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

子 ど も・子 育 て

ファミリーサポートセンター
依頼会員登録説明会
保健福祉センター内ファミリーサポートセンター
☎51-5571

ノルディックウォーキング教室
総合体育館 ☎54-2733
13月10日（火）午前

文 化・ス ポ ー ツ

13月14日
（土）
午前10時〜10時30分 2保

1 0 時 〜 正 午（雨 天 の

健福祉センター 4階 3急用などで子どもの世

場合は3月17日
（火）
）

話ができないときに利用できる、地域で子育て

2総合体育館 3ポー

を応援する信頼関係を大切にした会員制組織

ルの使い方、歩き方を学び、維摩池方面へ約5㎞

（有償）
の説明会 4市内在住・在勤・在学で、生

のウォーキング 4成人のかた 5先着20人

後3カ月〜小学6年生の子を養育し、子育ての手

6250円
（保険・ポールレンタル料含む）8日

助けをしてほしいかた【託児】申込時にお申し

本ノルディックウォーキング協会公認指導員 榊

出ください。生後3カ月以上の子、先着25人

原秀夫さん 92月15日
（土）から電話か直接

92月17日
（月）
〜3月13日
（金）
に電話で
（土・日

（午前9時〜午後8時30分。初日は10時から）

催 し・講 座

曜日、祝・休日を除く午前9時〜午後4時）=会

=キャンセルの場合、費用は返却不可

員登録は説明会終了後、会場で受け付け

すくすく子育て講座
お母さんのためのバランスボール

救命ボランティア講習会
消防総務課庶務係 ☎51-0860
12月23日
（祝）
午前10時〜11時10分 2消

募集
くらし

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

防本部 3救命ボランティアに必要なアプリの

13月17日
（火）午前10時30分〜11時30分

取り扱い方法や個人情報保護についての説明

2保健福祉センター 4階 3バランスボールを

4市内在住・在勤・在学の20歳以上で次の要件

使って、心も体も健やかに過ごす方法を学ぶ

を全て満たすかた◉スマートフォンを持っている

4市内在住の令和元年6〜12月生まれの子と

◉3年以内に救命講習を受講し、修了証を持っ

保護者 5先着30組 8産後指導士 田中祐子

ている 550人程度 9①上記二次元コードを

さん 92月17日
（月）
から電話で
（土・日曜日、

読み取り、救命ボランティアの概要を確認②
「お

祝・休日を除く午前9時〜午後4時）

申込みはコチラ」
を選択③
「メールを送信する」
を
選択後、必要事項を入力し、送信

mini民具企画展
「昭和のおひなさま」
市役所文化スポーツ課文化振興係 ☎53-1144

木彫・ドローイング展
〜フォルムを求めて〜

お知らせ

スカイワードあさひ ☎52-1850
12月25日
（火）
〜3月21日
（土）
午前9時〜午後
5時（初日は午後3時から、最終日は午後3時ま
で。3月17日
（火）
は全館休館）2スカイワード
あさひ ギャラリーあさひ 3名古屋芸術大学芸

8

12月20日
（木）
〜4月3日
（金）
午前9時〜午後5

術学部教授 岩井義尚さんの木彫作品とドロー

時 2スカイワードあさひ 歴史民俗フロア 3市

イング
（線画）
の展示 =申し込み不要。会場へ

民のかたから寄贈された、昭和のひな人形の展示

直接お越しください。

広報 おわりあさひ〈令和2年2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

せん◉当日会場へ直接お越しください

生ごみ堆肥化講習会
13月1日
（日）
午前10時〜11時30分 2多世

第40回記念大会 市民囲碁大会
市民囲碁大会実行委員会 大嶋幹男 ☎54-4720
〒488-0003 東大久手町2-6-5

方法や堆肥の活用方法を学ぶ 4市内在住・在

13月15日
（日）
午前9時〜午後5時 2中央公

勤のかた 5先着25人 7筆記用具 8生ゴ

民館 3階 3◉トーナメント戦（敗者復活戦あ

ミ資源化協力隊 92月17日（月）から電話で

り）◉プロの指導碁・大盤解説◉記念品抽選会

=希望者に堆肥作りセットをプレゼント

など 4市内在住・在勤・在学のかた 5先着

文 化・ス ポ ー ツ

代交流館いきいき 3生ごみを有機堆肥にする

子 ど も・子 育 て

市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135

160人 6◉一般／2,000円◉高校生以下／

野菜作りを始めたばかりのかたに
おすすめ 家庭菜園講座
市役所産業課農政係
☎76-8133 FAX.53-7008
*sangyo@city.owariasahi.lg.jp

までに①住所②氏名・ふりがな③電話番号④段
級位を記入し、はがき
（必着）
で

ボランティアサロン
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

栽培管理方法、家庭菜園をする上でのポイントを

13月27日（金）午前10時〜正午 2渋川福

学ぶ 4市内在住・在勤・在学のかた 6300円

祉センター 運動室 3ボーイスカウト体験を

（当日持参）7筆記用具 8JAあいち尾東北部

通して親子で防災について学ぶ 5親子20組

営農センター職員 93月11日
（水）
までに①講

（3月19日（木）時点で定員を超えた場合は抽

座名②郵便番号③住所④氏名・ふりがな⑤電話

選）7飲み物 8ボーイスカウト尾張旭第１団

番号を記入し、はがき
（必着）
、ファクスかメール

9電話か直接
（土・日曜日、祝・休日を除く午前9

で
（電話不可）=◉申し込み後の通知はありま

時〜午後5時）

申請はお早めに
対

象

者

募集

ワードあさひ ひまわりホール 3季節の野菜の

催 し・講 座

13月14日（土）午前10時〜正午 2スカイ

500円
（いずれも昼食代含む）92月28日
（金）

不妊治療費等補助金
くらし

申請日時点で夫・妻のいずれかが市内在住で、
医療機関から不妊治療が必要と認められ、
治療などを行った夫婦

一般不妊治療、
人工授精
対 象となる 不妊検査、
顕微授精は対象外。
瀬戸保健所
（☎82-2196）
へご相談ください）
治 療 な ど （体外受精、
対 象 期 間

補助開始月から継続する2年間（本年度は平成31年3月〜令和2年2月診療分）

補

自己負担額の2分の1（年度当たり5万円を限度。千円未満切り捨て）

助

額

申 請 方 法

3月31日
（火）
までに直接（土・日曜日、祝・休日を除く午前8時30分〜午後5時15分）

そ

◉申請時に夫・妻の印鑑と健康保険証を持参◉第2子以降も同様に補助◉転入したかた
は転入日以降が補助対象

の

他

お知らせ

必 要 書 類

①申請書②同意書③医療機関の証明④補助金の請求書⑤領収書
（原本）
⑥戸籍謄本
⑦住民票の写し⑧夫婦の所得額を証明する書類
（所得証明書、
市・県民税証明書など）
◉①〜④は健康課で配布。
ホームページからもダウンロード可◉⑤の原本が必要な場
合は、
写しを併せて提出
（照合後に返却）
◉⑥〜⑧は市で確認ができる場合は省略可。
た
だし、平成31年1月1日に本市に住民票がなかったかたは、転入前の市区町村で発行さ
れる⑧を提出
（夫婦とも）

申請・問い合わせ先／保健福祉センター内健康課 ☎55-6800

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2月15日号〉

9

愛知医科大学運動療育センター
講演会
子 ど も・子 育 て

愛知医科大学運動療育センター ☎61-1809
FAX.63-3536 *psr@aichi-med-u.ac.jp

ふれあい農園使用者
市役所産業課農政係 ☎76-8133

12月29日
（土）午後0時30分〜3時（正午開
場）2愛知医科大学 たちばなホール
（長久手市
岩作雁又）3◉同大学医学部教授 牛田享宏さ
んによる講演
「痛みに負けないからだを作ろう」

文 化・ス ポ ー ツ

◉同大学医学部准教授 井上真輔さんによる講

【使用期間】4月1日〜令和3年3月31日（1年

演
「痛みと運動」5400人 6無料 9①氏名・

ごとに更新可）
【募集区画数】◉城山／25区

ふりがな②電話番号③メールアドレスを記入し、

画 ◉ 西 大 道 ／ 1 2 区 画 4市 内 在 住 のかた

ファクスかメールで =空席状況によっては、申

611,000円
（年間）92月17日
（月）
〜3月2日
（月）
に申請書
（産業課で配布。ホームページから

し込みなしで入場できる場合あり

もダウンロード可）
を直接。申込者数が募集区画
数を超えた場合は抽選 -3月5日
（木）
午前10

森林公園の催し
催 し・講 座

時から市役所203会議室で。結果は全員に通知

森林公園案内所 ☎53-1551

=申し込みは城山か西大道のいずれかで、1世
帯1区画

①なるほど森歩き
12月15日
（土）
午前10時〜正午 3森歩きを
楽しみながら5つの問題にチャレンジ

臨時職員の登録（春休み期間）

②道草ウォーキング
12月19日
（水）
午前10時〜正午 3季節の花や
募集

鳥、虫などを観察しながら植物園をウォーキング

市役所こども課こども係 ☎76-8146
児童厚生員補助
【勤務時間】午前9時〜午後5時【資格】高卒以

③森でフィットネス
13月4日
（水）
午前10時〜正午 3森林浴をし

上で採用時に65歳未満のかた
（大学生可）

ながら軽い全身運動を楽しむ 6100円 7タ

児童クラブ指導員
【勤務時間】午前7時30分〜午後6時30分のう

オル、敷物

くらし

④ホリデー森歩き入門〜春1番の花と虫〜

ち6時間以内【資格】採用時に65歳未満で次の

13月8日
（日）
午前10時〜正午 3花や鳥、虫

いずれかに該当するかた◉保育士資格、幼稚園

などを観察しながら楽しく森歩き

教諭免許、教員免許のいずれかを有する◉高卒

⑤万葉の草木めぐり

以上で児童厚生施設または放課後児童クラブで

13月12日
（木）
午前10時〜正午 3万葉の人々

2年以上の指導経験がある◉5年以上放課後児

が詠んだ植物を訪ねる 6100円 9電話で

童クラブで指導経験がある

⑥自然ウォッチング〜春の香りと音色〜

児童クラブ指導員補助

お知らせ

13月13日
（金）
午前9時30分〜正午 3自然

【勤務時間】午前7時30分〜午後6時30分のう

観察指導員の解説付きで植物や野鳥、虫などを

ち6時間以内 【資格】高卒以上で採用時に65歳

観察

未満のかた
（大学生可）

共通事項

共通事項

【集合場所】植物園内展示館前 6各費用のほ

92月28日
（金）
までに登録申込書
（こども課で

かに植物園入園料
（大人220円、中学生以下無

配布。ホームページからもダウンロード可）
を直

料）
が必要 =◉雨天決行◉⑤以外申し込み不

接 =◉春休み期間以外の登録も募集中◉賃

要。集合場所へ直接お越しください

金など、詳細はお問い合わせください

10 広報 おわりあさひ〈令和2年2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

県男女共同参画
人材育成セミナー受講候補者

受け付け不可）
◉混雑状況により、早く受け付け
を終了する場合あり◉スカイワードあさひ会場は
午前中にお越しいただいても午後の受け付けと

3講義、グループでのレポート作成など 4市

なる場合あり◉詳細は、広報おわりあさひ1月15

内在住の18〜65歳の女性で、次の要件を全て

日号と同時配布の
「税連協だより」
をご覧ください

満たすかた◉市町村との雇用関係がない◉主に
土曜日にウィルあいちで実施するセミナー
（年8
どに取り組むことができる 51人 6無料
（交
通費は原則市が負担）93月4日(水)までに申

瀬戸年金事務所 ☎83-9045

込書
（市民活動課で配布。ホームページからもダ

3保険料が未納のままだと、基礎年金
（老齢・障

ウンロード可）
を直接。応募が2人以上の場合は

害・遺族）
が受けられない場合があります。また、

書類選考

老齢基礎年金を受け取るには、保険料を納めた

文 化・ス ポ ー ツ

回程度）
に出席できる◉修了後に地域の活動な

国民年金保険料の納め忘れは
ありませんか

子 ど も・子 育 て

市役所市民活動課男女共同参画係 ☎76-8125

場をご利用ください
（スカイワードあさひ会場は

期間
（納付免除期間などを含む）
が原則10年以

尾張瀬戸税務署 ☎82-4111

上必要です。納め忘れがないか確かめてくださ
い。4日本に住んでいる20歳以上60歳未満
のかた =納付期間の確認は瀬戸年金事務所
にお問い合わせください。

スカイワードあさひ会場

催 し・講 座

所得税の確定申告はお早めに

12月17日
（月）〜28日
（金）午 前 9 時 3 0 分〜正

ご利用ください あさひ訪問収集

午、午後1時〜4時【申告

環境事業センター ☎52-8000
3週に1度、玄関先まで訪問してごみを収集

配 当 所 得 、一 時 所 得 の

4市内在住で自力でごみなどを出すことが困

み）
、個人住民税

難で、親族や近隣在住者などの協力を得ること

パルティせと会場
（瀬戸市栄町）

ができない次のいずれかに該当する世帯◉要支

12月17日(月)〜3月16日(月）
午前9時〜午後

援・要介護認定を受けているかたのみ◉障がい

5時
（4時受け付け終了）【申告対象】所得税、贈

者のみ 9申請書
（環境事業センター、市役所環

与税、個人事業者の消費税・地方消費税 =来

境課で配布。ホームページからもダウンロード

場の際は公共交通機関をご利用ください。

可）
を同センターか環境課に直接 =◉申請書

共通事項

受領後、実態調査を行い、適当と認められた場

◉土・日曜日、祝・休日は受け付け不可◉住宅借

合に収集を開始◉ケアマネジャーなどの介護職

入金等特別控除を受けるかたは、パルティせと会

員や民生委員、児童委員による申請可

尾張旭市プレミアム付商品券の
使用は 2 月29 日（土）まで
8講師

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

注意事項
◉市内の登録店舗（約200店舗）
で使用
◉おつりは出ません
◉期限を過ぎたプレミアム付商品券の
使用・交換、払い戻しは一切不可
市役所産業課商工係 ☎76-8132

=その他

広報 おわりあさひ〈令和2年2月15日号〉 11

お知らせ

！ 必ず期限内に使用してください

くらし

雑所得、分離課税を除く

募集

対象】所得税
（給与所得、

