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/
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座などに参加する際は、
マスクの着用にご協力ください。

子 ど も・子 育 て

後 1 時（祝・休 日 、実 施 施 設 の 休 診 日を除く）

ファミリーサポートセンター
会員登録

51日6人 61日2,000円【利用方法】事前登
録
（登録申請書は保育課と実施施設で配布。市

保健福祉センター内
ファミリーサポートセンター ☎51‐5571

ホームページからもダウンロード可）
と利用希望

3
「ファミリーサポート」
は、子育て中のかたが、

日の前日に予約が必要

仕事や急な用事で子どもの世話ができない時に
援助会員が有償で子育ての手助けをしてくれる
仕組みです。登録方法など、詳細はホームペー
ジをご覧いただくかお問い合わせください(土・

文 化・ス ポ ー ツ

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間
名古屋法務局相談専用電話
70120-007-110

日曜日、祝・休日を除く午前9時〜午後4時)

18月28日(金)〜9月3日(木)午前8時30分〜
午後7時
（8月29日、30日は午前10時〜午後5

病児・病後児保育

時）3いじめ・虐待など、子どもの人権に関わ
る悩みごと、心配ごとなどの相談に応じます。相

4市内在住の生後2カ月〜小学3年生の児童

談内容の秘密は固く守られますので、ひとりで悩

【利用条件】次の2つの要件を満たす場合◉病気

まず、気軽に相談してください。【相談方法】電

または病気回復期のため、集団生活ができない

話か、下記二次元コードから、LINE公式アカウン

児童で、病児・病後児保育が可能と医師が認め

ト
「SNS人権相談」
を友達登録し、
メッセージで相

た◉保護者が勤務、疾病、入院、介護、冠婚葬祭

談内容を送信

などのやむを得ない事由で、家庭での保育が困
児保育室【利用時間】◉月〜金曜日／午前8時
30分〜午後5時◉土曜日／午前8時30分〜午

募集

LINEじんけん相談
＠名古屋法務局
＠snsjinkensoudan

難である【実施施設】あらかわ医院 病児・病後

一人で悩まず、まずはご相談を

催 し・講 座

市役所保育課保育係 ☎76-8147
あらかわ医院（実施施設）☎53-9666

認知症家族支援プログラム

午後1時〜4時

と

こ

ろ 中央公民館 207会議室

対

象

毎回出席できるかた
者 市内在住の初期〜中期の認知症のかたを介護している家族で、

定

員 15人（介護状況などを考慮）

費

お知らせ

9月 23日
（水）作ろうネットワーク
（相談交流会）
10月 7日
（水）認知症の基本的な知識
10月28日
（水）サービスのいろいろ(介護保険など)
と き・内 容
11月18日
（水）介護の仕方と介護者の心
12月 2日
（水）認知症のかたへのリハビリ
12月23日
（水）医師との関わり方・薬について

くらし

認知症の家族を介護されているかたのための講座です。
知識の習得・仲間づくり・個別相談など、
ご家族に合わせたサポートを行います。

用 無料

申し込 み 方 法 9月16日
（水）
までに電話か直接（土・日曜日を除く午前8時30分〜午後5時15分）
申し込み・問い合わせ先／保健福祉センター内地域包括支援センター ☎55-0654

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8月15日号〉

7

指導士 田中祐子さん 98月17日
（月）
〜9月8

すくすく子育て講座

日
（火）
に電話で
（土・日曜日を除く午前9時〜午後

子 ど も・子 育 て

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

4時）=◉今年度3回開催予定。各回申し込み

親子で楽しく音あそび

が必要◉動きやすい服装でお越しください

19月7日
（月）
①午前10時〜10時40分②午前
11時〜11時40分 2保健福祉センター 3階
3歌や楽器に触れ、親子で音を楽しむ 4市内
在住の平成30年7月〜31年1月生まれの子と保

文 化・ス ポ ー ツ

護者 5各先着10組 8音楽療法士 滝上美水

にこにこ講座
子どもを伸ばす感覚遊び
〜音を通しての関わり〜

催 し・講 座

さん 98月17日
（月）〜9月4日
（金）
に電話で

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

(土・日曜日を除く午前9時〜午後4時）=①②は

19月28日
（月）午前10時30分〜11時30分

同内容。申し込みはいずれか

2保健福祉センター 4階 3感覚を刺激し、子

アラフォーママの会

どもの成長や発達を促す関わり方を学ぶ 4市

19月10日
（木）
午前10時〜11時30分 2保健

内在住・在勤・在学の乳幼児（3歳頃まで）
と保

福祉センター 4階 3セルフケア
「心と体のリフ

護者 5先着20組 6無料 8リーデレミュー

レッシュ」4市内在住の◉38歳以上で第1子を

ジックセラピーラボ 音楽療法士 野田麻衣さん

出産し、現在未就園の子を持つ母
（子の参加可）

98月18日
（火）
〜9月4日
（金）
に電話か直接
（土・

◉38歳以上で第1子を出産予定の妊婦 8産後

日曜日を除く午前8時30分〜午後5時15分）

育児休業代替職員名簿に登録しませんか
職員が育児休業を取得した際に、
その職員の代替として働いてくださるかたを募集します。
募集

職種など
職

種 登録予定
人
数

受 験 資 格
実務経験など

学歴

その他

くらし

◉公的機関または民間企業などでの職務
経験が3年以上ある
大学、
短大、
事務職 3人程度
専門学校、 ◉パソコン操作（ワード・エクセルなど）が
できる
高等学校
など
保育士資格取得者で、保育園または幼稚
保育士 5人程度
園での実務経験が3年以上ある

障害者手帳など（身体障害者
手帳、療育手帳（愛護手帳）、精
神障害者福祉手帳）をお持ち
のかたも受験可

試験期日・採用時期など
（月）
まで
（消印有効） 試 験 期 日 9月9日
受 付 期 間 8月24日
（水）
採 用 時 期 令和2年11月1日以降の育児休業代替職員が必要となるとき
お知らせ

（名簿登録期間中は更新の場合あり）
任 用 期 間 1〜3年間
採用までの流れ
そ

の

他

1

採用試験

2

合格者は採用候
補者名簿に登録
（5年間）

3

育児休業代替職員が必要となった
際、名簿から試験の得点が高い順
に採用

応募書類など、詳細は募集要項（人事課で配布。
ホームページからもダウンロード可）
をご覧ください
応募・問い合わせ先／市役所人事課人事研修係 ☎76-8102

8

広報 おわりあさひ〈令和2年8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

吉賀池湿地 秋の一般公開

総合体育館 ☎54-2733

市役所産業課農政係 ☎76-8133

19月16日
（水）
午前10時〜正午 2総合体育

1◉9月5日
（土）
、6

館 3ポールの使い方、歩き方を学び、維摩池

日
（日）午前9時〜正

方面へ約4 ㎞ のウォーキング 4成人のかた

午◉9月10日
（木）
午

5先着20人 6250円
（保険・ポールレンタル

後2時〜5時
（いずれ

料含む）8日本ノルディックウォーキング協会

も雨 天 中 止 ） 2吉

公認指導員 榊原秀夫さん 98月15日
（土）
か

賀池湿地（旭ケ丘運

ら電話か直接
（午前9時〜午後8時30分。初日の

動広場内に臨時駐車場あり）3シラタマホシク

み10時から）=◉雨天中止◉キャンセルの場

サや午後のみ花を咲かせるミズオトギリなど、秋

合、費用の返却不可◉詳細は尾張旭市体育施設

の湿地植物の公開 6無料 =◉申し込み不

ホームページをご覧ください

要。動きやすい服装・靴で会場へ直接お越しくだ

子 ど も・子 育 て

ノルディックウォーキング教室

文 化・ス ポ ー ツ

シラタマホシクサ

さい◉公開日の会場案内・受け付けなどのボラ
ンティアを随時募集しています。興味のあるかた

夜景茶会

催 し・講 座

はお問い合わせください

スカイワードあさひ ☎52-1850

創業セミナー
市役所産業課商工係 ☎76-8132
19月29日〜10月27日
（火曜日・5回）
午後1時
30分〜4時30分 2市商工会館 3創業者の
2スカイワードあさひ 展望室 3真夏の夜の

基礎知識を学ぶ 4次のいずれかの要件を満た

ひとときに、おいしい紅茶を飲みながら360度の

すかた◉創業5年未満◉創業の予定や関心があ

夜景を楽しむ 6無料 =◉各日先着100人に

る 5 先 着 2 0 人（ 市 内 在 住 の か たを 優 先 ）

日替わりでアイスティー（①ディンブラティー

6 無 料 8 中 小 企 業 診 断 士 寺 田 久 美さん

②アッサムティー）
を提供◉雨天決行◉申し込み

9申込書
（産業課で配布。ホームページからも

不要。会場へ直接お越しください

ダウンロード可）
を直接

くらし

体験談を聞き、創業に向けての心構えや考え方、

募集

1①8月22日
（土）②23日
（日）午後7時〜9時

冬もナイター！

南グランド・旭中学校運動場の冬期夜間開放を始めます

南 グ ラ ン ド

午前7時〜午後9時（日曜日は午後5時まで。年末年始を除く）

旭中学校運動場

午後7時〜9時（日曜・祝日・年末年始を除く）

お知らせ

11月2日（月）から南グランドと旭中学校運動場が冬期（11月〜3月）の夜間も使用できるようになり
ます。

11月分の抽選申し込みは、
9月1日
（火）
から受け付けを開始します。
申し込み・問い合わせ先／市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183

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8月15日号〉
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子 ど も・子 育 て

森林公園の催し

⑥自然ウォッチング〜蝉時雨の中で〜

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

観察指導員の解説付きで植物・虫・野鳥などを観

19月11日
（金）
午前9時30分〜正午 3自然
察 6無料
共通事項

①大人の自然塾

文 化・ス ポ ー ツ

110月1日〜令和3年3月4日
（木曜日・6回）
午

【集合場所】植物園内①展示館会議室②〜⑥展

前10時〜午後3時 3体験しながら自然の仕組

示館前 6各費用のほかに植物園入園料
（大人

みを学ぶ 65,100円 98月16日
（日）
〜31日

220円、中学生以下無料）
が必要 =◉①以外

（月）に❶氏名❷住所❸電話番号❹ 生年月日

は申し込み不要。集合場所へ直接お越しくださ
い◉雨天決行

❺年齢を記入し、往復はがき、ファクス、
メールで
②なるほど森歩き〜森の虫と湿地の花〜

成人大学講座 音楽教養

18月15日
（土）
午前10時〜正午 3樹液に集
まる虫や、湿地の貴重な花の観察 6無料

催 し・講 座
募集

③道草ウォーキング

中央公民館内生涯学習課公民館係
☎54-5300

18月19日
（水）
午前10時〜正午 3季節の花

19月28日〜12月21日
（月曜日・4

や虫、鳥などを観察しながら植物園をウォーキン

回）
午前10時〜11時30分 2中央公

グ 6無料

民館 3クラシックピアノ名曲ア・ラ・

④野の花めぐり〜ナンバンギセル・夏の湿地の花〜

カルト〜楽器の変換とともに〜 4成人のかた

18月26日
（水）
午前10時〜正午 3野に咲く

520人 61,500円（初回持参）8名古屋

花たちをたずねる 6無料

女子大学短期大学部非常勤講師 ピアニスト 堀

⑤森でフィットネス

夏紀さん 99月1日
（火）
〜8日
（火）
に直接
（土・日

19月2日
（水）
午前10時〜正午 3森林浴をし

曜日を除く午前9時〜午後5時）
か上記二次元

ながら軽い全身運動を楽しむ 6100円 7タ

コードで。=定員を超えた場合は抽選。定員に

オル、敷物

達しない場合は申込期間後先着順で受け付け

スポーツ推進委員と一緒に新しいスポーツに挑戦♪

コーディネーショントレーニング、
カローリングなどのニュースポーツ
を体験してみませんか。

くらし

ニュースポーツ 体 験会
とき
（各日午前10時〜11時30分）

ところ
（各小学校の体育館）

申込期間

本地原小

8月13日
（木）〜9月10日
（木）

11月 8日（日）

旭小

10月8日
（木）〜11月5日
（木）

12月 13日（日）

瑞鳳小

11月13日
（金）〜12月10日
（木）

令和3年 1月 17日（日）

渋川小

12月17日
（木）〜令和3年1月14日
（木）

2月 14日（日）

白鳳小

令和3年1月14日
（木）〜2月10日
（水）

9月 13日（日）

お知らせ

定員

各先着30人
ファクス、
メールで①氏名・ふりがな
申し込み 電話、
方法
（同伴者含む）
②住所③電話番号を連絡か直接

費用 無料
カローリング

その他

◉未就学児は保護者同伴
◉同伴者も申し込みが必要です
◉活動中の事故やけがの責任は負いません

申し込み・問い合わせ先／ 市役所文化スポーツ課体育係 ☎76-8183
FAX.53-0401、
*taiku@city.owariasahi.lg.jp

10 広報 おわりあさひ〈令和2年8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

精神科医師による精神一般相談

自衛隊瀬戸地域事務所 ☎83-3181

瀬戸保健所健康支援課 ☎82-2158

【種目】防衛大学校学生（①推薦・総

19月9日
（水）◉午後2時から◉午後3時から

合選抜②一般）
③防衛医科大学校医

2瀬戸保健所
（瀬戸市見付町）3精神科医師に

学科学生④防衛医科大学校看護学

よる個別相談 6無料 9開催日の1週間前まで

科学生
（自衛官候補看護学生）
⑤航空学生
（海上

に電話で
（土・日曜日を除く午前9時〜午後5時）

子 ど も・子 育 て

自衛官を募集します

要員・航空要員）
⑥一般曹候補生⑦自衛官候補
月22日
（木）
まで③10月7日
（水）
まで④10月1日
（木）
まで⑤⑥9月10日
（木）
まで⑦通年 =詳細

弁護士による多重債務無料相談会
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

は自衛隊愛知地方協力本部ホームページ
（上記

19月30日
（水）
午前9時〜正午、午後1時〜4時

二次元コードからアクセス）
をご覧いただくかお

30分 2市役所 市民相談室1 4国保税の納

問い合わせください。

付が滞っているかた 5先着13人 9前日まで

文 化・ス ポ ー ツ

生【受付期間】①9月5日
（土）
〜11日
（金）
②10

に電話か直接 =相談時間は1人30分

市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151

災害時に備えたストマ用装具の保管

31日
（月）
です。新しい保険証を8月中に送付し

3災害時に住居が被災して、自己所有のストマ

ます。届き次第、加入者の住所、氏名などを確認

用装具の持ち出しができなくなる場合に備えて、

してください。なお、古い保険証は市役所へお越

保健福祉センター
（災害時の福祉避難所）
で、スト

しの際に返却していただくか、細かく裁断するな

マ用装具
（1週間程度の使用量）
を一時的に保管

どして廃棄してください。また、転居などで8月

できます。4市内に住所があり、ストマ用装具を

中に届かないかたは連絡してください。

使用している身体障害者手帳をお持ちのかた

市議会定例会

くらし

令和2年 第3回（6月）

募集

3現在使用している保険証の有効期限は8月

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

催 し・講 座

国民健康保険被保険者証の更新

7月28日に本会議を開催。一般会計補正予算が上程され、慎重に審議された結果、原案どおり
可決されました。

令和2年度 尾張旭市一般会計を補正

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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お知らせ

一般会計では歳入歳出それぞれ2億7,677万5千円を追加し、総額を345億7,341万3千円としま
した。
歳入の主なものでは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を2億5,740万円追加し
ました。
歳出の主なものでは、
出産特別給付金給付事業で6,534万円、高齢者インフルエンザ予防接種費用
の無償化で2,700万円、感染症対応救急車の購入で3,507万3千円、公共施設などにおける感染防止
対策経費で3,420万円などを追加しました。

きょうじん

◉ホームページでも閲覧可

尾張旭市国土強靭化地域計画を
策定しました
子 ど も・子 育 て

荒天時のごみ収集

市役所企画課企画係 ☎76-8104

環境事業センター ☎52-8000

3大規模自然災害が起きても機能不全に陥ら

文 化・ス ポ ー ツ

ず、いつまでも元気であり続ける
「強靱な地域」

3台風、大雨、強風などの荒天時も原則ごみ

をつくるため、地域の強靭化に関して本市が有

収集は行います。ただし、天候や道路状況によ

するさまざまな分野の指針となる計画を策定し

り、収集時間や、かん・びんかごの配置時間を

ました。【計画期間】令和2年7月〜令和6年3月

変更することがあります。また、荒天時のごみ

【閲覧場所】◉市役所市政資料コーナー、スカイ

出しは転倒や飛散物との衝突などにより、け

ワードあさひ、東部市民センター、渋川福祉セン

がや事故の恐れがあるため十分にご注意くだ

ター、新池交流館ふらっと、図書館、各公民館

さい。

もっと安 心して使える駐 車 場に
催 し・講 座

市役所障がい者用駐車場屋根等
設置工事のお知らせ

募集

工事期間中は、障がい者用
駐車場、駐輪場およびロータリ
ーなど、利用を制限します。障
がい者用駐車場は、臨時で庁
舎南側駐車場内に設けますの
でご利用ください。
工事期間

※完成イメージ

工事範囲

尾張旭駅

くらし

9月中旬〜令和3年
1月下旬（予定）

市役所

お知らせ

工事期間中は
案内板や交通
誘導員に従って
ください。
ご理 解・ご協 力
をお願いします。

駐車場

問い合わせ先／市役所財産経営課施設係 ☎76-8115
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