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新年のごあいさつ

トピ�クス

新 年 のごあいさつ

尾張旭市長

森

和実

新年明けましておめでとうございます。市民

の皆さまには、輝かしい新年をお迎えのこと

を図るため、各種記念事業を実施してまい

とお喜び申し上げます。

りたいと考えております。

天皇皇后両陛下をはじめ、全国から多くの

5 0 周 年を記 念して主 体 的に企 画し実 施

昨年は6月に、愛知県森林公園において

また、市民や団体などの皆さまが、市制

皆さまをお迎えして、第70回全国植樹祭が

していただく事業も募集しております。行政

など多くの関係者のご協力により開催地とし

一緒に、
まち全体が、ふるさと尾張旭の市制

開催されました。市民の皆さまやボランティア

ての役割を果たすことができ、深く感謝申し

だけでなく、市民や団体、事業者の皆さまと
50周年をお祝いするムードや一体感を感じ

上げます。全 国 植 樹 祭は全 国 的な注目を

られ、子どもから大人まで、多くのかたがふる

性のものとせず、多くのかたが本市に足を運

ができるよう取り組んでまいります。

集める絶好の機会となりました。
これを一過

んでいただけるよう頑張ってまいりますので、
市民の皆さまのより一層のご協力をお願い

いたします。

本市は、本年12月1日に市制施行から50

さと尾張旭への愛着を、
より一層深めること
本 年は、次の5 0 年に向けた新たなまち

づくりの始まりです。引き続き「こどもは宝、
健康は宝、幸せづくりは宝」に向けた施策

を展開し、
オンリーワンのまちづくりを進めて

周年を迎えます。今日に至るまちの発展は、

まいります。

などが一緒になり、
ともにまちづくりを進めてき

にとって素晴らしい年になることを御祈念

尾張旭」を思う良い機会となります。将来へ

ます。

市民・団体・地域コミュニティ・事業者・行政

た証です。市制50周年は、改めて「ふるさと
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続くまちの発展や活力につなげ、更なる飛躍
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最後になりましたが、本年が市民の皆さま

申し上げ、年頭のあいさつとさせていただき

尾張旭市議会議長

若杉

たかし

新年明けましておめでとうございます。市民

越えながら築いてこられたたまものであります。

の皆さまには、健やかな新春をお迎えのこと

これまでの発展に尽くされた先人に衷心より

して多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼

市民の皆さまと迎えられますことに大きな喜び

とお喜び申し上げます。平素は、市議会に対

感謝申し上げるとともに、大きな節目の年を

を申し上げます。

を感じております。

に一度の改選があり、市民の皆さまの信託を

で市制50周年をお祝いする準備を着実に

始動いたしました。議員一同、市民に果たす

の希望に満ちた輝かしい年となるよう、市議

決意を新たにしたところでございます。

連携をより深め、市制50周年を盛り上げてま

本市議会におきましては、昨年4月に、4年

受けた20人の議員による、
新たな体制の下で

役 割の大きさ、市 政を担う責 任の重さに、
昨年の7月からは、議会改革に関する課題

に集中的に取り組み、議会の活性化を図る

市では、
記念事業などが企画され、
まち全体

整えております。
この記念すべき年が、将来へ

会といたしましても、
市および市民の皆さまとの

いりたいと思います。

また、
未来の尾張旭市に向け、
市政が抱える

ため、議会改革推進特別委員会を設置し、

さまざまな課題を解決し、市民の皆さまからの

とし、議会機能の更なる充実、強化に注力し、

議員一丸となって誠心誠意尽力してまいります

継続的な協議を行っております。
これを契機

議会改革の成果を市民福祉の向上につな

期 待と信 頼に応えられる議 会を目指して、

ので、
どうか本年も相変わらぬご支援、
ご協力

げるべく、
まい進してまいります。

を賜りますようお願い申し上げます。

すべき年を迎えます。今日の尾張旭市は、
市と

が溢れる実り多き年になりますよう心より祈念

さて、
本年は、
いよいよ市制50周年という記念

市民の皆さまが手を携え、幾多の試練を乗り

結びにあたり、
新しい年が皆さまにとって、
笑顔

申し上げ、
新年のあいさつとさせていただきます。
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公立陶生病院が皆さんの健康づくりをサポートします
問い合わせ先／公立陶生病院 ☎82-5101（代）

味岡院長、公立陶生病院について教えてください♪
公立陶生病院は、
当地区で唯一の公的医療機関で、
医師、
看護師、
薬剤師など1,000
人を超える医療の専門家が住民の命と健康を守る役割を担っています。
2月中には、
現在実施している建て替え工事が全て完
了し、
駐車場が約140台分広がるほか、
大型バスを受
け入れることができるロータリーが完成し、
より公共
交通機関での来院が便利になります。
当院では、
健康
に関するさまざまな市民講座も開催していますので、
ぜひご参加ください。
▲味岡正純院長
重要な役割を担っているね☆ 診療以外に講座も開催しているの?
そうですね。病気になってからの治療はもちろん大切ですが、急速に進む高齢化社会に向
けては、病気になる前の予防医療もとても重要です。
そのため市民公開講座などを通して
皆さんの健康づくりをサポートしています。

病気にならないことが一番だね☆ 講座ではどんなことが学べるの?

▲認定看護師の
武田さん

夏は熱中症や食あたり、冬
はインフルエンザなど、季節
に合わせた内容で実施して
います。
クイズなどを取り入れ、楽し
みながらすぐに役立つ知識な
どをお伝えしています。
▲講座の様子

▲手洗いチェック

すぐに役立つのはうれしいね！ あさぴーも講座に参加してみたいな♪
講座はどなたでも参加できますので、ぜひ参加してくださいね。詳細は当院ホーム
ページか講座資料（院内で配布）
をご覧ください。

1・2月の市民公開講座
と き ①1月16日
（木）午後1時〜2時②2月25日
（火）午後2時〜3時
ところ 北棟5階第1会議室
内 容 ①肺炎予防について②健診について
定 員 先着各50人
費 用 無料
その他 申し込み不要。会場へ直接お越しください。
問い合わせ先／看護局 ☎82-1657
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▲認定看護師の
青山さん

全国植樹祭当日の様子や
盛り上げてきた皆さんの活動を記録

「第

70回

全国植樹祭
尾張旭市の記録」が完成！

完成を記念し、
グリーンシティケーブルテレビが上映会を開催します。
ぜひ、
お越しください。
と

き

と こ ろ

1月11日
（土）、12日
（日）
◉午後0時20分〜1時／第70回全国植樹祭 尾張旭市の記録
◉午後1時〜3時／第70回全国植樹祭式典の模様
グリーンシティビル コミュニティスペース
（東大道町）

グリーンシティケーブルテレビでも放映
（地上デジタル111ch）
と

き

そ の 他

1月11日
（土）、12日
（日）
午後0時20分〜1時、午後8時20分〜9時
同日午後1時からと午後9時からは第70回
全国植樹祭式典の模様を再放送

この記録映像は、今後ホーム
ページに掲載するほか、図書
館などでの貸し出しを予定し
ています。
ぜひ、
ご覧ください。

問い合わせ先／市役所全国植樹祭推進室 ☎76-8190

年始のごみ収集

燃えるごみの収集は1月3日
（金）
から
年始は、収集時間が通常と異なる場合がありますので、
ごみは必ず収集日の当日午前8時までに出
してください。
燃えるごみ
月
・木曜日コース／1月6日
（月）
から
火・金曜日コース／1月3日
（金）
から
燃えないごみ・資源ごみ
収集日は、本号裏表紙または「ごみ出しカレン
ダー」
をご覧ください。
※1月は通常の収集日と週が異なる地域があり
ますので、注意してください。
粗大ごみ電話予約受け付け
（☎52-4893）
1月6日
（月）
から
（土・日曜日、祝・休日を除く午前9時〜午後7時）
インターネット予約は12月28日
（土）〜1月5
日
（日）
も仮受け付け可
インターネット予約はホームページトップ
（オン
ラインサービス内）
の
「粗大ごみ収集予約」
から

晴丘センターへの直接持ち込み
（10㎏当たり200円）
1月6日
（月）
から
（土・日曜日、祝・休日を除く午前8時30分〜11
時45分、午後1時〜4時）
燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみが持ち
込めます。資源ごみは持ち込めませんので、収集
日に出すかリサイクル広場を利用してください。
リサイクル広場への資源ごみの持ち込み
1月4日
（土）
から
（午前9時〜午後4時）
持ち込める資源ごみ
空きかん・びん、プラスチック製容器包装、
古紙、
紙
（牛乳）
パック、
ペットボトル、
古着類、
食用油、乾電池、充電式電池、スプレー缶、
カセットボンベ、小型家電

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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一緒に体を動かしませんか

会員募集中

市体育協会加盟

スポーツ 団体 の 紹介
登録方法などは、各団体へ直接お問い合わせください。
なお、尾張旭市体育協会は、4月1日から
名称が
「尾張旭市スポーツ協会」
に変わります。

軟式野球連盟
◉社会人だけでなく、大学・高校生チームの参加も可
◉チーム紹介可 ◉春・夏季リーグなどの大会
（年5回）
を開催
◉公認審判員希望者も受け付けています

よこやまはじめ

横山 肇 ☎090-3967-8353

費 用 登録費（年額1チーム）
・・・・ 19,000円
各大会（1チーム）
・・・・・・・・・・7,000円
（A・Bクラスは29,000円）

ソフトボール連盟
◉春･夏･秋季大会を開催
◉チームの登録（市内在住・在勤のかた）
をお待ちしています
◉会社のクラブの参加もお待ちしています

サッカー協会
社会人リーグ戦、
小学生サッカー大会、
審判講習会などを開催

レクリエーションバレーボール連盟

まえだ わたる

前田 度 ☎53-6420
費 用 登録費（年額1チーム）
男子の部・・・・・・・・・・・・・・・ 23,000円
女子の部・・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
スローピッチの部 ・・・・・・・・・3,000円
壮年の部・・・・・・・・・・・・・・・ 18,000円
まつだ まさる

松田 賢 ☎090-5107-5026
費 用 登録費（年額1チーム）
・・・・ 15,000円
新規加入金 ・・・・・・・・・・・・ 10,000円
ほりえ じゅんこ

堀江 淳子 ☎090-9194-8223

◉未経験のかたも大歓迎、
友達を誘って気軽に参加してみませんか 費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・2,000円
※25歳以上の女性
◉大会
（年5回）
を開催 ◉登録10チームが各練習場所で活動

バスケットボール協会
◉市長杯(トーナメント)、
リーグ戦を開催
◉男子17チーム、女子1チームが加盟
◉女子チームを募集中

ビーチボール協会
◉ビーチボールを使用し、体育館でおこなうバレーボールで
す。
「いつでも」
「どこでも」
「だれでも」を合言葉に、楽しい
協会づくりをしています
◉大会（年7回程度）
を開催し、小学生から年配者までプレー

バレーボール協会

まえざわ しんじ

前澤 慎二 ☎090-4193-1435

費 用 登録費（年額1チーム）
一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20,000円
高校生 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
はやかわ はちろう

早川 八郎 ☎52-2879

費 用 登録費（年額1人）市内在住・在勤
・・・・・・・・500円
（高校生以下無料）
各大会（1人）
・・・・・・・・400円
（中学生以下 200円）
まつばら いくお

松原 郁夫 ☎090-4446-3716

費 用 登録費（年額1チーム）
・・・・・・3,000円
◉大会（4・6・9・10月）
を開催
各大会(1チーム)・・・・・・・・・・2,000円
◉男子11チーム、女子10チームが加盟
（ともに高校生以下無料）
（木）
までにご連絡ください
◉新規でチーム登録を希望する場合は2月20日

剣道連盟

かとう まさひさ

加藤 勝久 ☎54-3065

費 用 登録費（月額1人）
◉小学生から年齢・性別を問わず入会歓迎
小・中学生 ・・・・・・・・・・・・・・2,000円
◉総合体育館剣道場で稽古しています。
気軽に見学に来てください
連盟（一般）・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
◉稽古会 小 学 生／土・日曜日午前9時〜11時20分
連盟(一般)／土・日曜日午前11時30分〜午後0時30分

弓道連盟
◉初心者教室(高校生以上)を4〜6月の土曜日の午後に開
催（12回）。会員が丁寧に指導します。希望者は4月中旬ま
でにお申し込みください
◉月例会(年12回)を開催
◉各種県連大会に参加
6
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にわ ただし

丹羽 正 ☎53-0382
費 用 登録費（初年度のみ。1人）・・1,000円
年額（1人）
初心者教室 ・・・・・・・・・・・・・・2,000円
三段以下 ・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円
四段以上・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円

バドミントン連盟

うちだ

はるき

内田 春喜 ☎・FAX.052-773-8725

◉連盟主催大会(年5回程度)や近隣市町との交流大会を開催 費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・1,000円
講習会（1回1人）
◉講習会(練習)を土曜日午後7時から総合体育館で開催
◉会員／一般・・・・・・・・・・・・・・ 400円
（第1・3土曜日のみ）
高校生 ・・・・・・・・・・・ 250円
◉経験を問わず、
どなたでも参加可
中学生・・・・・・・・・・・・ 150円
◉詳細は同連盟ホームページ
（「尾張旭市バドミントン連盟」
小学生（保護者同伴）
・・無料
で検索）
をご覧ください
◉非会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円

卓球協会
◉協会主催大会（年5回程度）
を開催
◉合同練習を総合体育館で金曜日の午後7時〜9時に行っ
ています

ふぶき まさのり

雪吹 雅則 ☎53-3546
費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・1,500円

エスキーテニス協会
◉誰もが楽しめるスポーツです
◉公認の指導員が親切に教えます
◉練習日が待ち遠しくなること間違いなし!
皆さんの参加をお待ちしています

かとう

たかお

加藤 孝夫 ☎52-0864
費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・1,000円

テニス連盟

はっとり よしひさ

服部 貴久 ☎62-2768

◉連盟大会(年10回程度)や他クラブとの対抗戦などを開催 費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・4,000円
◉大会日以外の日曜日は晴丘テニスコートで練習会を実施。
午前11時から玉出しによる練習も行っています

ソフトテニス連盟(軟式テニス)
◉高校生以上の経験者・初心者のかた、
気楽にどうぞ
◉大会日以外の日曜・祝日の午前9時〜午後1時に城山テニ
スコートで練習しています
◉詳細はホームページ（「尾張旭市ソフトテニス連盟」で検
索）
をご覧ください

なるせ たくみ

成瀬 巧 ☎080-3624-9774
費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・3,500円

グラウンド・ゴルフ協会
◉生涯スポーツとして仲良く元気よく楽しんでいます。興味
のあるかたは見学に来てください
◉月･水･金曜日(旭ヶ丘運動広場)、火･木曜日(晴丘運動広
場)の午前9時〜11時に活動
◉県・市などが主催する大会（年16回程度）
あり

空手道連盟
◉幼児から大人までチームごとに練習
◉体験を希望するかたは、気軽にお問い合わせください

陸上競技協会
◉陸上教室（年2回程度）
とフリー練習（年4回程度）を南グ
ランドで開催
◉活動内容や練習日などはブログ（「尾張旭市陸上競技協
会」
で検索）
をご覧ください

クレー射撃協会
◉大会参加や教習を行っています
◉随時会員を募集していますので、
いつでもお問い合わせく
ださい

はやしちから

林 力 ☎53-0372

費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・4,200円
（中途入会費月額350円）

くの

ひろゆき

久野 博行 ☎090-2578-9877
費 用 登録費
（初年度のみ1チーム）10,000円
連盟講習会・研修会（1回1人）
500〜1,000円
いのうえ かつとし

井上 克俊 ☎090-7618-0860

費 用 登録費（年額１人）
小学4年生〜中学生・・・・・・・・・ 500円
高校生以上 ・・・・・・・・・・・・・・1,000円
みずの たけひこ

水野 武彦 ☎090-3150-7059
費 用 登録費（年額1人）・・・・・・・・・5,000円

広報 おわりあさひ〈令和2年1月1日号〉 7

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、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◉http://www.city.owariasahi.lg.jp/

よ

り

指導士 田中祐子さん =申し込み不要。動きや

子 ど も・子 育 て

子ども図工展
市役所教育行政課学校教育係 ☎76-8178
11月11日
（土）
〜17日
（金）
午前9時〜午後5時
（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小学4〜6年生の作品展示

すい服装で会場へ直接お越しください。

ニュースポーツ体験会（後期）
市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183

文 化・ス ポ ー ツ

1①1月19日
（日）
②2
月9日（日）③3月20日

1・2・3月生まれの1歳のお誕生会

（祝）午前10時〜正午

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

（③のみ午前9時30分

催 し・講 座

11月27日
（月）
、2月27日
（木）
、3月25日
（水）
午

から） 2① 渋 川 小 学

前10時30分〜11時30分 2保健福祉セン

校②白鳳小学校③総合

ター 3階 3みんなで誕生日を祝い、仲間づく

体育館 3あさビーチ
（ビーチボールバレー）
、キ

りをする 4市内在住で開催月に満1歳になる子

ンボール、コーディネーショントレーニングなど

と保護者 =申し込み不要。会場へ直接お越し

6無料 =◉申し込み不要。会場へ直接お越し

ください。

ください◉未就学児は保護者同伴◉活動中の
事故やけがの責任は負いません

すくすく子育て講座
ママと赤ちゃんの
コミュニケーション術

芸術展 工芸部門Ⅱ

募集

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

文化会館 ☎54-8500
11月28日
（火）
〜2月2日
（日）
午前10時〜午後

くらし

12月5日、19日
（水曜日・2回）
午前9時30分〜

5時
（最終日は4時まで）2文化会館 展示室・展

11時 2保健福祉センター 3階 3赤ちゃんの

示ギャラリー 6無料

気持ちを知り、産後の大変な時期を上手く乗り

コラボ企画
「春を呼ぶシャンソン・アワー」

切るコツを学ぶ 4市内在住の生後1〜6カ月ご

11月30日
（木）
午後1時30分から 2文化会

ろの第1子と母で、本講座に初めて参加するかた

館 展示ロビー【出演】
渡辺みかこさんほか =駐

（親子同室受講）5先着15組 8愛知医科大学

車台数に限りがありますので、なるべく乗り合わ

病院こころのケアセンター臨床心理士 酒井玲

せてお越しください。

子さん 91月6日
（月）
〜2月3日
（月）
に電話で
（土・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後4時）

消防本部消防総務課人事教養係 ☎51-0861

お知らせ

Let's 産後ケア

8

消防出初め式

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

11月12日（日）午

12月6日（木）午前10時30分〜11時30分

2旭中学校 グラウ

2保健福祉センター 4階 3親子でエクササ

ンド 3消防職員、

イズを行い、産後の正しいケアを学ぶ 4市内

消防団員、婦人消防

在住の令和元年8〜12月生まれの子と母 7バ

クラブ員、少年少女消防団員、市内事業所の自

スタオル、飲み物 8体力メンテナンス協会産後

衛消防隊員などの入場行進、階梯操法、応急手

広報 おわりあさひ〈令和2年1月1日号〉

前9時50分〜正午

1とき 2ところ 3内容

かいてい

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

当、救助訓練、一斉放水など =◉見学自由
◉雨天などでグラウンドが使用できない場合

多世代交流会 鏡開き
（餅つき）
多世代交流館いきいき ☎54-8202

図書館 ☎54-5544
11月22日
（水）午前10時〜11時 2図書館
視聴覚室 3認知症についての講義 5先着
50人 6無料 8愛知医科大学看護学部教授

世代交流館いきいき 3学生と一緒に日本の伝

泉雅之さん 91月8日
（水）
から電話か直接
（20

統行事
「餅つき」
を楽しみ、餅つき後にはさまざま

日
（月）
を除く午前9時〜午後7時）

な味の餅を作って食べながら交流 4市内在住
のかた 5先着30人 6無料 91月6日
（月）
から電話か直接
（午前9時〜午後5時）

地域ふれあい講座
薬膳料理で身体を温めよう！
藤池公民館 ☎54-8722

ふらっとロビーコンサート

民館 3薬膳の知識を学び、身近な材料で体の

1①1月19日
（日）
②2月16日
（日）
③3月15日

温まる薬膳料理を作る 5先着12人（市内在

（日）午 前 1 1 時〜1 1 時 3 0 分 2新 池 交 流 館

住・在勤のかたを優先）61,300円
（材料費含

ふらっと ロビー 3ジャズやクラシック、ポップ

む）7エプロン、バンダナ、布巾、手拭きタオ

スなど、さまざまなジャンルのコンサート【出

ル、筆記用具 8野平直子さん 91月6日
（月）

演 】①POW②TYNS③Duoふた葉 6無料

から費用を添えて直接
（午前9時〜午後9時）

タインズ

デュオ

◉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

尾張旭市社会福祉大会

募集

=◉申し込み不要。会場へ直接お越しください

催 し・講 座

12月7日
（金）
午前10時〜午後1時 2藤池公

新池交流館ふらっと ☎52-8852

パウ

文 化・ス ポ ー ツ

11月16日
（木）
午後1時15分〜2時15分 2多

子 ど も・子 育 て

は、消防本部で式典のみ開催

図書館連携による健康支援事業
めりーらいん講座
「認知症に関するお話」

市社会福祉協議会 ☎54-4540
12月8日
（土）
午後1時30分〜4時 2文化会

障がい者向け企業説明会

館 あさひのホール 3◉式典(顕彰)◉東京都
健康長寿医療センター研究所研究部長 藤原佳
典さんによる講演
「地域参加でイキイキ、自分を

11月21日
（火）
午前10時から 2瀬戸市文化

生かす〜 三 方よしの 地 域 づくり〜 」 6無 料

センター 文化交流館31会議室ほか
（瀬戸市西

=申し込み不要。会場へ直接お越しください。

くらし

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

茨町）3障がい者雇用の現状や企業の取り組
みなどについての説明会。説明会後に個別相談
20日
（月）
までに電話、ファクス、メールか直接。
ファクス、メールの場合は①氏名・ふりがな②住
所③連絡先を記入

消防SNSで
消防署の魅力や
情報を配信中♪
8講師

9申し込み・申請方法

コンビニ交付サービスの停止

1月15日（水）午後8時〜11時
市役所市民課市民係 ☎76-8130

消防署を身近に感じてもらうため、
フェイスブックやインスタグラ
ムなどでイベント情報や消防署の日常などを配信しています。ぜひ、
フォローしてください。 消防本部消防総務課人事教養係 ☎51-0861

0応募方法

-公開抽選

=その他

広報 おわりあさひ〈令和2年1月1日号〉 9

お知らせ

会あり 4尾張旭・瀬戸市在住のかた 91月

男性のためのボランティア学校
〜ボランティアはじめの一歩〜
子 ど も・子 育 て

市社会福祉協議会 ☎54-4540

共通事項
【集合場所】植物園内展示館前 6各費用のほ
かに植物園入場料
（大人220円、中学生以下無
料）が必要 =◉雨天決行◉申し込み不要。集

1①2月26日
（水）②28日
（金）③3月2日
（月）

合場所へ直接お越しください

④9日
（月）
⑤16日
（月）
⑥18日
（水）
⑦25日
（水）
午後1時30分〜4時
（⑤のみ午前8時30分から）
2①渋川福祉センター 会議室②③⑥⑦渋川福

文 化・ス ポ ー ツ

祉センター ボランティア室④保健福祉センター
クッキングルーム⑤先進地
（知多市）3ボラン
ティア活動者からボランティアについて学ぶ

瀬戸旭法人会 新春講演会
「采配 〜オレ流才能の育て方、
伸ばし方〜」
瀬戸旭法人会事務局 ☎84-1161

4市 内 在 住の男 性 5先 着 2 0 人 6無 料

11月30日（木）午後3時

9電話か直接
（土・日曜日、祝・休日を除く午前8

20分から
（3時10分開場）

時30分〜午後5時15分）

2瀬戸信用金庫本店 エン
ゼルホール（瀬戸市東横山

催 し・講 座

町）3野球評論家 落合博

森林公園の催し

撮影／佐久間ナオヒト

満さんによる講 演 5 先 着 1 2 0 人 6 無 料

森林公園案内所 ☎53-1551

91月6日
（月）〜24日
（金）
に電話で
（土・日曜

森でフィットネス

日、祝日を除く午前9時〜午後5時）=お越し

11月8日
（水）
午前10時〜正午 3森林浴をし

の際は、公共交通機関をご利用ください。

ながら軽い全身運動を楽しむ 6100円 7タ
オル、敷物

公立瀬戸旭看護専門学校 4月入学生

募集

自然ウォッチング〜冬鳥たちの森〜
11月10日
（金）
午前9時30分〜正午 3自然
観察指導員の解説付きで植物や虫、鳥などを観

公立瀬戸旭看護専門学校 ☎85-2220
【募集学科】看護学科
（3年課程）580人【試

察 6無料

験日】2月5日
（水）91月6日
（月）
〜15日
（水）
に

ホリデー森歩き入門〜カモのファッションショー〜

必要書類
（同校に請求）
を郵送
（消印有効）
か直接

11月12日
（日）午前10時〜正午 3花や虫、

（土・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時）

くらし

鳥などを観察しながら楽しく森歩き 6無料

=詳細は同校ホームページをご覧ください。

軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税

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

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。
なお、3月下旬は窓口が大変混み合いますので、早めの手続きにご協力をお願いします。
車

種

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

軽四輪、軽三輪、
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

10 広報 おわりあさひ〈令和2年1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

加入者、加入者に扶養されている配偶者を除

自衛官候補生

く）
。20歳になってから約2週間が経過しても通
知が届かない場合は、加入の手続きが必要で

【受験資格】18歳以上33歳未満のかた【応募

す。詳細はお問い合わせください。

期間】通年 =詳細は上記二次元コードからご
覧いただくかお問い合わせください。

老齢基礎年金の請求

市役所保険医療課国保庶務係 ☎76-8150
3健診を受けた医療機関で、原則1回の面接と

第1号被保険者期間のみのかた
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
第2・3号被保険者期間のあるかた
日本年金機構瀬戸年金事務所お客様相談室
☎83-9044
日本年金機構ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165（050で始まる電話を
ご利用の場合は☎03-6700-1165）
320〜60歳に加入する国民年金は、60歳で保

保険の特定健康診査を受診し、動機付け支援の

険料を納め終わり、65歳から年金の支給が始ま

該当となったかた 6無料 =1回目の面接を

ります
（厚生年金の加入期間が1年以上あるかた

受けたかたは、3〜6カ月後の評価面接も忘れず

は60〜64歳に特別支給の老齢厚生年金が受け

に受けてください。

取れます）
。老齢基礎年金受給権者には、65歳に
なる3カ月前に年金の受け取りに必要な年金請

20歳がスタート 国民年金の手続き

催 し・講 座

3〜6カ月後の評価面接を実施 4市国民健康

文 化・ス ポ ー ツ

市国民健康保険加入者
特定保健指導（動機付け支援）は
お済みですか

子 ど も・子 育 て

自衛隊瀬戸地域事務所 ☎83-3181

求書を送付します。また、60〜64歳に請求すれ
ば繰り上げ受給
（60〜65歳に受給開始を早め
て、減額された年金を受けること）
もできます。

320歳になったかたには、日本年金機構から国

=年金を受け取るためには、保険料を納めた期

民年金に加入のお知らせが届きます
（厚生年金

間などが10年以上必要です。

募集

日本年金機構瀬戸年金事務所 ☎83-9045
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

市 営 住 宅 入 居 者 募 集
件

①旭ヶ丘住宅（旭ケ丘町山の手）②柏井住宅（根の鼻町2丁目）

間取り

①2階3ＤＫ②2階2ＤＫ

家

①26,400〜51,800円②21,700〜42,600円

賃

募集戸数

くらし

物

各1戸

申し込み方法
その他

1月6日
（月）〜17日
（金）
に申込書（都市計画課で1月6日から配布）
と必要書類を直接。
申込者多数の場合は抽選
必要書類など、詳細はお問い合わせください
申し込み・問い合わせ先／市役所都市計画課建築住宅係 ☎76-8158

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1月1日号〉 11

お知らせ

次の要件を全て満たすかた
◉市内在住・在勤◉同居、または同居しようとする親族（婚約者などを含む）がいる
（②のみ単身入居可）◉収入（各世帯員の所得金額を合算し、控除額を差し引いて月割
申し込み資格
した額）が基準額（高齢者・障がい者などの世帯は214,000円、それ以外の世帯は
158,000円）以内である◉現在住宅に困っていることが明らかな状態にある◉市税に
滞納がない◉暴力団員でない

子 ど も・子 育 て

図書館福袋の貸し出し

下水道接続のお願い

図書館 ☎54-5544

市役所下水道課排水設備係 ☎76-8167

11月7日（火）午後1時30分から 2図書館

3下水道は衛生的で住みよい生活環境の実現

視聴覚室 3テーマに沿った本などを2点ずつ

をはじめ、川や海の水質保全など、大きな役割を

セットにした福 袋を貸し出します（1 人 1 袋）。

担っています。下水道が整備された地域にお住

5先着40人【貸出期間】2週間

まいで、まだ接続していないかたは、早めに接続
してください。

文 化・ス ポ ー ツ

警察相談専用電話（#9110番）
を
ご利用ください
守山警察署 ☎052-798-0110

排水設備工事は指定工事店で
3くみ取り便所や浄化槽を廃止して公共下水道
に接続する排水設備工事は市指定工事店へお
申し込みください。

催 し・講 座

3
「110番」
は事件や事故などで緊急に警察の

融資あっせん制度

対応を必要とする場合の緊急通報用の電話番

3排水設備工事を実施する場合、一定の条件

号です。急を要さない要望・相談・苦情・各種照会

のもとで工事に必要な費用の一部を無利子で借

などは、警察相談専用電話
（#9110番）
を利用し

りることができます。

てください。

雨水貯留施設転用補助制度
3下水道接続時に不要となった浄化槽を改造

市環境基本計画年次報告書の公表
市役所環境課環境政策係 ☎76-8134

して雨水貯留施設として転用する場合、一定の
条件のもとで改造工事費の一部を補助します
（改造工事に要した経費の2分の1以内、上限10

募集

11月6日
（月）
〜2月5日
（水）2◉市役所環境

万円。融資あっせん制度との併用不可）
。庭木の

課・市政資料コーナー、スカイワードあさひ、東部

水やりなどに利用すれば、上下水道料金を節約

市民センター、渋川福祉センター、新池交流館

できます。

ふらっと、図書館◉ホームページでも閲覧可

共通事項

3環境基本計画に基づいて実施した環境の保

=指定工事店、各種制度の詳細はホームページ

全および創出に関する取り組み状況など

をご覧ください。

くらし

令和2年度分

広報おわりあさひ・市ホームページへの広告募集

広報おわりあさひ

ホームページバナー
掲載期間 1カ月単位

お知らせ

掲載号

毎月15日号（1号単位）

募集数

各号4枠

募集数

月15枠（1広告主につき1枠）

大きさ

縦6cm 横8.5cm

大きさ

縦45ピクセル 横170ピクセル

掲載料

1枠22,000円

掲載料

月7,000円

その他

◉年6回まで◉2枠または4枠の広告も
掲載可。ただし、掲載回数にかかわらず
年間で合計12枠まで

その他

掲載位置はランダムに入れ替わります

申し込み方法
そ

の

他

2月5日
（水）午前9時から市役所302会議室で。受け付けは先着順
（午前9時の時点で複数のかたがお越しの場合は、
申し込み順を抽選で決定）
◉応募資格や選考方法は市広告掲載要綱・基準による
◉広告原稿、
デザインは各自作成 ◉詳細はホームページをご覧ください
申し込み・問い合わせ先／市役所情報課広報係 ☎76-8106

12 広報 おわりあさひ〈令和2年1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

市役所総務課総務係 ☎76-8111

でいる全ての世帯や法人を対象として行われま
す。この調査は、国の農林業・農山村地域の実態
を明らかにする最も基本的な調査です。1月中旬
から県知事に任命された調査員が伺いますの
で、ご協力をお願いします。なお、調査票の内容
を他に漏らすことや統計以外の目的に使用する

2月2日
（日）

三郷公民館

3日
（月）

本地原公民館

5日
（水）

平子公民館

9日
（日）

旭丘公民館

12日
（水）

瑞鳳公民館

14日
（金）

渋川公民館

16日
（日）

コミュニティセンター
宮浦会館

3月2日
（月）

白鳳公民館

8日
（日）

ことはありません。

（金）
使用期限日 1月31日
そ の 他

使用期限を過ぎると使用できま
せん。早めに使用してください。

市役所福祉課障がい福祉係 ☎76-8142

せと&
ながくて

催 し・講 座

日常生活支援券
「あさひスマイルチケット」の
使用期限が近づいています

瀬戸染付工芸館
開館20周年プレ企画展
「瀬戸市収蔵染付展」

@せと

と
こ

1月5日
（日）〜5月11日
（月）午前10時〜午後
き 5時（火曜日
（2月11日、5月5日を除く）
および
2月12日
（水）、5月7日
（木）
は休館）
ろ 瀬戸染付工芸館 交流館2階（瀬戸市西郷町）

費
用 無料
問い合わせ先 瀬戸染付工芸館 ☎89-6001

くらし

と

瀬戸染付工芸館は今年4月に開館
20周年を迎えます。
それを記念し、瀬
戸市が収蔵する瀬戸染付の中から名
品を選び、
その美と技を紹介します。

募集

大花瓶
染付菊鳳凰文 時代前期 瀬戸市蔵
伊藤六之助 明治

尾張旭・瀬戸・長久手市
による3市連携事業として、
近隣市の催しなどの情報を
相互に掲載しています。
詳 細は各 市にお問い合
わせください。

文 化・ス ポ ー ツ

清掃のため︑受付業務も
行いません︒

32月1日を基準日として、全国の農林業を営ん

藤池公民館

より

子 ど も・子 育 て

臨時休館

「2020年農林業センサス」に
ご協力を

だ

さぎちょう

左義長

と

お知らせ

左義長は、古いお札や正月飾りを燃やす行事で、
「どんど焼き」
とも呼ばれ、今年
も地元の皆さんにより行われます。
き 1月12日
（日）①午前6時30分ごろ②午前6時ごろ
やざこかべのもとおんたけじんじゃ

ところ

①岩作壁ノ本御嶽神社下の高根橋付近の河川敷（雨天決行。岩作左義
やざこながつる

@ながくて

長有志の会による実施）②岩作長鶴グリーンロードの北側の農地（雨
天時は1月13日
（祝）
に延期。
ボーイスカウト長久手第1団による実施）
そ の 他 駐車場はありません
問い合わせ先 長久手市生涯学習課 ☎56-0627

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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つなが ひろげ
よう！
ろう！

市民活動のひろば
詳細はお問い合わせください。

市民活動・ボランティア団体のための活動資金講座と市民活動促進助成金説明会
1月25日、
2月8日
（土曜日・2回）
午後1時30分〜4時
と
（25日は4時から市民活動促進助成金説明会あり
（15分程度）
）

渋川福祉センター
研修室

と

き

内

容

市民活動に必要な資金調達の基礎知識および助成金申請書作成方法について実践的に学ぶ

者

市民活動やまちづくりに興味のあるかた

師

日本ファンドレイジング協会認定ファンドレイザー 西村健さん

対

象

講

申し込み方法

定

こ

員

ろ

先着30人程度

1月6日
（月）
から電話、
ファクス、
メールか直接（土・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時）

市民活動のためのＮＰＯ相談会
と
対
定

象

ろ 渋川福祉センター 集会室

き

1月20日
（月）午後1時〜4時

者

団体の設立・運営・会計税務に課題のある、
市内の市民活動団体・個人

員

先着2団体(人) 費

申し込み方法

と
用

無料

相

こ
談

NPO法人ボランタリーネイバーズから派遣

員

電話、
ファクス、
メールか直接
（土･日曜日、
祝日を除く午前9時〜午後5時）

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

未就園児向け 親子ひろば「すきっぷ」
①1月9日
（木）②2月6日
（木）
き 午前10時〜11時30分
（ランチルームは午後1時まで利用可）
と こ ろ 愛知聖ルカセンター
（東大道町）
内
容 ①ボールで遊ぼう②手型記念プレートをつくろう
費
用 1人100円 申し込み方法 電話かメールで
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

あさひ駅前寄席
と

と

と

こ

内
費

（火）午後2時〜3時
き 1月14日
ろ グリーンシティビル
コミュニティスペース
（東大道町）
容 雷門獅篭の落語、
旭堂鱗林の講談
用 1,000円

申し込み方法 電話で
申し込み・問い合わせ先
おわり和文化倶楽部 柳生 ☎090-1751-3516

発達に気がかりのある子の保護者のためのサロン「カルディア」（特別編）
ろ 愛知聖ルカセンター（東大道町）

と

き

1月18日
（土）午前10時〜正午

内

容

◉愛知県医療療育総合センター医師 小野真樹さんによるミニ講座
「子どもの困った行動への理解と支援」
◉ワークショップ

費

用

500円

申し込み方法

電話かメールで

と

そ

こ

（要事前申し込み）
他 託児あり

の

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

尾張旭市民有志ミュージカル「となりのドラゴン」
ろ 文化会館 あさひのホール

と

き

2月24日
（休）
◉午後3時から◉午後6時から
（2回公演）

内

容

尾張旭にドラゴンが現れる!? 尾張旭を舞台にしたオリジナルミュージカル

申し込み方法

と

こ

費

用

2月23日
（祝）
までに電話、
メールか申し込みフォーム
（右記二次元コードからアクセス）
で

申し込み・問い合わせ先／尾張旭でミュージカルを作ろう実行委員会
鈴木 ☎050-5362-3562 *owariasahi.musical@gmail.com
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800円

あさぴー

AHI

OWARI

AS

すこやか な 毎 日を
サポートします

健 康 だ より
スケジュールをまとめて管理♪

申し込み・問い合わせ先
保健福祉センター内健康課 ☎55-6800
（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）

1月の乳幼児健康診査・健康相談・
予防接種など ところ：保健福祉センター
事 業 名

生年月日で実施日を調整しています。詳細は個人通知で確認し
てください。
なお、
前回受けなかったかたも受けてください。

とき・受付時間

3・4か月児健康診査
6・7か月児健康相談

対

10日(金) 午後1時〜2時30分
7日(火) 午前9時30分〜10時30分

1歳6か月児健康診査

17日(金)

2歳3か月児歯科健診

28日(火)

3歳児健康診査※

24日(金) 午後0時30分〜2時

午後1時〜2時30分

8日(水) 午後1時〜2時30分

BCG集団接種

象

者

令和元年9月生(一部)
令和元年6月生
平成30年6・7月生(一部)
平成29年9月生(一部)
平成28年9･10月生(一部)
接種日に1歳未満で未接種の子
（なるべく8カ月までに接種）

持 ち 物

母子健康手帳、
受診票
母子健康手帳、
受診票、
歯ブラシ
母子健康手帳、
予診票

※今回から受付時間を変更します。

育児相談など
（申し込みは随時）
事 業 名

誕生報告書
（新生児訪問）
あさぴー
予防接種
ナビ

対

象

者

利 用 方 法 な ど

出産したかた

出生後なるべく早く、
誕生報告書
（兼低体重児届出書）
を郵送か直接。
新生
児訪問希望のかたは新生児訪問希望届出欄も記入
（電話での届け出も可）

定期予防接種
の対象となる
子の保護者

お子さんの予防接種スケジュールを自動で作成し、
接種日が近づくとメー
ルでお知らせします。
予防接種に関する情報やお子さんの健康診査の日程
なども確認できます。
登録方法：左記二次元コードからアクセスし、必要事項を入力（通信費、
パケット代は利用者負担）

子どもの予防接種（個別）※実施医療機関で予約の上、接種
種

類

麻しん風しん混合
2種混合※
（ジフテリア・破傷風）

けい

子宮頸がん予防
（HPV感染症予防）

対

象

者

接 種 回 数・注 意 事 項

1期

1〜2歳未満

できるだけ1歳3カ月までに1回接種

2期

平成25年4月2日〜26年4月1日
生まれ（年長児）

令和2年3月31日
（火）
までに1回接種

11〜13歳未満

◉1回接種
◉乳幼児期に3種混合
（DPT）
1期
（計4回）
が完了
していないかたはご相談ください

◉3回接種
◉現在、
国では積極的勧奨を差し控えていますが、
平成15年4月2日〜20年4月1日
接種を希望する場合は有効性やリスクを十分理
生まれの女子（小学6年生以降、
解した上で受けてください。詳細は厚生労働省
高校1年生の年度末まで）
ホームページ
（左記二次元コードからアクセス）
をご覧ください

※尾張旭・瀬戸市以外の実施医療機関で接種を希望する場合は、予約前に健康課で申請が必要。
必要書類の交付には1週間程度かかります。郵送を希望する場合は切手（250円分）
を持参してください。

愛知医科大学病院 祝・休日開院のお知らせ
1月13日
（祝）、2月11日
（祝）、2月24日
（休）、3月20日
（祝）
は通常診療を行います。
愛知医科大学病院 ☎62-3311
広報 おわりあさひ〈令和2年1月1日号〉 15

1月のごみ 収集日

ごみ収集日をスマホでチェック！
ごみ出しアプリ配信中♪

収集日が通常と異なる地区があります。
13日
（祝）
も収集します。1・2日は収集しません。
燃える
ごみ
（毎週）

収集地区

22日

大塚町、庄南町、西山町、東山町

14・28日

プラスチック製
容器包装
（毎週）
（３日を除く）

15・29日

平子町（長池上・東）
新居町、城山町、東大道町（瀬戸街道以北）、向町

旭ケ丘町

・

大久手町（城山街道以南）、北原山町、
北山町（瀬戸街道以北）、三郷町（瀬戸街道以北）、
東栄町、東大久手町（1〜3丁目）、
南原山町（瀬戸街道以北）

7・21日

29日

上の山町、北本地ケ原町、晴丘町、
東本地ケ原町、南栄町、南新町、南本地ケ原町
稲葉町、北山町（瀬戸街道以南）、下井町、
西大道町、西の野町、東大道町（瀬戸街道以南）、
南原山町（瀬戸街道以南）
井田町、狩宿町、狩宿新町、
三郷町（瀬戸街道以南）、瀬戸川町、東三郷町
旭前町（白鳳連合自治会区域を除く）、
城前町、平子町（北・西・中通）

10・24日

8日

（３日を除く）

渋川町、庄中町、東名西町（2丁目）、東印場町

10・24日
9・23日
17・31日

17日
24日
7日
14日

14・28日

28日
10日

16・30日

6・20日

9日

13・27日

15・29日

22日

6・20日

16・30日

15日

9・23日

16日

15日

8・22日

22日

6・13・20・
27日

9・23日

キリトリ

13・27日

23日
30日
8日
29日

1月の市民課日曜 窓口

救急車を呼ぶべきか迷ったら…

12・26日〔午前8時30分〜正午〕

◉救急医療情報センター ☎82-1133
◉小児救急電話相談
（午後7時〜午前8時）
☎♯8000
（短縮）
、
☎052-962-9900

業務内容
証明書（住民票の写し、印鑑登録証明
書、戸籍謄（抄）本など）の交付、印鑑登
録申請、戸籍届の受け付け、マイナン
バーカードの受け取り
※手続きの内容により、後日改めてお
越しいただく場合があります。

24時間対応が可能な病院

（電話でお問い合わせください。）
◉公立陶生病院 ☎82-5101
◉旭ろうさい病院 ☎54-3131
◉愛知医科大学病院 ☎62-3311

コンビニ交付

休日急病 診療所（内科・小児科）

症状が比較的軽い場合の応急的な診療を行います。
瀬戸旭休日急病診療所
（瀬戸市西長根町7番地）☎82-9911
診 療 日：日曜、
祝・休日、
年末年始
（12月29日〜1月3日）
午前9時〜正午、
午後2時〜5時
（受付時間は午前8時45分〜11時30分、午後1時45分
〜4時30分）

救急車以外に搬送する方法がなく、
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。
キリトリ
この広報誌は、
植物油インキを使用しています。

21日

8・22日

印場元町（1・2丁目・北山）、霞ケ丘町、
白鳳町
印場元町（3〜5丁目）、東名西町（1丁目）

7・21日

17・31日

・

旭前町
（白鳳連合自治会区域）
、
桜ケ丘町、
平子ケ丘町

スプレー缶・
カセット
ボンベ

UDフォントを
使用しています。

住民票の写し
（本人および同一世帯の
かたのもの。住民票コード、マイナン
バーの記載不可）、印鑑登録証明書（事
前に印鑑登録が必要）はマイナンバー
カードを使ってコンビニで取得できま
す
（午前6時30分〜午後11時）。

12月1日現在の人口と世帯数
83,769人（前月比4人減）
人 口
男40,983／女42,786人
世帯数

35,579世帯
（同4世帯減）
広報おわりあさひの編集にあたり収集した個人情報は

個人情報について その他の目的で無断利用することはありません。
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旭台、大久手町（城山街道以北）、柏井町、
根の鼻町、東大久手町（4丁目）

15日

古 紙
古着類

広 報 お わりあさひ

長坂町、緑町、吉岡町

空きかん
空きびん

燃えない
ごみ

