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

ペアレントトレーニング
楽しく子育て in 尾張旭

「おいしい紅茶のまち 尾張旭」
紹介パネル展示

催 し・講 座

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

文化会館 ☎54-8500

19月29日、10月13日、27日、11月10日、24

17月15日
（水）
〜24日
（祝）
午前9時〜午後5時

日、12月8日、令和3年2月16日
（火曜日・7回）
午

（最終日は3時まで）2文化会館 展示ロビー

前10時〜正午
（10月13日は午前11時30分ま

3日本紅茶協会
「おいしい紅茶の店」
の認定取

で）2保健福祉センター 201会議室 3子ど

得店を紹介するパネル展示 6無料 =来場者

もの
「して欲しい行動」
「して欲しくない行動」
に

にカード、スタンプラリー台紙、オリジナルクリア

焦点を当て、具体的な対応を学ぶ 4市内在住

ファイルをプレゼント

でお子さんの発達や関わり方に悩みがある3歳
〜小学3年生の保護者で毎回出席できるかた
5先着12人 6無料 8名古屋経営短期大学
子ども学科講師 木村拓磨さん 97月20日

募集

（月）
〜8月21日
（金）
に電話か直接
（土・日曜日、

森林公園の催し
森林公園案内所 ☎53-1551、
FAX.53-4414
*koenkanri@shinrinkoen.com

祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分）【託

道草ウォーキング

児】申し込み時にお申し出ください。

17月15日
（水）午前
10時〜正午 3季節

「赤ちゃんの駅」設置協力事業者を募集
くらし

保健福祉センター内子育て支援室 ☎53-6101

の花や虫、鳥などを観
察しながら植 物 園を
ウォーキング 6無料

お知らせ

3子育て家庭の保護者の外出環境を整え、地

なるほど森歩き〜水辺の生き物〜

域全体で安心して子どもを育てられる環境づく

17月18日
（土）
午前10時〜正午 3トラップを

りを推進するため、乳幼児のおむつ替えや授乳

使って魚やザリガニなどを観察する 6無料

ができる部屋
「赤ちゃんの駅」
の設置にご協力く

野の花めぐり〜サギソウ・シマジタムラソウ〜

ださい。【登録基準】以下の全ての設備がある

17月22日
（水）
午前10時〜正午 3野に咲く

施設◉授乳ができる◉おむつ替えができる◉手

花たちをたずねる 6無料

洗いができる◉冷暖房設備がある 9登録申込

森でフィットネス

書
（子育て支援室で配布。ホームページからもダ

18月5日
（水）
午前10時〜正午 3森林浴をし

ウンロード可）
を直接
（土・日曜日、祝・休日を除く

ながら軽い全身運動を楽しむ 6100円 7タ

午前8時30分〜午後5時15分）=登録した事

オル、敷物

業者には、赤ちゃんの駅ステッカーを利用者が

自然ウォッチング〜虫たちとの出会い〜

分かりやすい場所に掲示していただき、ホーム

18月14日
（金）
午前9時30分〜正午 3自然

ページで公表します。

観察指導員の解説付きで植物・虫・野鳥などを観
察 6無料
共通事項

メンテナンス作業のため

コンビニ交付サービスの停止

7 月23 日（祝）〜 26 日（日）終日
市役所市民課市民係 ☎76-8130

6
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【集合場所】植物園内展示館前 6各費用のほ
かに植物園入園料
（大人220円、中学生以下無
料）が必要 =◉申し込み不要。集合場所へ直
接お越しください◉雨天決行◉マスク持参

1とき 2ところ 3内容

4対象者

5定員

6費用

7持ち物

サなど、夏の湿地植物の公開 6無料 =◉申

るんるんくらぶ

し込み不要。動きやすい服装・靴で会場へ直接お

保健福祉センター内
地域包括支援センター ☎55-0654
19月11日〜10月16日
（金曜日・6回）
午前9時

どのボランティアを随時募集しています。興味の

〜11時30分 2保健福祉センター いきいき

あるかたはお問い合わせください。

子 ど も・子 育 て

越しください◉公開日の会場案内・受け付けな

ホール 3◉安全で効果的な筋力トレーニング
とウォーキングのポイントを学び実践◉脳と体を
同時に鍛えるコグニサイズにチャレンジ 4市
内在住の65歳以上のかた 5先着15人
（初め

地域ふれあい講座
夏休み親子マジック教室
藤池公民館 ☎54-8722

21日
（金）
に電話か直接
（土・日曜日、祝日を除く

18月7日
（金）
午前10時〜11時30分 2藤池

午前8時30分〜午後5時15分）

公民館 3簡単な仕掛けで親子でできる楽しい

催 し・講 座

てのかた優先）6無料 97月16日
（木）
〜8月

マジックを覚える 4小学生と保護者
（祖父母も
可）5先着10組（市内在住・在勤のかたを優

原爆ポスターの展示

先）61組1,000円（教材費含む）7筆記用

市役所福祉課福祉政策係 ☎76-8139

具 8フローラルけいこさん 97月15日
（水）

〜午後5時15分 2市役所ロビー 3非核平和
都市事業の一環として、広島・長崎の原爆被害

から費用を添えて直接
（午前9時〜午後8時）

募集

17月20日
（月）
〜8月14日
（金）
午前8時30分

やってみよう！ パソコン解体とプログラミング

の実相や現在の核兵器の状況などを、写真や図

白鳳公民館 ☎52-0690

表を用いて分かりやすく説明したポスターなど

1①8月18日
（火）
②8月19日
（水）
午前10時〜

を展示

11時30分 2白鳳公民館 3①ノートパソコン
くらし

を分解し、部品を見て触って仕組みを理解する
②ロボットカーまたはドローンのいずれかをプロ

吉賀池湿地 夏の一般公開

グラミングして動かす 4小学4〜6年生
（市内

市役所産業課農政係 ☎76-8133

在学のかたを優先）5先着12人
（保護者参加
不可、見学可）6600円
（2日分）7筆記用具
8NPO法人デジタルライフサポーターズネッ
お知らせ

ト 97月28日
（火）
から費用を添えて直接（午
前9時〜午後5時）=解体パソコン、ロボットな
ど必要機材は当日貸し出し

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
18月19日
（水）
午後1時30分〜3時 2渋川福
祉センター 運動室 3じぃじとあそぼ!! 4親
サギソウ

98月12日
（水）
までに電話か直接
（土・日曜日、

18月1日
（土）
、2日
（日）
、6日
（木）
午前9時〜正

祝日を除く午前9時〜午後5時）
。定員を超えた

午
（雨天中止）2吉賀池湿地
（旭ヶ丘運動広場

場合は抽選。定員に満たない場合、8月13日

内に臨時駐車場あり）3サギソウやミミカキグ
8講師

子 520組 8男性ボランティア活動研究会

9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

（木）
以降は先着順で受け付け
=その他

広報 おわりあさひ〈令和2年7月15日号〉

7

子 ど も・子 育 て
催 し・講 座

健康都市に関する懇談会構成員

民間木造住宅無料耐震診断希望者

市役所健康都市推進室 ☎76-8101

市役所都市計画課建築住宅係 ☎76-8158

3健康都市の施策や健康増進活動についての

4昭和56年5月31日以前に着工した在来軸

協議・検討を行う 4市内在住の20歳以上（9

組構法および伝統構法の木造住宅で、現に居

月1日時点）
で、次の要件を全て満たすかた◉本

住している住宅（1宅地につき1戸。ツーバイ

市の他の付属機関や懇談会などの委員・構成員

フォー、木質パネル構法などの住宅、複数の構

でない◉本市の議員・職員でない◉平日の昼間

法が混ざった住宅を除く）6無料 9申込書

に開 催する会 議（年 1 回 程 度）に出 席できる

（都市計画課で配布）
を直接（先着順で受け付

52人【任期】令和2・3年度 08月3日
（月）
ま

け。募集戸数を超えた場合は、翌年度以降の募

でに応募用紙
（健康都市推進室で配布。ホーム

集分として受け付け）=無料耐震診断で耐震

ページからもダウンロード可）
を直接【謝礼】会

性能不足と診断された住宅は、補強工事費・耐

議への出席1回当たり6,400円【選考方法】書

震シェルター整備費・除却費の一部を補助する

類選考

制度を利用可

募集

令和2年 第3回（6月）

市議会定例会

くらし

6月市議会定例会が6月8日〜7月31日の54日間の会期で開催中です。会期は、新型コロナウ
イルス感染症対策について、国の動きなどに迅速に対応するため、7月末までとしました。6月
26日までの間に、一般会計補正予算や任期満了に伴う農業委員会委員の任命同意案などが上
程され、慎重に審議された結果、原案どおり可決、
同意などされました。

令和2年度 尾張旭市一般会計・水道事業会計を補正

お知らせ

一般会計では歳入歳出予算総額をそれぞれ342億9,663万8千円としました。
歳入の主なものでは、
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を8,100万円、
財政調整
基金繰入金で3億6,000万円追加したほか、
学校給食費受入金で2，
700万円を減額などしました。
歳出の主なものでは、
ひとり親世帯臨時特別給付金事業（国・市）
で1億315万円、放課後児童
対策事業委託料（新型コロナウイルス対策分）で1，332万円、情報化教育環境整備事業・教育
ネットワーク整備事業で3億600万円などを追加しました。

条例の一部改正など

尾張旭市南グランドの冬期夜間開放を実施するための、尾張旭市体育施設の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する議案、尾張市町交通災害共済組合の解散について協議する議案、
防災行政無線デジタル化工事請負契約についての議案などが原案どおり可決されました。

次の１
１人の皆さんを農業委員会委員に任命することに同意されました
（敬称略）

◉加藤清德
（西の野町）◉水野政起
（新居町）
◉水野洋子
（東大久手町）◉若杉滿
（城前町）
◉荒谷弘美
（井田町） ◉飯沼勝則
（南栄町）
◉佐藤庸子
（南原山町） ◉林光寛
（狩宿町）
◉柗 圭子（北山町） ◉松 八壽雄（西の野町）◉森下幸夫（東印場町）

8
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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

市役所保険医療課 国保年金係 ☎76-8151
高齢者医療係 ☎76-8153

精神障害者医療費受給者証などの
有効期間を延長します
子 ど も・子 育 て

国民健康保険高齢受給者証（国保）
・
後期高齢者医療被保険者証
（後期高齢者）
の更新

市役所保険医療課福祉医療係 ☎76-8152
3新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

3前年中の所得などに基づき、自己負担額の区

一定の要件に該当する精神障害者医療費受給

分を見直した新しい受給者証・被保険者証を送

者証などの有効期間を延長します。該当するか

付します。4◉国保／国民健康保険加入者で

たには、有効期間を延長した受給者証を送付し

70〜74歳のかた◉後期高齢者／後期高齢者

ます。

月下旬 =旧受給者証・保険証は、8月以降に市
役所にお越しの際に返却していただくか、細かく
裁断し廃棄をお願いします。

催 し・講 座

医療被保険者証をお持ちのかた【発送時期】7

国民年金保険料 学生納付特例制度
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
3学生で本人の所得が基準以下または失業中

NPO法人ミーネット事務局 ☎052-252-7277

などの場合、申請により保険料の納付が猶予さ
れます
（新型コロナウイルス感染症の影響により
令和2年2月以降に収入が減少したかたは臨時
特例申請に該当する場合あり）
。この制度を利用
することで将来の年金の受給権や事故などによ
り、障がいを負ったときの障害基礎年金の受給

正午、午後1時〜4時
（いずれも受け付けは終了

資格を確保することができます。猶予を受けた

30分前まで）3養成講座を修了したがん体験

期間の保険料は、10年以内に追納することで将

者のピアサポーターによる電話相談 4がん患

来受け取る年金額の計算に含まれます。【申請

者とその家族 6無料
（ただし、通信料は利用者

に必要なもの】◉年金手帳◉学生証
（裏面に有

負担）=事前予約・詳細は、NPO法人ミーネッ

効期限の記載があれば裏面も含む）
の写しまた

ト事務局
（火〜土曜日午前9時30分〜午後5時）

は在学証明書◉印鑑◉来庁者の身分証明書
（家

にご連絡ください。

族が代わりに申請する場合）
◉離職票または雇
用保険受給資格者証
（前年に所得がある場合）
【申請できる期間】4月〜翌年3月
（過去の未納分

お知らせ

☎052 - 684 - 8686

くらし

1毎週火・木曜日と月2回土曜日、午前10時〜

がんサポートほっとライン

募集

がん患者と家族に対する
相談支援事業
「がんサポートほっとライン」

は、申請日前月から2年前まで申請可）

危 険 物 取 扱 者 試 験
と
と

き
こ

8月30日(日)、9月5日(土)

ろ

9月27日(日)

名古屋工学院専門学校(名古屋市熱田区)

種類・手数料

◉甲種6,600円◉乙種第1〜6類各4,600円◉丙種3,700円

申請期間

〔電子〕7月25日
（土）午前9時〜8月3日
（月） 〔電子〕8月22日
（土）
午前9時〜8月31日
（月）
午後5時〔書面〕7月28日
（火）〜8月6日
（木) 午後5時〔書面〕
8月25日
（火）
〜9月3日
（木)

〔電子〕(一財)消防試験研究センターホームページで〔書面〕願書（予防課で配布）
を同セン
へ郵送か直
申 請 方 法 ター愛知県支部（〒460-0001 名古屋市中区三の丸3-2-1県東大手庁舎6階）
接（土・日曜日を除く午前9時〜午後5時）
問い合わせ先／消防本部予防課危険物係 ☎51-0379
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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9

つないで散歩し、ふんは必ず持ち帰る◉バイク

なくそう迷惑駐車
子 ど も・子 育 て

市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128
3路上駐車などの迷惑駐車は、通行を妨げるだ
けでなく、交通事故の原因や、救急・消火活動の
妨げにもなります。迷惑駐車を見かけたかたは、

の乗り入れはしない

アライグマにご注意を
市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

催 し・講 座

守山警察署(☎052-798-0110)またはお近くの

3市内でアライグマの目撃情報が寄せられて

交番へご連絡ください。
【駐車禁止の区域】
◉駐

います。病気感染やけがの危険がありますので、

停車禁止の標識や表示がある◉駐車場などの

触ったり、刺激を与えたりしないようにしてくだ

出入口から3メートル以内◉交差点とその端か

さい。また、捕獲箱を無償で貸し出しますので、

ら5メートル以内◉道路の曲がり角から5メート

ご連絡ください。

ル以内◉横断歩道の前後5メートル以内など

みんなの公園
マナーを守って利用しましょう
募集

市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161

地域ねこ活動にご理解・ご協力を
市役所環境課環境保全係 ☎76-8136
3地域の中で野良猫を適正に管理する
「地域ね
こ活動」
が、ボランティアの皆さんにより進めら

3公園の外にボールが飛び出す、公園を独占使

れています。地域ねこ活動へのご理解とご協力

用するなど、近所のかたや他の利用者の迷惑と

をお願いします。【活動内容】◉避妊・去勢手術

なるケースが頻繁に見受けられます。誰もが気

による繁殖の抑制◉トイレのしつけ◉食べ残し

持ち良く利用できるようルールを守りましょう。

の清掃など

【利用のルール】◉ボールが公園の外に飛び出
くらし

したり、他の利用者の迷惑にならないようにした
りする◉火気は使用しない◉近所の迷惑となる
ような遊びはしない◉遊具や広場は譲り合って

道路通行の安全確保にご協力を
市役所土木管理課管理係 ☎76-8164

使う◉ゴミは持ち帰る◉遊具、ベンチ、
トイレな

3自宅などの樹木の枝や葉が道路に飛び出し

どを壊したり、落書きをしたりしない◉ペットは

ていると、歩道が狭くなる、カーブミラーが見え

お知らせ

走るのが好きな人、
集まれ♪

愛知県市町村対抗駅伝競走大会

市代表選手候補者募集中
と き
コ ー ス

12月5日
（土）
（雨天決行）
愛・地球博記念公園 周回コース

大会当日は
東海テレビで
放送予定

区間・代表選手数 9区間・18人（各区間の補欠選手1人含む）
募集区間
その他

小学生男子・女子（1.1km）、
中学生男子（3.2km）、
中学生女子（2.8km）、
ジュニア男子
（4.7km）、
ジュニア女子（3.9km）、一般男子（4.8km）、一般女子（3.2km）、40歳以上
（男女不問・3.9km）
◉ジュニア／平成14年4月2日〜17年4月1日生まれ◉一般／平成
14年4月1日以前生まれ◉40歳以上／昭和55年12月5日以前生まれ
応募資格や応募方法など、詳細はホームページをご覧ください
応募・問い合わせ先／市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183
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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

にくくなるなど、安全な通行ができなくなる場合

お願いします。なお、調査された内容は目的外に

があります。また、側溝の上に植木鉢や段差解消

使用されることはありません。

せんてい

場合があります。樹木は定期的に剪定し、道路
上には物を置かないなど、利用者が安全・快適に
通行できるようご協力をお願いします。

雑草の刈り取り
市役所環境課環境保全係 ☎76-8136
3空き地 の 雑 草は
放置しておくと害虫

農地基本台帳の提出を

の発生や火災、不法
投棄の原因となり、

3農地法第52条に基づき、8月1日現在の農地

生活環境を脅かす要因にもなります。土地所有

保有・利用状況や賃借などの動向を確認するた

者は空き地周辺にお住まいのかたに迷惑が掛か

め、農地基本台帳の用紙を7月下旬に配布しま

らないよう、早めに雑草を刈り取ってください。

す。農家資格の証明などの参考資料になります

草刈機の貸し出し

ので、該当する農家のかたは8月14日
（金）
まで

4市内の雑草を刈り取るかた【貸出日】平日の

に必ず提出してください。

午前8時30分〜午後5時15分【貸出期間】貸出

水道メーターの取り替え作業に
ご協力を
市役所上水道課経営係 ☎76-8168
3有効期間満了を迎える水道メーターは取り替

61台300円 9申請書
（環境課で配布）
を直接

敬老肖像写真を贈呈します
市社会福祉協議会 ☎54-4540
4市内在住で自宅での写真撮影が可能な次の

する業者
（腕章着用）
が取り替えに伺います。費

いずれかに該当するかた①昭和5年生まれ
（今年

用はかかりません。作業の予定日
（7月下旬〜11

満90歳）
②2人とも80歳以上で、どちらかが昭

月中旬）
や業者名は事前にはがきでお知らせし、

和15年生まれ
（今年満80歳）の夫婦【写真内

支障のないよう敷地内で断水の上作業します

容】
カラー、アルミ製額入りで①四つ切りサイズ

が、次の点にご協力ください◉メーターボックス

（25.4㎝×30.5㎝）②半切サイズ（35.6㎝×
43.2㎝）【贈呈方法】8月中旬に自宅で撮影し、

ターボックスから離してつないでおく

敬老の日までにお届け 6無料 97月27日
（月）
までに電話か直接
（土・日曜日、祝日を除く午
前8時30分〜午後5時）=赤い羽根共同募金
の配分金で実施する事業です。

県統計課 ☎052-954-6104
3家計調査は、毎月、総務省統計局が都道府県
を通じて行っている調査です。この調査は、私た
ちの暮らし向きを家計の面から捉えるもので、一
定の統計上の抽出方法に基づき選定した世帯
に家計簿をつけていただき、その集計結果は経
済政策や社会政策の基礎資料、経済動向あるい
は景気動向をみる一つの指標として活用されま
す。調査員がお宅にお伺いしたときはご協力を
9申し込み・申請方法

0応募方法

-公開抽選

児 童 館 からのお知らせ
児童館は開館していますが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、
行事は全て中止してい
ます。
行事再開については、
児童館だよりやホーム
ページでお知らせします。
子育て応援メールでも児童館の
情報を配信しています
（右記二次元
コードから登録可）
。

=その他
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お知らせ

の上には、物や車を置かない◉飼い犬は、メー

くらし

えが必要です。該当する家庭などに、市が委託

家計調査にご協力を

募集

日を含め4日間【貸出台数】1人1台（先着順）

催 し・講 座

市役所産業課農政係 ☎76-8133

8講師

子 ど も・子 育 て

プレートなどを置くと通行や集水の妨げとなる

