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、年末年始を除く午前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
催 し・講 座
募集

すくすく子育て講座

Let's 産後ケア

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

保健福祉センター内子育て支援センター
☎52-3132

①人形劇 どんどこももんちゃん

11月14日
（木）午前10時〜11時 2保健福

112月11日
（金）
◉午前10時30分から◉午前

祉センター 4階 3親子でエクササイズを行

11時10分から 3人形劇団
「むすび座」
による

い、産後の正しいケアを学ぶ 4市内在住の令

楽しい人形劇【申込期間】12月1日
（火）
〜10

和2年7〜11月生まれの子と母 5先着30人

日
（木）

7お子さん用の敷物（バスタオル可）、飲み物

②クリスマスコンサート

8体力メンテナンス協会産後指導士 田中祐

112月17日
（木）
◉午前10時から◉午前10時

子さん 912月1日
（火）
〜1月13日
（水）
に電話

45分から 3雪の聖母アンサンブルによる親し

で
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時〜

みのある曲の鑑賞など、親子で楽しめるコン

午後4時）=◉動きやすい服装でお越しくだ

サート【申込期間】12月3日
（木）
〜16日
（水）

さい◉新型コロナウイルス感染症拡大防止の

共通事項

ため、対象者以外の同席についてはご相談くだ

2保健福祉センター 4階 4市内在住の令和

さい

元年5月以降生まれの未就学児と保護者 5各
回先着40人 9各申込期間に電話で
（土・日曜
日を除く午前9時〜午後4時。申し込みは①②の
いずれか）

就園、就学を控えたお子さんを
お持ちのかたへ
ファミリーサポートへのご登録を
保健福祉センター内ファミリーサポートセンター
☎51-5571

くらし

小・中学校書写展
市役所教育行政課学校指導係 ☎76-8174

3「ファミリーサポート」
とは、子育て中のかた
が、仕事や急な用事でこどもの世話ができない

お知らせ

112月12日
（土）
〜18日
（金）
午前9時〜午後5

時に援助会員が有償で子育ての手助けをしてく

時（最終日は3時まで）2スカイワードあさひ

れる仕組みです。就園、就学を控え、ファミリーサ

ギャラリーあさひ 3小学3年〜中学1年生の書

ポートでの支援が必要な場合はお早めにご相談

写作品の展示

ください。会員登録方法など、詳細はホームペー

令和3年度から子ども会への新たな支援を行います

尾張旭市子ども会連絡協議会（市子連）
は、令和3年3月31日をもって事業を終了することになりました。
今後は、市内の子ども会がそれぞれの地域で継続的に活動できるよう、市で子ども会活動への新たな支援
を行っていきます。
◉市民活動保険の適用
（自己負担なし）
◉一定の公共施設使用料の減免適用
支援内容（予定）
◉市主催のお楽しみイベント開催
対 象 こども 会

現在の市子連への加入・未加入に関わらず、
全ての地
域子ども会
（事前に登録が必要）

そ

詳細は広報おわりあさひ2月1日号でお知らせします

の

他

問い合わせ先／市役所こども課こども係 ☎76-8146

8

広報 おわりあさひ〈令和2年12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

原丘美さん、修文大学健康栄養学部管理栄養学

ご覧いただくかお問い合わせくださ

科講師 小島真由美さん 9電話か直接
（土・日

い
（土・日曜日、祝・休日、年末年始を

曜日、祝・休日、年末年始を除く午前8時30分〜

除く午前9時〜午後4時）
。

午後5時15分）

「愛のひと声運動」を実施します

投票立会人を募集します
市選挙管理委員会（市役所総務課内）
☎76-8111

112月20日
（日）
〜1月10日
（日）3市青少年

3投票日に各投票所で投票事務が公正・適正に

健全育成推進会議と少年センターでは、地域ぐ

行われるよう立ち会うかた 4市内在住で申込

るみで青少年の健全育成や非行防止を目指した

時に18〜39歳のかた【立会時間】選挙期日の

「愛のひと声運動」
を実施します。子どもたちを温

午前7時〜午後1時30分か午後1時30分〜8時

かく見守るとともに危険な遊びをしている子ども

のいずれか【従事場所】市内各投票所 9申込

がいたら注意する
「愛のひと声」
や合言葉である

書（総務課で配布。ホームページからもダウン

「あさひの子 地域みんなで 育てましょう」
の横断

催 し・講 座

中央公民館内少年センター ☎76-8129

子 ど も・子 育 て

ジ
（右記二次元コードからアクセス）
を

ロード可）
を直接【報酬】
日額6,450円

幕・ポスターを公共施設に掲示します。

渋川福祉センター内市民活動支援センター
☎51-2878

募集

「尾張旭のボランティア・市民活動」
紹介展示

尾張旭まちづくり応援寄附金
返礼品提供事業者を募集します
市役所行政経営課財政係 ☎76-8113
3尾張旭まちづくり応援寄附金の返礼品を提供
いただき、お店をＰＲしながら市を一緒に盛り上げ

〜1月4日
（月）2①市役所ロビー②イトーヨー

る事業者を募集しています。4市観光協会また

カドー尾張旭店 あさぴー・ハトソンくん出会い

は市商工会に原則会員登録し、代表者などが暴

の広場 3市民活動講座
「スクラップブッキング

力団の構成員などでない事業者 9電話か直接

でＰＲポスターをつくろう」
に参加した団体の手作

=返礼品には、総務省の地場産品基準やその他

りＰＲポスターをはじめ、尾張旭で活動するさま

の適合要件があります。

くらし

1①12月7日
（月）
〜18日
（金）
②12月23日
（水）

ざまな分野のボランティアや市民活動が分かる

クッキングボランティア講座
〜家事場のちから〜
市社会福祉協議会 ☎54-4540

8講師

学生・女性も活躍！
市消防団員を募集しています
消防本部消防総務課人事教養係 ☎51-0861
3地域の安全
を 守 るた め に

11月15日
（金）
、25日
（月）
、2月1日
（月）
いずれ

必 要な消 防 団

も午前10時〜正午 2保健福祉センター 201・

員を 募 集して

202会議室・クッキングルーム 3◉食事を通じ

います。日頃は

て高齢者同士の交流や見守りに取り組むクッキ

災 害 に 備えて

ングボランティアを養成◉講義「日本食とお弁

訓練に励み、災

当」
◉グループ活動
「3・1・2弁当箱法」
、
「献立作

害が発生したときには消火活動などを行います。

成」
◉調理実習 5先着15人 6無料 8名古

社会人はもちろん、学生や女性も消防団の一員

屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科教授 塚

として楽しく活動しています。9電話で

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12月1日号〉 9

お知らせ

展示

4月入校 障害者職業訓練生を
募集します
子 ど も・子 育 て

ハローワーク瀬戸 ☎82-5123
愛知障害者職業能力開発校 ☎0533-93-2102

国民年金高齢任意加入制度
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
3国民年金の加入期間
（20〜59歳）
を超えても

【コース】①ＩＴスキル科②ＯＡビジネス科③ＣＡ

60〜64歳の5年間に本人の希望で加入できる

Ｄ設計科④総合実務科（知的障がい者）⑤ワー

制度（申し出た月からの加入）【保険料】月額

クサポート科（精神障がい者、発達障がい者）

16,540円
（令和2年度分）【加入のメリット】年

催 し・講 座

【応募期間】1月4日
（月）
〜2月26日
（金）【選考

金の加入が遅れたかたや、過去に未納期間が

日】①〜③⑤3月12日
（金）④3月7日
（日）【選

あったかたは受け取る年金を満額に近づけるこ

考方法】筆記試験、面接 =応募方法など、詳細

とができます。=◉昭和40年4月1日以前生ま

はお問い合わせください。

れで、65歳まで任意加入をしても受給資格期間
が不足するかたは最高70歳まで加入可◉未納・

自衛官候補生を募集しています
自衛隊瀬戸地域事務所 ☎83-3181
【受験資格】18歳以上33歳未満のか

募集

た【受付期間】通年 =応募方法など、詳細は同
事務所ホームページ
（上記二次元コードからアク
セス）
で確認かお問い合わせください。

くらし

12月4日〜10日は人権週間
人権こまりごと相談
市役所市民活動課男女共同参画係 ☎76-8125

未加入期間は日本年金機構瀬戸年金事務所
（☎
83-9045）
にご確認ください。

年金生活者支援給付金の
請求手続きはお済みですか
給付金専用ダイヤル ☎0570-05-4092
（050で始まる電話の場合は☎03-5539-2216）
日本年金機構瀬戸年金事務所 ☎83-9044
市役所保険医療課国保年金係 ☎76-8151
3年金を含めても所得が一定基準額以下のか
たの生活を支援するために、年金に上乗せして
支給されます。
【請求方法】
◉新たに年金受給者

お知らせ

1原則毎月第2火曜日午前10時〜正午、第4

の対象となるかた／10月ごろに日本年金機構か

火曜日午後1時〜3時 2市役所 市民相談室

ら届いた請求手続きのご案内に同封のはがき

3いじめ、体罰、差別や偏見による問題など、人

（年金生活者支援給付金請求書）
に必要事項を記

権に関わるさまざまな問題や悩みごとの相談に

入し、令和3年2月1日
（月）
（必着）
までに日本年金

人権擁護委員が応じます
（秘密厳守）
。6無料

機構へ提出
（期日までに提出しなかった場合は、

本市の人権擁護委員
（敬称略）

令和3年3月分以降から給付）
◉既に給付金を受

三浦庄三、七里信夫、水野みち代、平松奈美子、

給し、引き続き要件に該当するかた／手続き不要

浅見直樹、清水智枝美、加藤雄二、松井潤子、

=申告内容に変更があった場合など、詳細はお

寺田誠

問い合わせください。

令和3年4月1日から ごみ処理施設の使用料を改定します
晴丘センターにごみを持ち込んだ際の施設使用料を下記のとおり改定します。少量のごみは市の
収集などを利用するか、
できるだけまとめて持ち込むなどのご協力をお願いします。
改定使用料

一律1,000円
（50kgまで。50kgを超える場合は10kg当たり200円を加算）
問い合わせ先／尾張東部衛生組合（晴丘センター）☎54-1643

10 広報 おわりあさひ〈令和2年12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

2瀬戸保健所
（瀬戸市見付町）3精神科医師

事業主の皆さんへ
市・県民税（個人住民税）は
特別徴収で納めましょう

による個別相談 6無料 9開催日の1週間前
9時〜午後5時）

◉制度について
県個人住民税特別徴収推進協議会
☎052-954-6050
◉手続きについて
市役所税務課市民税係 ☎76-8117

12月3日〜9日は障がい者週間

3市・県民税
（個人住民税）
の特別徴収は、納税

市役所福祉課障がい福祉係 ☎76-8142
3障がい者の福祉について広く関心と理解を深

事業所が毎月の給与から天引きし、市に納入す

めるとともに、障がい者が社会、経済、文化など

る制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業

あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を

主は、地方税法により、個人住民税を特別徴収す

高めるため、さまざまな行事が行われます。関連

ることが義務付けられています。特別徴収を実施

行事は、内閣府ホームページをご覧ください。

催 し・講 座

義務者である給与所得者
（従業員）
に代わって、

子 ど も・子 育 て

までに電話で
（土・日曜日、年末年始を除く午前

していない事業所は、市・県民税の特別徴収にご
協力ください。【特別徴収のメリット】◉市が税
額計算を行い、事業所へ通知するため、事業所で
するため、従業員の1回当たりの負担が軽くなる

歳 末たすけあい募 金に
ご 協力お 願 いします

募集

個別の税額計算は不要◉年12回に分けて納税
◉従業員が納税のために金融機関に出向くなど
の手間を省くことができる

瀬戸保健所健康支援課 ☎82-2158
11月13日
（水）
◉午後2時から◉午後3時から

12月1日
（火）
〜31日
（木）
市共同募金委員会（市社会福祉協議会内）
☎54-4540

市では、高齢者の運転免許証自主返納を支援するため、
自主返納した際に交通安全
グッズや優待券などを進呈しており、新たに自転車用ヘルメットの進呈を始めます。
内容

運転免許証を自主返納した70歳以上のかたに次のいずれかを進呈
◉自転車用ヘルメット◉交通安全グッズ◉尾張あさひ苑優待券（1,000円分）
◉市営バス回数券（1冊11枚つづり）

手続きの流れ

①有効期限内の運転免許証を最寄りの警察署（土・日曜日、祝・休日を除く午前
9時〜11時、午後1時〜3時）
か尾張旭幹部交番（祝・休日を除く毎週水曜日午
前10時〜正午）
で返納
②手続き後60日以内に身分証明書と①で交付される
「申請による運転免許の
取消通知書」
を持参の上、市民活動課で申請

その他

県警察では、
「高齢者交通安全サポート制度」
があり、運転経歴証明書を提示す
ることで割引などの特典を受けることができます。詳細は県警察ホームページを
ご覧ください
問い合わせ先／市役所市民活動課交通防犯係 ☎76-8128

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12月1日号〉 11

お知らせ

運転免許証を自主返納された高齢者のかたに
自転車用ヘルメットの進呈を始めます

くらし

精神科医師による精神一般相談

子 ど も・子 育 て

パソコン・スマホからの
問い合わせにAIがお答えします

消費する予定がない食品などの
寄付にご協力をお願いします

市役所情報課情報推進係 ☎76-8107

市社会福祉協議会 ☎54-4540

324時間365日お問い合わせに対

3家庭や企業で品質

応できるようＡＩ
（人工知能）
を活用し

に問題がないにも関

た問い合わせ対応サービスの利用を

わらず破棄されてしま

開始しました。ホームページまたは上記二次元

う食品を持ち寄り、そ

コードからご利用ください。

れを必要とするかたに

催 し・講 座

フードバンクを通じて
寄付します。食事に不自由しているかたの支援と

路上広告物パトロール
市役所都市計画課都市政策係 ☎76-8156
市役所土木管理課管理係 ☎76-8164

ともに食品ロスの削減にも貢献します。
食品の受け付け

募集
くらし

112月10日
（木）
午前9時30分〜正午
（雨天な

1①12月14日(月)〜18日(金)午前8時30分〜

どの場合は翌日）3立看板、広告旗
（のぼり旗）

午後5時②12月14日
（月）
〜19日
（土）
午前9時〜

などの屋外広告物を道路や歩道に置いたり、街

午後4時 2①保健福祉センター内社会福祉協

路樹やガードレールに取り付けたりすることは原

議会②環境事業センター【受け付け可能な食

則禁止されています。ルール違反の広告物があ

品】
お米、缶詰、
レトルト食品、乾物、お菓子、調味

ると、まちの景観を損なうだけでなく、歩行者や

料、乳児用食品、飲料
（賞味期限が令和3年1月

自転車の通行に危険を及ぼすこともあります。

23日以降のものに限る）【受け付けできない食

市では、このような違反広告物を撤去、指導する

品】開封されている食品（お米を除く）、生鮮食

ため、市内の主な道路の路上パトロールを行い

品、冷凍・冷蔵品、アルコール
（みりん、料理酒を

ます。

除く）
、瓶詰

大切な節目をお祝い

令和3年 新成人の集い
お知らせ

令和3年の新成人の集いは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
一部会場を変更して行います。
ご理解・ご協力をお願いします。
と

き 1月10日
（日）午後1時30分から
（1時から受け付け）

と こ ろ

◉旭中学校区／旭中学校体育館 ◉東中学校区／東中学校体育館
◉西中学校区／西中学校体育館

対 象 者

平成12年4月2日〜13年4月1日生まれのかた

持 ち 物

案内状
（11月中旬に送付済み。
紛失した場合でも参加可）

そ の 他

◉東中学校区・西中学校区の会場を変更しています
◉案内状の会場と異なる会場での参加可
◉駐車台数に限りがありますので、車での来場はご遠慮ください
◉出席に際し、補助者などが必要な場合は事前にご相談ください
◉詳細はホームページ
（右記二次元コードからアクセス）
をご覧ください
問い合わせ先／中央公民館内生涯学習課生涯学習係 ☎76-8181
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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

あさひ

だ

より

詳細はホームページ
（
「国の教育ローン」
で検索）

日本政策金融公庫
「国の教育ローン」

をご覧いただくかお問い合わせください。

12月の献血

3高校や大学などへの入学時・在学中にかかる
費用を対象とした公的な融資制度です。お子さ
ん1 人につき、3 5 0 万 円 以 内を固 定 金 利（年
1.70％
（令和2年9月1日現在）
）
で利用でき、在学
期間内は利息のみの返済とすることができます。

12月8日
（火）
と き 午後1時30分〜
4時30分
ところ

市役所ロビー

子 ど も・子 育 て

教育ローンコールセンター
☎0570-008656、☎03-5321-8656

市役所福祉課社会福祉係 ☎76-8141
催 し・講 座

おわりあさひ

募集

10／

居住スペース設置訓練

くらし

避難者受付訓練

25

参加者を制限するなど、新型コロナウイルス感染症対策を講じて実施

「今だからこそ訓練を！〜NO BOSAI NO LIFE〜」
をテーマに東栄小学校で行われ、
市内9地区の自主防災組織、地域住民など約100人が参加しました。
会場では、新型コロナウイルス感染症を意識した各種訓練が行われ、参加者は熱心に取
り組んでいました。

応急給水訓練

8講師

9申し込み・申請方法

0応募方法

マンホールトイレ設営訓練

-公開抽選

=その他
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お知らせ

総合防災訓練

