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

Let's 産後ケア

瀬戸つばき特別支援学校
小・中学部説明会

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

瀬戸つばき特別支援学校 ☎56-0950

15月7日
（木）
午前10時〜11時 2保健福祉

文 化・ス ポ ー ツ

センター 4階 3親子でエクササイズを行い、

1①小学部／5月21日
（木）
②中学部／6月11

産後の正しいケアを学ぶ 4市内在住の令和元

日
（木）2瀬戸つばき特別支援学校
（瀬戸市南

年11月〜令和2年3月生まれの子と母 7バス

山口町）3学校・各部の概要説明と校内見学

タオル、飲み物 8体力メンテナンス協会産後

4令和3年4月に小・中学校に入学予定で知的

指導士 田中祐子さん =申し込み不要。動きや

な発達に遅れのある子の保護者 9①4月17日

すい服装で会場へ直接お越しください。

（金）
②5月29日
（金）
までに現在通っている園ま
たは小学校を通じてお申し込みください。

親子で学ぶ農業塾

催 し・講 座

市役所産業課農政係 ☎76-8133
JAあいち尾東北部営農センター ☎63-3360

こどもの発達相談

募集

15月16日、6月6日、7月18日
（土曜日・3回）
午

保健福祉センター内
こどもの発達センターにこにこ ☎53-6103

前9時30分〜正午 2稲葉町地内の畑 3野菜

31◉こどもの発達相談／月〜金曜日（祝・

（トマト・ナス・トウモロコシなど）
の栽培・収穫な

休日を除く）午前8時30分〜午後5時◉医師

ど 4農業に関心のある市内在住の15歳以下

による発達専門相談（要予約）／第2・4水曜日

の子と保護者 515組 61人500円 9上記

午後2時〜5時◉言語聴覚士によることばの

二次元コードを読み取り、ホームページの問い

専門相談（要予約）／第1・3水曜日午前9時〜

合わせフォームに必要事項を入力して、4月20

正午◉臨床心理士によるこどもの心理専門相

日
（月）
までに送信。定員を超えた場合は抽選。結

談（要予約）／第4火曜日
（8月は第4月曜日）午

果は全員に通知 =水やりや草取りなどの管理

前 9 時〜正 午 2こどもの発 達センターにこ

は各自で行っていただきます。

にこ

くらし

スポーツ推進委員と
気軽に楽しく体を動かそう!

ニュースポーツ 体験会

と き
4月12日
（日）

ところ
旭丘小学校 体育館

5月10日
（日）

三郷小学校 体育館

6月14日
（日）

午前10時〜正午

お知らせ

7月12日
（日）

あさビーチ

東栄小学校 体育館
城山小学校 体育館

内 容

あさビーチ、
キンボール、
カローリングほか

対象者

どなたでも
（未就学児は保護者と一緒に体験）

持ち物

体育館シューズ、飲み物、
タオルなど

その他

◉申し込み不要。会場へ直接お越しください
◉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

費 用

無料

問い合わせ先／市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183

14 広報 おわりあさひ〈令和2年4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

限10万円）
◉国際大会／1人3万円
（団体種目は

ノルディックウォーキング教室

上限30万円）
◉支給は1年度1回まで 9申請書
（文化スポーツ課で配布。ホームページからもダ

14月16日
（木）
、5月11日
（月）
午前10時〜正

ウンロード可）
を直接

午 2総合体育館 3ポールの使い方、歩き方
を学び 、維 摩 池 方 面へ約 4 ㎞ のウォーキング

毎月第3日曜日はふらっとで
音楽を聴こう
4・5・6月のふらっとロビーコンサート

4成人のかた 5各先着20人 6各250円
（保
険・ポールレンタル料含む）8日本ノルディック
ウォーキング協会公認指導員 榊原秀夫さん

文 化・ス ポ ー ツ

新池交流館ふらっと ☎52-8852

94月1日
（水）
から電話か直接
（午前9時〜午後
8時30分。初日は10時から）=キャンセルの場
合、費用は返却不可

全国大会などの出場者に
激励費を支給します

（日）午前11時〜11時30分 2新池交流館ふ

4次のいずれかに該当し、文化・スポーツ活動の

らっと ロビー 3ジャズやクラシック、ポップスな

全国大会や国際大会に出場するかた◉市内に住

どさまざまなジャンルのコンサート【出演】①大

民登録がある◉市内在住・在学◉市内事業所に

老会
（ジャズ）
②nozomi
（ピアノ弾き語り）
③レッ

所属する団体またはその団体に所属する個人

ド・アイ
（ポップス／ジャズ）6無料 =申し込

【支給額】
◉全国大会／1人1万円
（団体種目は上

み不要。会場へ直接お越しください。

狂犬病集合予防注射と犬の登録
実施場所

8日
（水）

時間

旭ヶ丘集会所

午後1時30分〜2時

旭台集会所

午後2時30分〜3時

新居北部児童遊園
（愛宕遊園地）

南原山集会所
15日
（水） 晴丘テニスコート

午後3時30分〜3時50分
午後1時30分〜2時
午後2時30分〜3時

稲葉集会所

午後3時30分〜3時50分

平子公民館

午後1時30分〜2時

（白鳳町） 午後2時30分〜3時
22日
（水） 北山公園
霞ヶ丘ふれあい会館 午後3時30分〜3時50分
26日
（日）

瑞鳳公民館

午前10時〜10時30分

本地原公民館

午前11時〜11時30分

藤池公民館

午後1時〜１時30分

市役所駐車場

午後2時〜2時30分

登録・連絡・問い合わせ先／市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

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4月1日号〉 15

お知らせ

注射実施通知書が届いていないかたは
ご連絡ください。

4月

くらし

生後91日以上の飼い犬は、
6月30日
（火）
まで
に必ず狂犬病予防注射を受けてください。ま
た、
未登録の犬はこの機会に登録してください。
費用
（1頭）
◉集合注射／3,500円
（注射済票交付手数料
含む）
◉登録／3,000円
（未登録の犬のみ）
注意事項
◉登録済みの犬は、事前に送付した注射実施
通知書
（はがき）
を持参
◉雨天決行
◉犬の死亡、登録事項などの変更があった場
合は届け出が必要
◉定期的に犬の健康状態を確認できる動物病
院での接種をおすすめします

募集

毎年1回接種

催 し・講 座

1①4月19日
（日）
②5月17日
（日）
③6月21日

市役所文化スポーツ課 文化振興係 ☎53-1144
体育係 ☎76-8183

子 ど も・子 育 て

総合体育館 ☎54-2733

=子ども用甲冑あり
（若干数）

春の山野草と日本桜草展
子 ど も・子 育 て

市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143
14月25日（土）、
26日
（日）午前9時

あさひ景観フォトサロン掲載写真
市役所都市計画課都市政策係 ☎76-8156

〜午後4時30分
（26日は4時まで）
2スカイワードあ

文 化・ス ポ ー ツ

さひ ふれあいホール 3◉老人園芸クラブ旭
山草会の作品展示◉山野草の苗などの即売

戦国時代へタイムスリップ
スカイワードあさひ ☎52-1850

市制50周年
｜記｜念｜事｜業｜

3ホームページ内
「あさひ景観フォトサロン」
で、
と

15月3日
（祝）
午前10時〜午後5時 2スカイ

撮っても大好きな景観 の写真をお待ちしてい

ワードあさひ イベントステージ 3甲冑武者出

ます。【参加方法】好きな風景の写真と参加用

陣式演技、太鼓・古武術実演、和楽器によるバン

紙（都市計画課で配布）
を郵送か直接。ホーム

ド演奏など 6無料 =◉雨天決行◉申し込み

ページからも参加可 =◉市内で撮影したもの

不要。会場へ直接お越しください

に限る◉自然や建造物のほか、祭り、歴史、産業

同日開催イベント 無料甲冑試着体験

に関するものも可◉10月に開催する
「尾張旭駅

5先着50人 9午前9時から2階受付に直接

前にぎわいフェスタ」
でも展示

かっちゅう

催 し・講 座
くらし

市では、
心肺停止傷病者が発生した場合に、
現場付
近にいる
「救命ボランティア」
がＡＥＤを持って現場に
駆け付ける取り組みを行っています。
その取り組みで
使用している
「ＡＥＤ ＧＯ」
アプリは、
ＡＥＤマップとし
ても利用できます。
もしものときのためにＡＥＤの設置
場所を把握しておきましょう。

インストール方法

募集

ＡＥＤの 設 置場所が一目で分 かる！ ＡＥＤマップを ご 利 用くだ さい
下記二次元コードからインストール
※通信料は利用者負担
iPhone

Android

タップしたＡＥＤの詳細情報が
表示されます

ＡＥＤまでのルートが
表示されます

ＡＥＤアイコンを
タップ

「ここへ行く」
を
タップ

※地図画像
（オープンストリートマップ
から引用）
はイメージです。

お知らせ

アプリの起動

問い合わせ先／消防本部消防総務課庶務係 ☎51-0860

16 広報 おわりあさひ〈令和2年4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

学校給食運営委員会委員

市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161

学校給食センター
（〒488-0852旭前町新田洞
5005-6）☎53-2971、FAX.53-8751
*kyusyoku@city.owariasahi.lg.jp

3地 域の環 境 美 化を目的として整 備した花

3学校給食について広く意見を求めるための

4◉町内会などの地域活動を行っている団体

委員 4市内在住の20歳以上で、次の要件を全

◉5人以上の賛同者が集まって結成された団

て満たすかた◉本市の他の附属機関や懇談会

体【対象花壇】◉スポットガーデン井田（井田

などの構成員でない◉本市の議員・職員でない

町。井田公園南西入口）
◉スポットガーデン西浦

◉平日の昼間に開催する会議
（年2回程度）
に出

（新居町西浦。多度神社前交差点東）
◉スポット

席できる 52人【任期】1年
（7月1日〜令和3

ガーデン旭ヶ丘
（旭ケ丘町。上水道施設管理セン

年6月30日）04月8日
（水）
〜27日
（月）
に応募

ター西）=花壇の面積に応じて報償金あり

用紙
（学校給食センターで配布。ホームページか
らもダウンロード可）
を郵送、ファクス、メールか
直接
（土・日曜日を除く午前8時30分〜午後5時

民間木造住宅
無料耐震診断希望住宅

15分）【報酬】会議への出席1回当たり6,400

【対象住宅】昭和56年5月31日以前に着工した
在来軸組構法および伝統構法の木造住宅で、現
に居住している住宅
（1宅地につき1戸。ツーバ

円【選考方法】書類選考

公立陶生病院職員
公立陶生病院人事課（〒489-8642 瀬戸市
西追分町160）☎82-5101
【職種】①薬剤師・臨床検査技師などの医療技術

た住宅を除く）6無料 9申込書
（都市計画課

職②電気技師【採用予定日】令和3年4月1日

で配布）
を直接
（先着順。募集戸数を超えた場合

【試験日】◉一次試験／5月16日
（土）
◉二次試

は、次回募集分として受け付け）=無料耐震診

験／6月上旬 95月8日
（金）
までに申込用紙

断で耐震性能不足と診断された住宅は補強改

（同院ホームページからダウンロード可）
を郵送

修工事費、耐震シェルターの設置工事費および

（必着）=職種、募集人員、応募資格など、詳細

除去工事費の一部を補助する制度を利用可

はお問い合わせください。

くらし

おわりあさひ
人命救助者に消防長が感謝状を贈呈

1

強い使命感と行動に感謝

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4月1日号〉 17

お知らせ

市内のスーパーマーケット入口で倒れ、心肺停止となっ
た男性に対し、偶然居合わせた折原さんと長岡さんはすぐ
に駆け寄り意識を確認。意識がないと判断した2人は救急
隊が到着するまで、交代しながら胸骨圧迫を施しました。
その結果、
男性は後遺症もなく社会復帰し、
そのことを聞
いた2人は「社会復帰できてよかった。人の役に立ててうれ
しい」
と話していました。

8講師

募集

イフォー、木質パネル構法、複数の構法が混ざっ

催 し・講 座

市役所都市計画課建築住宅係 ☎76-8158

2/2

文 化・ス ポ ー ツ

壇（スポットガーデン）の維持管理を行う団体

子 ど も・子 育 て

スポットガーデン維持管理ボランティア

する場合は、再度申し込みの手続きが必要とな

ボランティアグループ
ふるさとガイド旭会員

りますので、収納課に連絡してください。

子 ど も・子 育 て

市役所文化スポーツ課文化振興係 ☎53-1144
3尾張旭の史跡・文化財・民話・自然などを学
び、市民の皆さんにガイドを行うボランティア
【活動内容】◉春・秋の史跡めぐりの企画・運営
◉視察研修会や小見学旅行◉月2回の定例会

後期高齢者医療保険料
年金天引きのかたに
仮徴収額決定通知書を発送
市役所保険医療課高齢者医療係 ☎76-8153

文 化・ス ポ ー ツ

（行事検討、勉強会など）◉各種団体への講演

3後期高齢者医療保険料を新たに特別徴収
（年

会・史跡案内◉新春ふるさとカルタ会の実施

金天引き）
で納めるかたに、4〜8月の仮徴収額

63,000円
（年会費）=入会後、市の歴史に関

決定通知書を4月上旬に発送します。4令和元

する講習・現地見学を実施

年6〜10月上旬に後期高齢者医療被保険者に
なったかた。ただし、後期高齢者医療制度への加
入時期や受給している年金額・種類などにより、

自衛隊幹部候補生など

年金保険者
（日本年金機構など）
が年金天引きで

自衛隊瀬戸地域事務所 ☎83-3181
催 し・講 座

きないとしたかたや口座振替の希望を申し出た

募集

【種目】
自衛隊一般幹部候補生
（①大卒程度②院

かたは、8月以降に保険料を納めていただきま

卒程度）
③一般曹候補生【受験資格】①22歳以

す。【仮徴収額】令和2年度の保険料は、前年中

上26歳未満のかた
（20歳以上22歳未満のかたは

の所得状況などをもとに県後期高齢者医療広域

大卒
（見込み含む）
、修士課程修了者など
（見込み

連合が決定します。ただし、4月時点では令和元

含む）
は28歳未満まで可）
②修士課程修了者など

年中の所得を保険料の計算に反映できないた

(見込み含む)で20歳以上28歳未満のかた③18

め、仮に定めた金額となります。これを
「仮徴収

歳以上33歳未満のかた【受付期間】
①②5月1日

額」
といい、平成30年中の所得状況などをもと

（金）
③5月15日
（金）
まで =詳細は上記二次元

に計算された金額となります。なお、10月以降に

コードからご覧いただくかお問い合わせください。

納める保険料の徴収方法や保険料額は8月にお
知らせします。

固定資産税・都市計画税
納税通知書を発送
くらし

解雇などで離職したかたの
国民健康保険税を軽減

お知らせ

市役所税務課 土地係 ☎76-8118
家屋償却係 ☎76-8119
市役所収納課 庶務係 ☎76-8120

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

31月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を

3前年の給与所得を100分の30として保険税

お持ちのかたに、令和2年度固定資産税・都市計

を算定 4国民健康保険に加入している、
または

画税の納税通知書を4月上旬に発送します。土

今後加入予定で、次の全てに該当するかた◉平

地や家屋の1筆1棟ごとの評価額や、税額などを

成26年3月31日以降に離職した◉離職日の翌日

記載した課税明細書も、この通知書にとじ込ん

時点で65歳未満◉雇用保険受給資格者証第1

であります。納税通知書が届かないかた、転居な

面の離職理由欄の理由コードが11、12、21、

どで住所を変更したかたは税務課に連絡してく

22、31、32
（特定受給資格者）
、23、33、34
（特

ださい。また、口座振替を利用しているかたで、

定理由離職者）
のいずれかに該当【軽減期間】
離

前年中に登記名義に共有者を加えるなどの変更

職日の翌日の属する月〜その月の属する年度の

をした場合は、納税義務者が変更となり、口座振

翌年度末（平成27年度分の国保税から対象）

替ができなくなります。引き続き口座振替を希望

9雇用保険受給資格者証を持参の上、直接
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4対象者

5定員

6費用

7持ち物

あさひ

だ

より

名古屋法務局春日井支局 ☎0568-81-3210
市役所市民課記録係 ☎76-8131

中央公民館内生涯学習課生涯学習係
☎76-8181

1月〜金曜日午前8時30分〜午後5時15分

4広く地域に参加を呼び掛け、子どもたちを健

（祝・休日を除く）2名古屋法務局春日井支局

やかに育む次の活動を行う団体◉体験活動事

（春日井市鳥居松町）3日本国民であるにもか

業◉健全育成事業◉子どものための地域安全

かわらず､事情があって戸籍に記載されていな

活動◉研修事業など【対象事業】市内で実施

いかたについて、戸籍に記載されるための方法

し、地域の誰もが参加でき、参加者数が20人以

を一緒に考えます
（秘密厳守）
。6無料

上の事業
（実施団体構成員とその同居家族のみ
の事業は対象外）【補助金額】対象経費の2分
の1
（上限4万円）9事前に問い合わせの上、事

アイドリング・ストップに
ご協力ください

業実施30日前までに申請書（生涯学習課で配
布）
を直接（土・日曜日、祝・休日を除く午前8時

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

30分〜午後5時15分）

文 化・ス ポ ー ツ

地域の教育力推進事業費補助金
子 ど も・子 育 て

無戸籍者の解消のための相談窓口

3自動車の排出ガスに含まれる窒素酸化物や
による地球温暖化、近隣への騒音を防止するた
め、アイドリング・ストップ
（駐停車時のエンジン

貯水槽水道の適正な管理を
市役所上水道課給水係 ☎76-8170
3貯水槽水道はマンション・アパートなどで受水

識し、環境に優しい運転を心掛けましょう。◉自

槽・高置水槽を通じて水道水を各家庭に供給す

動車を駐停車させるときはエンジンを停止する

る施設です。設置者
（管理者）
は、使用者に安全

◉適正な運転や必要な整備を行い、自動車の

で衛生的な水を供給するため、適切な管理をし

排出ガスや騒音を最小限にとどめる◉空ぶか

てください。

しや無駄な暖機運転はしない◉事業で自動車

貯水槽水道の設置者
（管理者）
のかたへ

を使用する事業者は、運転者にアイドリング・ス

定期的
（年1回以上）
に水槽の清掃を行い、登録

トップを行うよう指導する

検査機関の検査を受けてください。また、給水栓

募集

停止）が義務づけられています。次のことを意

催 し・講 座

粒子状物質などによる大気汚染、二酸化炭素

の水質確認や施設の保守点検を行ってください。

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

貯水槽水道を使用しているかたへ
普段から、水の色、濁り、臭い、味などに注意し、
異常がある場合は貯水槽水道の設置者（管理
者）
に連絡してください。

くらし

耳の聞こえないかたへ
手話通訳者の設置日を拡大します
34月から毎週木曜日も福祉課窓口に手話通訳
者を設置し、手続きの際に手話通訳を行います。
=申し込み不要。窓口へ直接お越しください。
曜日

時間

月曜日

午前8時30分〜正午

木曜日

午後1時〜4時30分

4月1日
（水）〜10月31日
（土）
午前7時〜午後5時
多世代交流館いきいき ☎54-8202

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。
8講師

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

開館時間が
変 わります

=その他

市役所文化スポーツ課体育係
☎76-8183
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お知らせ

手話通訳者設置日時
（祝・休日の場合は翌日）

多世代交流館
いきいき

があり、それぞれに自治会、町内会という組織が

生涯学習案内冊子
｢ハートｔｏは〜と｣発行

あります。各地域の特性を生かしたまちづくりや

子 ど も・子 育 て

地域の課題解決に取り組んでいます。【加入方

中央公民館内生涯学習課生涯学習係
☎76-8181

法】地域の町内会の役員へ直接。お住まいの地

文 化・ス ポ ー ツ

34月〜令和3年3月に市で行われる講座・教

域の町内会などが分からない場合はお問い合

室・イベントなどの予定をまとめた冊子を発行し

わせください。

ます。【閲覧方法】4月1日
（水）
からホームページ

町内会の主な活動

で公開します。各公民館、コミュニティセンター

◉地域の交流活動／運動会や盆踊り、お祭りなど

宮浦会館でも閲覧可

◉生活環境の向上／防犯灯の管理やパトロール
などの防犯活動、地域の防災対策や日々の清掃
活動、集会所管理やお知らせの回覧など◉災害に

町内会に加入しましょう

備えて／災害時にはどのような被害に遭うか分か

市役所市民活動課コミュニティ係 ☎76-8126

りません。日頃から町内会活動などを通して地域
の人々と交流を深めることも大切です

3市内には9つの小学校区ごとに連合自治会

催 し・講 座

8020運動 達成者募集
はち まる にい まる

本市では、
「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」
と
いう運動を歯の健康目標の一つとしており、
その一環として、
達成されたかたを表彰しています。

募集

対象者 次の全てに該当するかた
◉昭和16年3月31日以前に生まれた
◉自分の歯が20本以上ある
◉過去に表彰されていない

指定歯科医院一覧 ※50音順（町名別）

応募方法
4月1日
（水）〜5月31日
（日）に下記の市内指定歯
科医院で応募のための健診（無料。要電話予約）を
受診

歯科医院名
電話番号
町名
おおぞら歯科・口腔外科
53-2637
旭前町
てるてる歯科
55-2218
三郷町
小島歯科
54-4181
壷井歯科
54-6009
渋川町
新居町
てらお歯科クリニック
52-1188
庄南町
はやし歯科
55-0884
城前町
あさい歯科クリニック
56-6480
犬飼歯科
51-4182
印場元町
東栄町
いんば歯科医院
53-8241
あさひ大沢歯科
（052）778-8187
かに歯科医院
（052）776-5670 西大道町
大塚町
長澤歯科
（052）774-3784 西の野町
髙橋歯科医院
（052）799-2002
霞ケ丘町
白鳳町
コザコ歯科医院
51-1234
狩宿新町
東大道町
東本地ケ原町
エムブランデンタル
52-8822
狩宿町
東山町
76-9990
北原山町 アイエスデンタルケア
平子町
はるおか歯科
55-3955
南原山町
ひまわり歯科クリニック
76-3440
北本地ケ原町
本地ヶ原歯科
54-3926
南本地ケ原町
芽吹ファミリー歯科
54-6611
北山町 きたやま歯科クリニック
55-4182
向町
町名

くらし
お知らせ

電話番号
歯科医院名
51-1020
うりすクリニック
53-2705
谷口歯科クリニック
51-1884
月村歯科クリニック
51-4618
しばた歯科・矯正歯科
（052）776-8041
えぽっく歯科
76-0018
オリオン歯科
54-8148
荒川歯科
54-6331
西尾歯科
54-8585
日比野歯科クリニック
54-8046
前原デンタルクリニック
54-5511
ナガイ歯科
55-5555
尾張旭歯科クリニック
52-2418
ちば歯科診療室
52-0888
松原歯科医院
54-2234
柴田歯科医院
（052）777-8021
ずいほう歯科
52-1018
ひらこ歯科
54-9779
ますい歯科
52-8887
どんぐり歯科診療所
52-1448
山田歯科医院
53-8148
おがわ歯科医院
51-2100
しろまえ歯科

問い合わせ先／保健福祉センター内健康課 ☎55-6800
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5定員

6費用

7持ち物

あさひ
後期高齢者医療制度協定保養所
利用助成事業
協定保養所

電話番号

サンヒルズ三河湾（蒲郡市） 0533-68-4696
すいとぴあ江南（江南市）

0587-53-5555

豊田市百年草（豊田市）

0565-62-0100
0594-42-3330

（三重県桑名市）

あいち健康の森
プラザホテル（東浦町）

0562-82-0211

シーサイド伊良湖（田原市） 0531-35-1151

保険者」
であることを伝える②宿泊当日、利用す
る保養所の窓口で後期高齢者医療の保険証を
提示し、利用カードの交付を受ける

法定相続情報証明制度
名古屋法務局春日井支局 ☎0568-81-3210
3相続手続きを簡素化することを目的として、
相続人が被相続人の出生から死亡までの戸籍
謄本などを添えて法務局に申し出することで、
法定相続人が誰であるかを証明する書類を無料
で交付する制度です。この証明書は相続登記な
どをはじめとした各種相続手続き先に提出する
ことができます。【申し出方法】月〜金曜日午前

の利用は合計4泊まで）【利用方法】①協定保養

8時30分〜午後5時15分
（祝・休日を除く）
に必

所に申し込み。その際に
「後期高齢者医療の被

要書類を持参の上、直接

@せと

くらし

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。

千年を超える歴史と伝
統を誇るやきものの産地
である瀬戸市は、日本六
古窯（瀬戸焼、常滑焼、信
楽焼、丹波焼、備前焼、越
前焼）の一つとして平成
径
小
の
垣
窯
29年4月に日本遺産とし
て認定されています。
鎌倉・室町時代では、唯一、釉薬を施した製品が
焼かれ、織部や黄瀬戸などのさまざまな釉薬を駆
使したやきものづくりは、時代を超えて多くの人々 日本遺産のまち
瀬戸市ホームページ
を魅了し続けています。

募集

せと&
ながくて

日本遺産のまち瀬戸市 きっと恋する六古窯
−日本生まれ日本育ちのやきもの産地−

催 し・講 座

【助成額】1人1泊につき1,000円
（同一年度内で

文 化・ス ポ ー ツ

温泉ホーム 松ケ島

より

子 ど も・子 育 て

県後期高齢者医療広域連合 ☎052-955-1205

だ

問い合わせ先 瀬戸市ものづくり商業振興課 ☎88-2807

長久手市市民記者ブログ
お知らせ

市民記者とは、行政からの一面的な視点では伝えきれない、長久手市の魅力や課題
などを市民の皆さんの視点で取り上げてもらい、
さまざまな角度から読者に伝えるこ
とで、
まちがもっと身近になり、
みんなでまちのことを考えるきっかけになる広報を行
うことを目的としたものです。
行政からのお知らせとは一味違った記者の皆さんからのバリエーション豊かな記事
（右記二次元コードからアクセス）
をどうぞお楽しみください。

長久手市
市民記者ブログ

問い合わせ先 長久手市情報課 ☎56-0601

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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