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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/

推 進 委 員と一 緒 に

子 ど も・子 育 て

すくすく子育て講座
親子で楽しく音あそび

ニュースポーツを楽し
む 4市内在住の65
歳以上のかた 5先

12月21日
（金）午前10時30分〜11時30分

着50人 7運動がで

2保健福祉センター 3階 3歌や楽器にふれ

きる服装、室内シュー

ながら親子で音を楽しむ 4市内在住の平成

ズ、タオル、飲み物 92月14日
（金）
までに電話、

30年4月〜31年3月生まれの子と保護者 5先

ファクス、
メールか直接。ファクス、
メールの場合は

着25人 8音楽療法士 滝上美水さん 91月

①氏名・ふりがな②住所③電話番号を連絡

文 化・ス ポ ー ツ

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

15日
（水）
〜2月20日
（木）
に電話で(土・日曜日、
祝日を除く午前9時〜午後4時)

令和2年度小・中学校入学案内

文化会館 ☎54-8500
催 し・講 座

市役所教育行政課学校教育係 ☎76-8178

文化会館ホワイエで
自由に弦楽器を演奏しませんか
11月16日
（木）
〜2月16日
（日）
午後2時〜4時
（ホワイエ開放日のみ）4弦楽器を演奏できる

旬に就学通知書を送付済み）
【入学式】◉小学校

個人・団体 9電話で
（月曜日を除く午前8時30

／4月6日
（月）
◉中学校／4月7日
（火）【国立・

分〜午後5時）=◉他の楽器との共演可◉動

私立の小・中学校へ入学する場合】入学先の校

画を撮影し、ホームページなどに掲載する場合

長の承諾書
（入学許可書など）
と就学通知書を教

あり◉ホワイエ利用者から拍手を送られたかた

育行政課に提出してください。=◉入学する学

には受付で粗品を進呈

募集

4本年4月に小・中学校に入学するかた
（1月上

校は就学通知書に記載◉就学通知書が届いて
いないかた、市内の小・中学校へ入学を希望する
外国籍のかたで、手続きがお済みでない場合は、
至急ご連絡ください

市役所文化スポーツ課文化振興係 ☎53-1144

「心の健康〜お寺の住職の経験を通して〜」
保健福祉センター内健康課 ☎55-6800
12月10日
（月）
午後2時〜4時 2スカイワード
あさひ ひまわりホール 3心が健康になる話
4市内在住のかた 5先着150人
（要整理券）

3昭和24年1月26日に法隆寺の金堂が炎上し

8瑞林寺住職 尾﨑宗範さん【整理券配布】1

たことから制定されました。昨年10月、首里城の

月15日
（水）
から健康課で
（1人2枚まで。土・日曜

正殿や北殿などが全焼したことは記憶に新しい

日を除く午前8時30分〜午後5時15分）

文化財を守りましょう。

シニア向けニュースポーツ体験会
市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183
FAX.53-0401 *taiku@city.owariasahi.lg.jp
12月22日
（土）
午前10時〜11時30分 2東部
市民センター コミュニティーホール 3スポーツ

お知らせ

ところです。火の取り扱いに十分注意し、貴重な

くらし

1月26日は文化財防火デー

健康づくり推進員会健康講座

イトーヨーカドー尾張旭店で開催！

あさぴー福祉市場
2月13日
（木）午前10時30分〜午後1時
障がい者の事業所が作成したお弁当やクッキー、
ケーキ、
工芸品などを販売します。
ぜひ、
お越しください。
市役所福祉課障がい福祉係 ☎76-8142

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2年1月15日号〉

7

来場はご遠慮ください◉2月10日
（月）
以降にキャ

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
12 月1 2日（水）午 前 1 0 時 3 0 分〜午 後 3 時
2中央公民館 101会議室 3認知症介護の相
談、介護者同士の情報交換 4認知症のかた、

ンセルの場合は、費用を負担していただきます

シニアのための料理教室
〜冬のあったか料理〜

文 化・ス ポ ー ツ

介護家族のかた、要介護者、医療・福祉専門職の

市健康づくり食生活改善協議会
大谷 ☎052-771-6515、宮部 ☎53-1017

かたなど 530人程度 6200円
（飲み物・お菓

12月4日
（火）午前9時45分〜午後1時30分

子付き。当日持参）=申し込み不要。会場へ直

2保健福祉センター クッキングルーム【献立】
白

接お越しください。

飯、
ビーフストロガノフ、
ロシア風ピクルス、かぶの
ポタージュスープ、スイートポテト 4市内在住・

食育推進講演会・学校給食試食会
学校給食センター ☎53-2971

在勤の60歳以上のかた 5先着20人 6600円
（材料費含む。当日持参）7エプロン、バンダナ、
布巾4枚、筆記用具 8市健康づくり食生活改善

12月14日
（金）
午前10時〜午後1時 2学校給

推進員 91月16日
（木）
〜25日
（土）
に電話で

催 し・講 座

食センター 3◉施設見学◉修文大学健康栄養
学部管理栄養学科助教 水田文さんによる講演
か

「家庭でできる健康的な食事の摂り方
（噛む事につ
いて）
」
◉学校給食試食会【献立】
麦ご飯、牛乳、ハ

「山辺の散歩道」
「いま池の丘」で遊ぼう！

募集

ンバーグのみぞれソースかけ、
ブロッコリーのおか

寺田保全の会
山室 ☎090-5111-4428（夜間のみ）

か和え、かきたま汁、
ガトーショコラ 5先着40人

12月16日(日)午後1時30分〜3時30分 2維

6250円
（給食代。当日持参）91月15日
（水）
〜

摩池北西大駐車場
（県消防学校南）3ひょうた

28日
（火）
に電話で
（土・日曜日を除く午前8時30分

んで車を作って遊ぶ 4小学生 5先着10人

〜午後5時15分。グループでの申し込みは5人ま

=申し込み方法など、詳細は申込書
（各公民館

で）=◉駐車台数に限りがありますので、車での

で配布）
をご覧ください。

くらし

令和元年 第5回（12月）

市議会定例会

12月市議会定例会が昨年11月28日〜12月17日の20日間の会期で開催されました。一般会計
補正予算案など11件が上程され、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。

お知らせ
8

一般会計・2特別会計・2事業会計を補正

条例の一部改正など

一般会計では、歳入歳出それぞれ1億4,937
万9千円を追加し、総額を246億5,477万9千
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
4,287万8千円、繰入金で4,500万円、市債で
3,660万円を追加するなどしました。歳出の主
なものでは、介護給付・訓練等給付費で4,500
万円、障害児通所給付費で2,600万円、国県支
出金等返納金で4,032万円を追加するなどし
ました。

住民票の写しおよび印鑑登録証明の手数料の
減額措置を延長するための尾張旭市手数料条例
の一部を改正する議案、道路占用料および公共
用物の使用料の見直し等、所要の整備を図るた
めの尾張旭市道路占用料条例及び尾張旭市公共
用物の管理に関する条例を一部改正する議案、
尾張旭市東部市民センター、尾張旭市勤労福祉
会館および尾張旭市東部老人いこいの家の指定
管理者を指定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2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

インターナショナルクッキング
カタルーニャ料理

市役所産業課農政係 ☎76-8133
3農地法に関する調査および審議、農地保全活
動、農業振興施策の取り組みを行う委員 4原

2新池交流館ふらっと 実習室 3パエリア、ピ

則市内在住で、次の要件を全て満たすかた◉農

ンチョス、コン・レチェを作って食べる 5先着

業に関する識見を有し、農地などの利用の最適

25人
（市内在住・在勤のかたを優先。小学生以下

化の推進などを適切に行うことができる◉平日

参加不可）61,000円
（当日持参）7エプロ

の昼間に開催する会議
（月1回程度）
に出席でき

ン、バンダナ、タオル、布巾、スリッパ 8カルメ

る 511人【任期】3年
（7月29日〜令和5年7

ン・カプデヴィラさん 91月15日
（水）
〜2月7日

月28日）01月20日
（月）
〜2月20日
（木）
に応

（金）
に電話
（土・日曜日を除く午前10時〜午後3

募用紙
（産業課で配布。ホームページからもダ

文 化・ス ポ ー ツ

12 月1 6日（日）午 前 1 0 時 〜 午 後 1 時 3 0 分

時）
かメールで

子 ど も・子 育 て

尾張旭国際交流会 竹内 ☎070-6581-2463
*oifa488@gmail.com

農業委員

ウンロード可）
を直接【報酬】月額20,800円
【選考方法】書類選考など =活動内容など、

えんげ

市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143
12月18日
（火）
午前10時〜午後4時 2保健

詳細はホームページをご覧ください。
催 し・講 座

摂食嚥下予防教室「つばめ教室」
〜飲み込み機能の調査と検査〜

交通少年団 団員
交通少年団 太田 ☎52-9752
3交通安全

果説明③嚥下体操
「つばめ体操」
の指導
（希望者

教室の開催、

のみ）465歳以上で水や食べ物にむせるなど、

交通安全パ

飲み込みが気になるかた 6無料 8日本赤十

レード
（市民

字 豊 田 看 護 大 学 学 長 鎌 倉やよいさん ほか

祭）、県警主

=◉申し込み不要。会場へ直接お越しください

催の集合訓練参加、パトカーでの啓発活動など

◉昨年の参加者には案内を送付

4小学3〜6年生 0電話で

募集

福祉センター 2階 3①アンケート②検査、結

概

要

くらし

尾張旭市緑の基本計画（中間見直し）への意見を募集します
本市の将来の緑のあるべき姿を検討し、
その実現に向けて緑のまちづくりを進めていくための計画
1月21日
（火）
〜2月19日
（水）

公表場所

◉市役所都市整備課・市政資料コーナー、図書館、
スカイワードあさひ、東部市民センター、
渋川福祉センター、
新池交流館ふらっと、
コミュニティセンター宮浦会館、
各公民館
◉市ホームページ

意見の提出方法

公表期間中に①住所②氏名・ふりがな③意見を記入し郵送、
ファクス、
メールか直接
（様式不問。電話不可）

その他

◉提出された意見は内容を検討し、見直しの参考とします◉意見に対して個別に回
答はしませんが、
意見の概要とそれに対する市の考え方はホームページで公表します

お知らせ

公表期間

提出・問い合わせ先／ 市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161、FAX.52-3339
*toshiseibi@city.owariasahi.lg.jp

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15日号〉

9

たかた【申告期限】1月31日
（金）=◉耐用年

医療費通知を発送します
子 ど も・子 育 て

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

数が過ぎた資産や現在使用していない資産をお
持ちのかたも、事業のために使用できる状態で

3国民健康保険証で診療を受けたかたには、医

あれば申告が必要です◉申告漏れなどが判明し

療費に関する通知を2カ月ごとに発送していま

た場合、
さかのぼって課税することがあります

す。令和元年9・10月診療分を1月末に、令和元
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

文 化・ス ポ ー ツ

添付することで控除明細書の記載を省略できま

司法書士による相続登記相談
市役所市民活動課コミュニティ係 ☎76-8126

す。医療費通知が届く前に申告するかた、医療費

12月1日
（土）
午前9時30分〜正午 2中央公

通知を紛失したかたはこれまでどおり領収書を

民館 101会議室Ｂ 3県司法書士会による遺

添付し、申告してください。なお、医療費通知の

産分割の方法、調停の申立手続、遺言書の作成

再発行はできません。大切に保管してください。

などの相続に関する相談 4市内在住・在勤・在
学のかた 6無料 =申し込み不要。会場へ直

催 し・講 座

確定申告には国民年金保険料
控除証明書の添付を
瀬戸年金事務所国民年金課 ☎83-9045
ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004
（050から始まる電話でおかけのかたは☎03-6630-2525)

接お越しください。

「年金生活者支援給付金」を
かたる詐欺にご注意ください

証書など納付したことを証明する書類の添付が必

瀬戸年金事務所お客様相談室 ☎83-9044
警察相談専用電話 ☎#9110
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

要です。証明書が届かない、紛失などをしたかたは

3
「年金生活者支援給付金の振込口座が使え

お問い合わせください。
【証明書の送付】
◉昨年9

ないため、新しい口座番号、暗証番号、マイナン

月末までに納付したかた／昨年11月に送付済み

バーを教えてほしい」
という不審な電話がかかっ

◉昨年10月以降に初めて保険料を納付したかた

てきた事例が報告されています。日本年金機構

／2月上旬に送付

や厚生労働省が、電話で口座番号などを聞くこ

3社会保険料控除を受けるには、申告書に領収

募集

とはありません。不審に感じたら、お近くの年金

くらし

償却資産（固定資産税）の申告は
お済みですか
市役所税務課家屋償却係 ☎76-8119
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

お知らせ

とは別に、市に申告してください。【申告が必要
なかた】◉市内で事業を営んでいるかたや駐車
場・アパートなどを貸しているかたのうち、令和2
年1月1日現在、償却資産を持っている個人・法人
◉前年度に申告をしたが、都合により廃業などし

事務所や警察相談専用電話にご連絡ください。

放送大学 令和2年第1学期
入学生（4月入学）募集中！
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

市民体育大会競技結果
各競技の結果はホームページで随時
お知らせしています。
ぜひ、
ご覧ください。
市役所文化スポーツ課体育係
☎76-8183

コンビニ交付サービス 令和5年3月31日まで、マイナンバーカードを利用したコンビ
ニ交付の手数料を窓口交付より50円減額し、250円としてい
手数料の減額 ます。ぜひ、ご利用ください。市役所市民課市民係 ☎76-8130
10 広報 おわりあさひ〈令和2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

日本赤十字社 活動資金納入のお礼

康都市推進室に直接
提出する前に必要事項の記入をお願いします

3日本赤十字社尾張旭市地区で昨年6月から

◉43ページ／申込書◉44ページ／アンケート

活動資金
（会費・寄付金）
の募集を行ったところ、
総額4,642,783円が集まりました。この活動資
金は、同社県支部を通じて、国内外の赤十字活
動に使われます。ご協力ありがとうございました。

ファクス・eメール119番
瀬戸・尾張旭消防指令センター ☎85-1119、
FAX.85-0441 *touroku@setoasahishirei.info

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

どの通報に備え、ファクス・メール専用の119番
回線を設けています。利用には事前の届け出が
必要です。=届け出方法など、詳細はお問い合
わせください。

文 化・ス ポ ー ツ

3耳や言葉が不自由なかたからの火災、救急な

子 ど も・子 育 て

市役所福祉課社会福祉係 ☎76-8141

市役所ロビーの回収ボックスへ投函、または健

3各種健康づくりや
地域活動
（

のつい

参加して、50ポイント以上集めたかたに抽選で
記念品が当たります。150ポイント以上集めたか
たは抽選に参加できるほか、あさひ健康マイス
ターとして表彰されます。【提出方法】3月31日
（火）
までに各公民館、コミュニティセンター宮浦
会館、イトーヨーカドー尾張旭店 出会いの広場、

市税などの納付は
口座振替が便利♪
取り扱い金融機関など
三菱ＵＦＪ銀行、
瀬戸信用金庫、
あいち尾東農業
協同組合、
東春信用金庫、
中京銀行、
愛知銀行、
中日信用金庫、
東濃信用金庫、
名古屋銀行、
十六
銀行、
東海労働金庫、
ゆうちょ銀行
（郵便局）
市役所各担当課、各金融機関

催 し・講 座

ているイベントなど）
に

募集

森 市長の

気

8講師

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

=その他

の店」認定店の皆さんの頑張りの成
果だと感じております。
フェスティバルではセミナー、
シン
ポジウム、紅茶の実演などが行われ
たほか、国内外の紅茶の販売もあり
ました。私もいくつか紅茶を試飲し
て、中でもあっさりとしておいしかっ
たケニアの紅茶とアッサムを購入し
ました。今年は市制50周年記念とし
て、
さらに工夫を凝らしたイベントと
なると思いますので、
もっともっと市
民の皆さんに参加していただき、
「お
いしい紅茶のまち 尾張旭」
を盛り上
げていただければと思います。
ところで、会場のスカイワードあさ
ひは昨年の全国植樹祭の折に昼食
会場となり、皇后陛下にディンブラを
召し上がっていただいた場所でもあ
ります。皆さんも食後に温かい紅茶
はいかがですか。
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お知らせ

▲昨年の紅茶フェスティバルの様子

あけましておめでとうございます。
今年、尾張旭市は市制50周年を
迎えます。記念事業や、皆さんからご
提案いただく市民お祝い事業など、
さまざまな催しで50周年を盛り上げ
ていきますので楽しみにしていてく
ださい。
市民お祝い事業の一つとして、紅
茶フェスティバルの開催が予定され
ています。昨年は11月にスカイワー
ドあさひで開催され、大盛況でした。
来場者の車のナンバーを見ると近隣
市町だけでなく、神戸や京都、湘南
や群馬など日本各地のナンバーも見
受けられ、
まさに日本一の紅茶の祭
典にふさわしいイベントとなってきた
のを実感しました。会場を訪れた愛
知県の松井副知事にも、
その盛り上
がりが伝わったと思います。
これも市
観光協会や、市内の「おいしい紅茶

くらし
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紅茶のおいしいまち

