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 https://www.city.owariasahi.lg.jp/

お知らせコーナー

※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。
文化・スポーツ

内 古い民家の台所を再現し、調理や食事で使

芸術展
絵画・彫塑・工芸部門

う道具を展示

文化会館 ☎54-8500
時 7月27日
（火）
～8月1日
（日）
午前10時～午

後5時
（最終日は午後4時まで）場 文化会館 展

催し・講座

示ロビー・展示室・展示ギャラリー 費 無料
コラボ企画
「心に響くハーモニー」

原爆ポスターの展示
市役所福祉課社会福祉係 ☎76-8141
時 7月20日
（火）
～8月13日
（金） 場 市役所ロ

時 7月29日
（木）
午後1時30分から 場 文化会

ビー 内 非核平和都市事業の一環として、広島・
長崎の原爆被害の実相や現在の核兵器の状況

定 70人
（整理券が必要。当日芸術展受付で配

たポスターなどを展示

ひび き

によるボーカル・ピアノ
館 ホワイエ 内「響 生 」
なるべ
布） 他 駐車台数に限りがありますので、
く乗り合わせてお越しください。

募
集

吟剣詩舞道大会

などを、写真や図表を用いて分かりやすく説明し

三郷の
「らしさ」
を探る
～三郷ライフを漫画にしよう！～
市役所三郷駅周辺整備推進室 ☎76-8182

吟剣詩舞道部会 加藤 ☎52-4329

sangoseibi@city.owariasahi.lg.jp

時 8月1日
（日）
午後1時から
（午後0時30分開

くらし

場）場 文化会館 あさひのホール 内 部会加入
団体が 詩吟・剣舞・詩舞の練習の成果を披露

費 無料 他 ●申し込み不要。直接会場へお越し

ください●駐車台数に限りがありますので、
なる
べく乗り合わせてお越しください

時 8月7日
（土）午後１時30分～4時
場 市役所 講堂 内 三郷駅前まち育

てプロジェクト第2弾。県立芸術大学

と共催で実施する
「三郷らしさって何だろう？」
を
テーマにしたワークショップ 対 市内在住か三郷
駅周辺にゆかりのあるかた
（小学3年生以上）
定 先着30人 費 無料 申 7月26日
（月）
までに

電子申請
（上記二次元コードか市ホームページ

mini民具企画展「食の道具」

から）
か、電話、
ファクス、
メールで①住所②氏名

お知らせ

市役所文化スポーツ課文化振興係

（若干
③電話番号を連絡 他 未就学児の託児可
名）
。詳細は、
お問い合わせください。

☎53-1144

時 7月22日
（祝）
～9月7日
（火）
午前9時～午後

5時 場 スカイワードあさひ 歴史民俗フロア

尾張東部権利擁護支援センター あすライツ

水道メーターの
取り替えを実施します

☎75-5008、FAX.75-5088

時 8月8日
（日）
午後1時30分～4時30分 場 東

7月下旬～8月に取り替える地区

新居町、稲葉町、北原山町、北山町、城山町、
西大道町、東大道町、南原山町、向町
その他
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成年後見セミナー

郷町民会館ホール
（東郷町春木）内 ●第1部／
渡辺哲雄さんによる講演会
「ものがたりでわか

る成年後見制度」
●第2部／弁護士、市民後見
人などによるパネルディスカッション 定 150人

申 電話、
ファクス、尾張東部権利擁護支援セン

●対象者には事前にはがきで通知します
●詳細は広報おわりあさひ5月15日号かホー
ムページをご覧ください

ターのホームページから 他 ●会場参加かオン
ライン参加（オンラインは第１部のみの視聴）

問い合わせ先
市役所上水道課経営係 ☎76-8168

たはお知らせください）●席の間隔を空けるな

令和3年7月15日号

時 とき

●手話、要約筆記あり
（その他配慮の必要なか

ど、新型コロナウイルス感染症対策を行います
場 ところ

内 内容

対 対象者

定 定員

費 費用

持 持ち物

月19日
（月）
～8月13日
（金）
に直接 他 シニアク
ラブ加入者は各クラブで取りまとめの上、
出品

脳力アップ教室
地域包括支援センター ☎55-0654

作品展

～11時30分 場 保健福祉センター いきいき

ホール 内 認知症予防に効果のあるコグニサイ
ズを筋力トレーニングやウォーキングと共に学び、

時 9月18日
（土）
、19日
（日）
午前9時～午後4時

文化・スポーツ

時 9月10日～10月15日
（金曜日・6回）
午前9時

（最終日は、午後3時まで） 場 スカイワードあさ
ひ ふれあいホール・イベントステージ

脳の認知機能の維持、向上を目指す 対 市内在

市民祭ステージ出演団体を
募集します

住の65歳以上のかた 定 先着12人 費 無料

申 7月16日
（金）
～8月20日
（金）
に電話か直接

催し・講座

市観光協会 ☎52-6500、FAX.57-1833

脳
（土・日曜日、
祝・休日を除く）他 教室時間内に、
の健康チェックテスト
「あたまの元気まる」
を実施

kanko@owariasahishi.com

時 10月9日
（土）
、10日
（日） 場 市民祭イベン

ト広場
（スカイワードあさひ イベントステージ）

危険物取扱者保安講習

【出演時間】1団体25分程度
（準備・撤収時間を

消防本部予防課危険物係 ☎51-0379

からもダウンロード可）
をメールかファクスで

午後
午前
10月6日
（水） 午前・午後
10月5日
（火）

集

一般

とき

国民健康保険のかたへ
医療費が高額になるときは申請を

●午前／9時40分～午後0時40分●午後／1
（名古屋
時30分～4時30分 場 ウィルあいち

受講する義務あり●期間内に受講しないと、免

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
内 入院や外来での保険診療が高額になるときは

「限度額適用認定証」
を医療機関の窓口に提示

状の返納を命ぜられる場合あり 定 各310人

することで医療費の窓口支払いがその月の限度

社）
県危険物安全協会連合会
（〒460‐0001名

非課税世帯のかたは
「標準負担額減額認定証」

費 4,700円 申 申請書
（予防課で配布）
を
（一

額
（医療機関ごと）
までとなります。
また、住民税

古屋市中区三の丸3-2-1）
に郵送

により入院時の食事負担額
（標準負担額）
も減額

得者の一部のかたと住民税非課税世帯のかた

を対象に7月下旬に案内を郵送【有効期限】申

市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135

請した月の初日から翌年度の7月末日
（申請日

時 8月1日
（日）
午前9時～午後4時 場 リサイクル

が4〜7月の場合はその年の7月末日）
まで。8月

（部品代が
械系を含む）
を預かり、
修理する 費 無料

請してください。 他 国民健康保険税に未納が
ある世帯には交付できません。未納のある場合

（電気系、
機
ひろばクルクル 内 故障したおもちゃ

故障した
かかる場合を除く）他 ●申し込み不要。
おもちゃを持参し会場に直接お越しください●修
理不能なものも含め、
おもちゃは後日返却します

以降も引き続き必要な場合は8月以降に再度申

は早めに納税相談をしてください。

放送大学 令和3年度第2学期
入学生
（10月入学）
募集中！

高齢者趣味の作品展
出展作品
市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143
【対象作品】
市内在住の60歳以上のかたが作っ
た文芸・技芸・陶芸・工芸・手芸や農作物など 申 7
申 申し込み・申請方法

お知らせ

されます。 申 ●70歳未満のかた／保険証を持
参の上、直接●70～74歳のかた／現役並み所

おもちゃ病院で修理する
おもちゃを募集します

講 講師

くらし

市東区） 対 危険物取扱者免状所持者 【注意
事項】●危険物取扱作業従事者は3年ごとに

募

種別
給油取扱所

（金）
までに申込書
含む） 費 無料 申 7月30日
（同協会で配布。同協会および市ホームページ

応 応募方法

抽 公開抽選

パソコン・スマホ・テレビで
「いつでもどこでも
誰でも」
受講できます。出願方法など詳細は、同
大学ホームページをご覧ください。
放送大学愛知学習センター ☎052-831-1771

他 その他

令和3年7月15日号

9

で70～74歳のかた●後期高齢者／後期高齢

国民年金保険料
学生納付特例制度

者医療被保険者証をお持ちのかた【発送時期】

文化・スポーツ

7月中旬 他 旧受給者証・保険証は、8月以降に
市役所へ返却していただくか、細かく裁断し廃

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
内 申請により、保険料の納付が猶予されます

棄してください。

以降に収入が減少したかたは臨時特例申請に

がん患者と家族に対する相談支援
事業「がんサポートほっとライン」

（新型コロナウイルス感染症により令和2年2月
該当する場合あり）
。また、将来の年金の受給権

や、障害基礎年金の受給資格を確保できます。

NPO法人ミーネット事務局

催し・講座

対 本人の所得が基準以下または失業中の学生

☎052-252-7277

申 申請書
（ホームページからダウンロード可）
に

●マイナンバーカードまたは年金番号のわかる

時 毎週火・木曜日と月2回土曜日午前10時～

正午、午後1時～4時
（いずれも受け付けは終了

もの●学生証（有効期限の記載がある面も含
む）
の写しまたは在学証明書●来庁者の身分証

30分前まで）内 養成講座を修了したがん体験

明書
（同一世帯の親族が代理申請する場合。同

者のピアサポーターによる電話相談 対 がん患

一世帯以外は委任状も必要）
●離職票または雇

（ただし、通信料は利用者
者とその家族 費 無料

募

用保険受給資格者証
（前年に所得がある場合）

負担）他 事前予約・詳細は、NPO法人ミーネッ
ト事務局
（火～土曜日午前9時30分～午後5時）

集

を添えて、郵送または直接 他 ●猶予を受けた
期間の保険料は、10年以内に追納することで、

にお問い合わせください。

将来の年金額計算に含まれます●過去の未納

がんサポートほっとライン ☎052-684-8686

分は、申請日前月から2年前まで申請可

くらし

令和2年
国勢調査

国民健康保険高齢受給者証
（国保）
・
後期高齢者医療被保険者証
（後期高齢者）の更新

世帯数 33,779世帯 人口 83,182人
（令和2年10月1日現在）
※住民基本台帳と集計方法が異なります。

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

高齢者医療係 ☎76-8153

ご協力ありがとうございました。
詳細は、県ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
市役所総務課総務係 ☎76-8111

内 前年中の所得などに基づき、
自己負担額の

お知らせ

区分を見直した新しい受給者証・被保険者証を
送付します。 対 ●国保／国民健康保険加入者

令和3年第4回（6月）

市議会定例会

速報値を
お知らせします

6月市議会定例会が6月7日〜25日の19日間の会
期で開催されました。今回の定例会では、一般会計補
正予算や条例の一部改正などが上程され、慎重に審
議された結果、
原案どおり可決などされました。

（第3号）
令和３年度 一般会計を補正（第2号）

歳入歳出予算総額をそれぞれ259億3,038万円と
しました。歳入の主なものでは、国庫支出金で子育て世
帯生活支援特別給付金など1億390万円、消防車両購
入事業による市債で9,510万円を追加するなどしまし
た。歳出の主なものでは、子育て世帯生活支援特別給
付金給付事業で7,480万円、新型コロナウイルスワク
チン接種事業で2,200万円、消防車両購入事業で
9,967万1千円を追加するなどしました。

条例の一部改正など

地方税法等の一部改正に伴い、所要
の整備を図る尾張旭市市税条例等の一
部を改正する議案、旭小学校と西中学
校の校舎増築工事（建築）請負契約に
ついての議案、ブーム付災害対応特殊
消防ポンプ自動車の取得についての議
案などが原案どおり
可決されました。

問い合わせ先／市役所議事課議事係 ☎76-8186
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令和3年7月15日号

時 とき

場 ところ

内 内容

対 対象者

定 定員

費 費用

持 持ち物

雑草の刈り取り

市役所土木管理課管理係 ☎76-8164

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

内 自宅などの樹木の枝や葉が道路に飛び出し

内 空き地の雑草は放置しておくと害虫の発生

ていると、道路を安全に通行することができなく

や火災、不法投棄の原因となり、生活環境を脅

段差解消プレートなどを置くと通行や集水の妨

辺にお住まいのかたに迷惑が掛からないよう、

なる場合があります。
また、側溝の上に植木鉢や

かす要因にもなります。土地所有者は空き地周

せん てい

げとなる場合があります。樹木は定期的に剪 定

早めに雑草を刈り取ってください。
草刈り機の貸し出し

し、道路上には物を置かないなど、道路を利用す
願いします。

対 市内の雑草を刈り取るかた

催し・講座

る方が安全・快適に通行できるようご協力をお

文化・スポーツ

道路通行の安全確保にご協力を

【貸出日】
平日の午前8時30分～午後5時15分

【貸出期間】
貸出日を含め4日間

アライグマ、ハクビシン、
ヌートリア
にご注意を

【貸出台数】
1人1台
（先着順）

費 1台300円 申 申請書
（環境課で配布）
を直接

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136
募

内 市内で外来種であるアライグマ、
ハクビシン、

ヌートリアの目撃情報が寄せられています。病気

集

感染やけがの危険がありますので、触ったり刺激

を与えたりしないようにしてください。
また、捕獲
箱を無償で貸し出しますので、
ご連絡ください。

住民票の写し

市役所農業支援室 ☎76-8133
内 農地法第52条に基づき、
8月1日現在の農地

の保有、利用状況や賃借などの動向を確認する

ため、農地基本台帳の用紙を7月下旬に配布し

ます。農家資格の証明などの参考資料になりま

メンテナンス作業のため
コンビニ交付サービス
の停止
7月21日
（水）午後8時〜11時
問い合わせ先
市役所市民課市民係 ☎76-8130

でに必ず提出してください。

みんなの公園
マナーを守って利用しましょう

お知らせ

すので、該当する農家のかたは、8月13日
（金）
ま

印鑑登録証明書

くらし

農地基本台帳の提出を

7月30日
（金）
まで

市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161
内 公園の外にボールが飛び出す、
公園を独占使

用するなど、
近所のかたや他の利用者の迷惑とな

るケースが頻繁に見受けられます。
誰もが気持ち
よく利用できるようルールを守りましょう。
【利用

愛知県市町村対抗駅伝競走大会
市代表選手候補者募集中！
と

き 12月4日(土)
（雨天決行）

コ ー ス 愛・地球博記念公園 周回コース

のルール】
●ボールが公園の外に飛び出したり、

区 間・代 9区間・18人
表選手数（各区間の補欠選手1人含む）

火気は使用しない●近所の迷惑となるような遊

そ の 他

他の利用者の迷惑にならないようにしたりする●

びはしない●遊具や広場は譲り合って使う●ゴミ

は持ち帰る●遊具、
ベンチ、
トイレなどを壊したり、
落書きをしたりしない●ペットはつないで散歩し、

詳細はホームページか広報おわり
あさひ6月15日号をご覧ください

応募・問い合わせ先／
市役所文化スポーツ課
スポーツ係 ☎76-8183

ふんは必ず持ち帰る●バイクの乗り入れはしない
講 講師

申 申し込み・申請方法

応 応募方法

抽 公開抽選

他 その他

令和3年7月15日号

11

