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、年末年始を除く午前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。
子ども・子育て

小・中学校書写展
市役所学校教育課学校指導係 ☎76-8174
時 12月10日
（金）
～16日
（木）
午前9時～午後

5時
（最終日は3時まで） 場 スカイワードあさひ

ギャラリーあさひ 内 小学3年～中学1年生の書
写作品の展示
文化・スポーツ

「愛のひと声運動」
を実施します
中央公民館内少年センター ☎76-8129

文化会館 ☎54-8500
時 12月19日
（日）
午後1時30分～3時
（1時開

場） 場 文化会館ホール 内 ホワイエで自由に
演奏事業とあさぴー音楽会の出演者6組による
クリスマスコンサート 定 先着450人 費 無料

申 12月1日
（水）
から直接
（月曜日を除く午前8

時 12月20日
（月）
～1月10日
（祝） 内 市青少

時30分～午後5時）他 全席指定

ぐるみで青少年の健全育成や非行防止を目指し

新春! 音はじめコンサート

年健全育成推進会議と少年センターでは、地域

催し・講座

た
「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動

（冬期）
」
に併せて
「愛のひと声運動」
を実施しま
す。子どもたちを温かく見守るとともに、危険な
遊びをしている子どもがいたら注意する
「愛のひ

と声」
をお願いします。

文化会館 ☎54-8500
時 1月10日
（祝）
午後2時から
（1時30分開場）
場 文化会館ホール【出演】
陽影月
（津軽三味線

のデュオとクラシックピアノ奏者の3人による和風

募
集

ハイブリットユニット）費 1,000円 申 12月1日
（水）
から直接
（月曜日、
年末年始を除く午前8時

Let's 産後ケア
保健福祉センター内子育て支援センター

30分～午後5時）他 全席指定。未就学児入場
不可

☎52-3132

時 1月13日(木)①午前10時～10

森林公園の催し

時40分②11時～11時40分 場 保

くらし

健福祉センター 4階 内 産後のママ
の心と体のケアを、
エクササイズをしながら学ぶ
対 市内在住の令和3年7～11月生まれの子と母

森林公園案内所 ☎53-1551
森でフィットネス
時 12月1日
（水）
午前10時～正午 内 森林浴

定 先着各10組 持 お子さん用の敷物(バスタオ

をしながら軽い全身運動を楽しむ 費 100円

（水）
～令和4
導士 水野由紀子さん 申 12月1日
年1月11日
（火）
に電話
（土・日曜日、
祝日、
年末年

自然ウォッチング～岩本池のカモたち～

始を除く午前9時～午後4時）
か上記二次元コー

察指導員の解説付きで植物・虫・野鳥などを観

ドから 他 ●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症拡大防止のため、

察 費 無料
共通事項

ル可)、
飲み物 講 体力メンテナンス協会産後指

お知らせ

対象者以外の同席についてはご相談ください

●①は1歳未満の子と母のオンライン参加も可

12月1日
（水）～
31日
（金）
市共同募金委員会
（市社会福祉協議会内）
☎54-4540
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Sunflower seeds
クリスマスコンサート
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

令和3年12月1日号

時 とき

場 ところ

持 タオル、
敷物

時 12月10日
（金）
午前10時～正午 内 自然観

【集合場所】植物園内展示館前 対 どなたでも

費 各費用のほかに植物園入園料
（大人220円、

中学生以下無料）
が必要 他 申し込み不要。集
合場所へ直接お越しください。雨天決行

臨時休館

受付業務も行いません。

渋川福祉センター 12月13日
（月）

内 内容

対 対象者

定 定員

費 費用

持 持ち物

12月4日～10日は人権週間
人権について考えよう

「尾張旭のボランティア・市民活動」
紹介展示

市役所多様性推進課多文化共生係

時 ①12月6日
（月）～17日
（金）②12月22日

街頭啓発

☎76-8125

☎51-2878

時 1 2 月6日（ 月）午 後 4 時から
（30分程度）

（水）
～1月4日
（火）場 ①市役所ロビー②イトー
ヨーカドー尾張旭店 あさぴー・ハトソンくん出会

場 ショッピングタウンアスカ 内 人権イメージ

キャラクターと人権擁護委員が街頭啓発を行い

いの広場 内 市内で活動するさまざまな分野の
ボランティアや市民活動がわかる展示

ます。

時 原則毎月第2火曜日午前10時～正午、
第4火

曜日午後1時～3時 場 市役所 市民相談室

中央公民館内生涯学習課生涯学習係

内 いじめ、
体罰、
差別や偏見による問題など、
人

☎76-8181

権に関わるさまざまな問題や悩みごとの相談に、

（1時から受け付け）場 各中学校体

三浦庄三、水野みち代、平松奈美子、浅見直樹、

育館 対 平成13年4月2日～14年

加藤雄二、松井潤子、寺田誠、池田幸雄

（11月下旬に送
4月1日生まれのかた 持 案内状

付済み。紛失した場合でも参加可）他 ●案内状
の会場と異なる会場での参加可●駐車台数に

国民年金高齢任意加入制度

限りがありますので、
車での来場はご遠慮くださ

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

い●出席に際し、補助者などが必要な場合は事

前にご相談ください●詳細はホームページ
（上

募

内 国民年金の加入期間
（20～59歳）
を超えて

集

も60～64歳の5年間に本人の希望で加入で

記二次元コードからアクセス）
をご覧ください

き、受け取る年金を満額に近づけられる制度
（申

し出た月からの加入）
【保険料】月額16,610円

学生・女性も活躍！
市消防団員を募集しています

（令和3年度分）
【加入のメリット】年金の加入が

遅れたかたや、過去に未納期間があったかたは

消防本部消防総務課人事教養係
内 地域の安全を守るために必

65歳
す。他 ●昭和40年4月1日以前生まれで、
まで任意加入をしても受給資格期間が不足する

す。日頃は災害に備えて訓練

は日本年金機構瀬戸年金事務所
（☎83-9045）

くらし

受け取る年金を満額に近づけることができま

☎51-0861

かたは最高70歳まで加入可●未納・未加入期間

要な消防団員を募集していま

にご確認ください。

に励み、災害が発生したときに

は消火活動などを行います。

必ず期限内に使用してください

は、
お気軽にお問い合わせください。申 電話で

「あさひスマイルチケット」

として楽しく活動しています。興味があるかた
就学援助制度の新入学用品費（入学準備金）
の申請をお忘れではないですか

申請期限 12月28日（火）

お知らせ

社会人はもちろん、学生や女性も消防団の一員

日常生活支援券

使用期限
令和4年1月31日（月）
問い合わせ先
市役所福祉課障がい福祉係
☎76-8142、FAX.52-3749
fukusi@city.owariasahi.lg.jp

詳細は、広報おわりあさひ9月15日号か
ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
市役所学校教育課庶務係 ☎76-8176

応 応募方法

催し・講座

秘密厳守で人権擁護委員が応じます。費 無料
本市の人権擁護委員
（敬称略）

時 1月9日
（日）
午後1時30分から

申 申し込み・申請方法

文化・スポーツ

人権こまりごと相談

令和4年 新成人の集い

講 講師

子ども・子育て

渋川福祉センター内市民活動支援センター

抽 公開抽選

他 その他

令和3年12月1日号
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収にご協力ください。【特別徴収のメリット】

年金生活者支援給付金の
請求手続きはお済みですか

●市が税額計算を行い、事業所へ通知するた

子ども・子育て

給付金専用ダイヤル ☎0570-05-4092

日本年金機構瀬戸年金事務所 ☎83-9044

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

め、事業所で個別の税額計算は不要●年12回

に分けて納税するため、従業員の1回当たりの
負担が軽くなる●従業員が納税のために金融
機関に出向くなどの手間を省くことができる

内 年金を含めても所得が一定基準額以下のか

たの生活を支援するために、
年金に上乗せして

12月3日～9日は障がい者週間

年金受給者／8月ごろに日本年金機構から届い

市役所福祉課障がい福祉係

支給されます。
【請求方法】
●新たに対象となる

文化・スポーツ

た請求手続きのご案内に同封のはがき
（年金生

活者支援給付金請求書）
に必要事項を記入し、
令和4年1月4日
（火）
（必着）
までに日本年金機構

へ提出
（令和3年10月分以降から給付）
●既に
給付金を受給し、
引き続き要件に該当するかた

催し・講座

／手続き不要 他 申告内容に変更があった場合
など、
詳細はお問い合わせください。

☎76-8142、FAX.52-3749

fukusi@city.owariasahi.lg.jp

内 障がい者の福祉について広く関心と理解を

深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化な

どあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲

を高めるため、
さまざまな行事が行われます。関

連行事は、内閣府ホームページをご覧ください。

12月の献血

事業主の皆さんへ
市・県民税（個人住民税）
は
特別徴収で納めましょう

コロナ禍による外出控えの影響で、献血者
が減少しています。ご協力をお願いします。
と き 12月7日
（火）
午後1時30分～4時30分
ところ 市役所ロビー

●制度について
募

県個人住民税特別徴収推進協議会

市役所福祉課社会福祉係 ☎76-8141

☎052-954-6050

集

●手続きについて

マイナンバーカード

市役所税務課市民税係 ☎76-8117

内 市・県民税
（個人住民税）
の特別徴収は、納税

義務者である給与所得者
（従業員）
に代わって、
くらし

事業所が毎月の給与から天引きし、市に納入す

る制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業

主は、地方税法により、個人住民税を特別徴収

することが義務付けられています。特別徴収を

申請補助時に
ドラえもんグッズをプレゼント
12月1日（水）から、市民
課でマイナンバーカードの
申請補助をされたかた1人1
セットプレゼント。数量限定。

実施していない事業所は、市・県民税の特別徴

市役所市民課市民係 ☎76-8130

スポーツ推進委員と気軽に楽しく体を動かそう!
お知らせ

とき
12月12日
（日）
午前10時～
1月16日
（日）
11時30分
2月13日
（日）

ところ
東栄小学校 体育館
渋川小学校 体育館
本地原小学校 体育館

カローリング

内 容 カローリング、
あさビーチ
（ビーチボールバレー）
、ペタンクほか
対象者 どなたでも
（未就学児は保護者と一緒に体験）
費 用 無料
持ち物 体育館シューズ、飲み物、
マスク
●申し込み不要。会場へ直接お越しください
その他
●活動中の事故、
ケガなどは応急処置のみ行いますが、
その後の責任は負いません
問い合わせ先／市役所文化スポーツ課スポーツ係
問い合わせ先
／市役所文化スポーツ課スポーツ係 ☎76-8183
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令和3年12月1日号

時 とき
講 講師

場 ところ 内 内容 対 対象者 定 定員 費 費用
申 申し込み・申請方法
応 応募方法
抽 公開抽選

持 持ち物

他 その他

