あ

ナー
お知らせコー

さ

ひ

だ

よ

り

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/

子 ど も・子 育 て

親子料理教室
切って楽しいカラフルランチ！
学校給食センター ☎53-2971

を作る
おはなし会〜こども読書の日スペシャル〜
15月9日
（土）
午後3時〜3時30分 2図書館
おはなしのへや 3帽子をテーマにした絵本の

文 化・ス ポ ー ツ

15月16日
（土）
午前9時30分〜午後1時30分

読み聞かせなど

2学校給食センター【献立】
おにぎらず2種、さ

こどもの読書週間スペシャル子ども映画会

さみとオクラのトロトロおすまし、小松菜のいな

15月10日
（日）
◉午前10時〜11時◉午後2時

りまき、
くだもの牛乳かん 4市内の小・中学校

〜3時 2図書館 視聴覚室 3
「ざんねんない

に通う児童・生徒と保護者 5先着10組(1組4

きもの事典」
の上映 =上映前に読み聞かせあり

人まで）6大人500円、子ども300円
（材料費

共通事項

含む。当日持参）7エプロン、バンダナ、布巾、

6無料 =申し込み不要。会場へ直接お越しく

お茶、上靴
（児童・生徒のみ）94月20日
（月）
〜

ださい。

5月1日
（金）
に電話で
（土・日曜日、祝日を除く午
催 し・講 座

前9時〜午後5時）=◉調理師による食育講話
あり◉5月11日
（月）
以降にキャンセルした場合、
費用は負担していただきます

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
保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

4月23日〜5月12日こどもの読書週間
「出会えたね。とびっきりの１冊に。」
図書館 ☎54-5544

15月20日、6月3日
（水曜日・2回）
午前9時30分
〜11時 2保健福祉センター 3階 3赤ちゃん
の気持ちを知り、産後の大変な時期をうまく乗り

募集

切るコツを学ぶ 4市内在住の生後1〜7カ月ご

つくってみよう！ひとつだけのぼうし

ろの第1子と母
（初めて本講座に参加するかたの

15月9日
（土）
午後1時〜2時30分 2図書館

み。親子同室受講）5先着15組 8愛知医科

視聴覚室 3誰も持っていない自分だけの帽子

大学病院こころのケアセンター臨床心理士 酒井

地球温暖化対策設備の設置費を補助します
お知らせ

対 象 者

令和3年2月28日
（日）
までに、
自ら居住する市内の住居に地球温暖化対策設備を設置するかた、
または設置された市内の住宅を購入するかた

補助金額

①住宅用太陽光発電設備／1kW当たり13,200円
（上限52,800円）
②家庭用エネルギー管理システム
（HEMS）
／設置費用の4分の1
（上限10,000円）
③家庭用燃料電池システム
（エネファーム）
／設置費用の4分の1
（上限100,000円）
④定置用リチウムイオン蓄電システム／設置費用の4分の1
（上限100,000円）
⑤電気自動車等充給電設備／設置費用の4分の1
（上限50,000円）
⑥断熱窓改修
（既存住宅に限る）
／設置費用の4分の1
（上限60,000円）
⑦高性能外皮など
（ZEH）
／設置費用の4分の1
（上限100,000円）

申請方法

11月30日
（月）
までに申請書
（環境課で配布。
ホームページからもダウンロード可）
を直接。
先着順。
予算がなくなり次第終了

そ の 他

◉市内業者施工の場合は各補助金額に1.2を乗じた額を補助◉①は②および④〜⑦のいずれかと同
時申請が必要◉⑥⑦は①②との同時申請が必要◉設備設置
（①は電力会社との電力受給契約に基
づく受給開始）
後は申請不可
申請・問い合わせ先／市役所環境課環境政策係 ☎76-8134
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1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

玲子さん 94月16日
（木）
〜5月18日
（月）
に電話

学支援など）
や部活動支援など【登録方法】申

で
（土・日曜日、祝・休日を除く午前9時〜午後4時）

込書
（教育行政課で配布。ホームページからもダ

思春期家庭教育学級
（前期）
「聞いてよかった、
子育てのヒントがいっぱい！」

子 ど も・子 育 て

ウンロード可）
を郵送か直接

文化会館ホワイエで
自由に歌ってみませんか
文化会館 ☎54-8500

1 ① 5 月2 6日（火）② 6 月4日（木）③ 6 月2 2

14月18日
（土）
〜5月22日
（金）
午後2時〜4時

日（月）④7月6日（月）午前10時〜11時30分

（ホワイエ開放日のみ）4歌やパフォーマンス

2中央公民館 302会議室 38①思春期の

を披露できる個人・団体 9電話で
（月曜日を除

子どものサインとむきあっていますか／金城学

く午前8時30分〜午後5時）=◉他の楽器との

院大学教授 仁里文美さん②ことばのチカラで

共演可◉動画を撮影し、ホームページなどに掲

やる気も自信もUP！／こころ工房そらのいろ

載する場合あり◉来館者から拍手を送られたか

西本亜紀子さん③あきらめずに自己肯定感を

たには受付で粗品を進呈

文 化・ス ポ ー ツ

中央公民館内生涯学習課生涯学習係
☎76-8181

練インストラクター 太田智恵子さん
（③④は2
回講座）4市内在住・在勤で子どもを持つ保
護者、家庭教育に関心のあるかた 5先着60

催 し・講 座

育てたい④親の思いが届かないとき／親業訓

mini民具企画展「端午の節句展」
市役所文化スポーツ課文化振興係 ☎53-1144

人 6無 料 【 託 児 】申 込 時にお申し出くださ

14月23日
（木）
〜5月6日
（休）
午前9時〜午後5

い。生後6カ月以上の未就学児、5人。定員を超

時 2スカイワードあさひ 歴史民俗フロア 3市

えた場合は抽選 94月27日（月）から上記二

民の皆さんから寄贈された五月人形の展示

信。または、電話か直接（土・日曜日、祝・休日を
除く午前8時30分〜午後5時15分）
。託児の申
し込みは5月8日
（金）
まで

多世代交流会
クイズで学ぶ高齢社会と回想法
多世代交流館いきいき ☎54-8202
14月23日（木）午前9時30分〜10時45分

中央公民館内生涯学習課生涯学習係 ☎76-8181

2多世代交流館いきいき 3クイズを通して高
齢社会について理解し、生き生きとした心を取り

3小学校区ごとに開設する学級で、親同士が情

戻すための回想法を学生と一緒に学ぶ 4市内

報交換をしながら、子育てに役立つ講演や実習

在住のかた 5先着20人 6無料 8名古屋

などの企画・学習を行う 4小・中学生の保護者

経営短期大学教授 岡崎強さん 9電話か直接

や家庭教育に関心があるかた 94月24日
（金）
までに小学生の保護者は各小学校へ、それ以外
のかたは生涯学習課へ直接

学校支援ボランティアの登録
市役所教育行政課学校教育係 ☎76-8178
3市内小・中学校に通う児童・生徒の学習支援
（教科学習の補助、実技指導、個別指導補助、語
9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

お知らせ

家庭教育学級生の募集

8講師

募集

次 元コードを読み取り、必 要 事 項を入 力し送

（午前9時〜午後5時）

民生委員・児童委員が代わりました
【校区（担当地区）】城山小学校区（城前町3・4丁
目、向町3・4丁目の各一部）
【新任者】北 尚治さん
各校区・地区担当委員の連絡先などはお問い
合わせください。
市役所福祉課社会福祉係 ☎76-8141

=その他

広報 おわりあさひ〈令和2年4月15日号〉

7

子 ど も・子 育 て

民生委員・児童委員の日 講演会
車イス押してくれませんか？
〜HELPUSH（気軽な助け合い）
〜
市役所福祉課社会福祉係
☎76-8141、FAX.52-3749
*fukusi＠city.owariasahi.lg.jp
15月14日
（木）
午後1時30分〜3時 2文化会
館 あさひのホール 5先着120人
（要整理券）

（木）
までに電話か直接
（土・日曜日、祝・休日を除
く午前9時〜午後5時）
。定員を超えた場合は抽
選。定員に満たない場合は、5月8日
（金）
以降先
着順で受け付け

資源ごみ回収団体の登録
市役所環境課ごみ減量係 ☎76-8135

文 化・ス ポ ー ツ

6無料 8車いすYouTuber 寺田ユースケさ

3子ども会、自治会、各種団体などが行う資源

ん【整理券配布】4月27日
（月）
午前10時〜正午

回収に奨励金を交付 4市民で構成する営利を

に市役所ロビーで。1人2枚まで =手話通訳・

目的としない団体・グループ【対象物】古紙類、

要約筆記あり

布類、缶類など【奨励金額】1kg当たり3円。た
だし、回収団体が各戸から自ら回収し、業者へ引

多世代交流館いきいき 前期講座
多世代交流館いきいき ☎54-8202

き渡す場合は1kg当たり4円【交付要件】資源
ごみ回収活動のほかに環境保全活動や地域貢

催 し・講 座

献活動
（公園清掃など）
を行う必要あり 95月

いきいき体幹トレーニング教室

8日（金）
までに申請書（環境課で配布。ホーム

15月18日〜7月13日
（月曜日・5回）
午後1時〜

ページからもダウンロード可）
を直接。なお、締め

3時 3椅子に座ってできる、認知症予防を目的

切り日以降も随時受け付け =市では資源ごみ

としたコグニサイズで健康寿命を延ばす 6500

の回収を行っています。子ども会、自治会などの

円 7動きやすい服装、運動靴、マットまたはバ

資源ごみの回収日・場所が市の回収と重ならな

スタオル、ストレッチボール
（720円で購入可）
、

いようにしてください。

アキ

募集

飲み物 8健康体操インストラクター ＡＫ
Ｉさん
いきいき健康イスヨガ体操教室

緑のカーテンを育ててみませんか
苗引換券の配布

15月20日〜7月15日
（水曜日・5回）
午前10時
〜正午 3椅子を利用した、高齢者の体力に合
わ せたヨガで 健 康 寿 命を延 ば す 65 0 0 円

市役所環境課環境政策係 ☎76-8134

お知らせ

7動きやすい服装、
ヨガマットまたはバスタオル、

14月20日
（月）
から
（なくな

プラスチック製青竹ふみ、ラップの芯、飲み物

り次第終了）2環境課、市内

8フィットネスインストラクター 加藤恵美さん

公共施設など
（1人1枚まで）

共通事項

3つる性の植物を窓の外に

2多世代交流館いきいき 4市内在住の60歳

はわせ、室温の上昇を抑える

以上のかた 5先着20人 94月15日
（水）
（受

ことを目的とした緑のカーテ

講経験者は16日
（木）
）
〜22日
（水）
に費用を添え

ン事業の一環として、ゴーヤ

て直接
（午前9時〜午後5時）

の苗を配布します。【引き換え方法】4月29日
（祝）
〜5月31日
（日）
に引換券に必要事項を記入
し、協力店
（引換券に記載）
で苗2株と交換

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
15月13日
（水）
午前10時〜正午 2渋川福祉
センター ボランティア室 3絵本の点訳体験
510人 8点訳グループあかね会 95月7日
8

広報 おわりあさひ〈令和2年4月15日号〉

オオキンケイギクの駆除にご協力を
市役所環境課環境保全係 ☎76-8136
3市内の河川敷や道端で4〜6月ごろにかけ

1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

あさひひまわりプロジェクト2020
ちびっこひまわりの種を無料配布

似ている種類との見分け方
オオキンケイギク

草丈
30〜70cm

市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161

それぞれを
小葉という

葉が、草丈の
下半分に
集中する

3市制50周年を記念して、まち中をひまわりで

花の直径
5〜7cm

いっぱいにするために、種を配布します。【配布

マリーゴールド

葉が、草丈の

ふち

葉の縁が
ギザギザ

花びらの先は
分かれない

開始日】4月27日(月)
（なくなり次第終了）【配布
場所】市役所総合案内・都市整備課、東部市民セ

キバナコスモス
小葉が
5〜7つに
分かれる

ンター、渋川福祉センター、スカイワードあさひ、

文 化・ス ポ ー ツ

花びらの先が
分かれる

茎の根元に
葉が付く

子 ど も・子 育 て

花びらの先が 先端は丸みがある
分かれる
ふち
葉の縁は
滑らか

新池交流館ふらっと

出典：福岡県

て、鮮やかな黄色い花を付けるオオキンケイギク
は、日本の生態系に大きな影響を及ぼす生物とし

4月1日に納税通知書を発送

て、特定外来生物に指定されており、栽培・運搬・

固 定 資 産 税・都 市 計 画 税

保管などが禁止されています。自宅などの所有
い。【駆除方法】できる限り根から引き抜いてく
ださい。また、生きたままの運搬は違法となるた
め、その場で2、3日ほど天日にさらして枯死させ
てから、燃えるごみとして処分してください。

スカイワードあさひ

天体観測室

春の大曲線と大三角
春の夜空に輝く北斗七星。
ひしゃくの柄のカーブを伸
ばしていくと、
うしかい座のアルクトゥールスとおとめ座
のスピカを見つけることができます。
この2つの星と、
し
し座のデネボラを結んでできるのが春の大三角です。
ス
カイワードあさひの望遠鏡で見てみよう。

夜間観望会

募集

星の広場だより

催 し・講 座

本年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資
産をお持ちのかたに発送しました。納税通知書
が届いていないかたや転居などで住所を変更
したかたはご連絡ください。
市役所税務課土地係 ☎76-8118
家屋償却係 ☎76-8119

地に自生している場合は、駆除にご協力くださ

午後7時30分〜8時30分
お知らせ

（日）
金星、
しし座の二重星アルギエバ など
4月 19日
26日
（日）
金星、
三日月と地球照、

5月

アルクトゥールス

太陽観望会
レグルス

ステラナビゲータ11／㈱アストロアーツ

共通事項

デネボラ

スピカ

10個の1等星 など
3日
（祝）
月齢10の月、
アルクトゥールスと
スピカ など
10日
（日）
レグルス、
春の大曲線と大三角 など

春の大曲線と大三角

火・土・日曜日、
祝・休日
午前10時〜正午、
午後1時〜3時

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。天候により中止する場合あり

問い合わせ先／中央公民館内生涯学習課生涯学習係 ☎76-8181、
スカイワードあさひ ☎52-1850

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15日号〉
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