労福祉会館の設置
及び管理に関する条例」を一部改正
する議案、
リサイクル広場を移転する
に当たり、名称および設置場所を変
更するための
「尾張旭市リサイクル広
場の設置及び管理に関する条例」を
一部改正する議案などが原案どおり
可決されました。

広報 おわりあさひ〈令和3年1月15日号〉

お知らせ

一般会計では、歳入歳出それぞれ1億3,415万1千
円を追加し、総額を355億3,181万3千円としまし
た。歳入の主なものでは、国庫支出金で障害者自立
支援給付費等負担金など1億567万5千円、市債で
9,840万円を追加したほか、繰入金で6,000万円を
減額などしました。歳出の主なものでは、介護給付・
訓練等給付費で6,800万円、ひとり親世帯臨時特別
給付金（再支給分）で3,200万円、新型コロナウイル
スワクチン接種事業で2,200万円を追加するなどし
ました。

9申し込み・申請方法

くらし

12月市議会定例会が、11月30日〜12月18日の19日
間の会期で開催されました。議長が選出されたほか、一般
会計補正予算案などの議案が上程され、慎重に審議され
た結果、全て原案どおり可決などされました。

8講師

募集

飲み物代が必要です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加されるかたはマスク着用、
手指消毒、体調確認にご協力をお願いします。
問い合わせ先／保健福祉センター内地域包括支援センター ☎55-0654
市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143

9

