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。

図書館 ☎54-5544

民館 302会議室 38①思春期の子どものサイ

子 ど も・子 育 て

こどもの読書週間
「いっしょによもう、いっぱいよもう」
4月23日〜5月12日

ンとむきあっていますか／金城学院大学教授 仁
里文美さん②思春期の子どもとのかかわり方〜
脳の仕組みを知った上でのアプローチ〜／大同

はなしのへや 3外国語で書かれた世界の絵本

／親業訓練インストラクター 太田智恵子さん
（③

を展示・貸し出し

④は2回講座）4市内在住・在勤の子どもを持つ

すてきな本にであってね 本のお楽しみ袋

保護者、家庭教育に関心があるかた 5先着50

14月24日
（土）午前10時から 2図書館 視

人 6無料【託児】申込時にお申し出ください。

聴覚室 3司書が薦める子ども向けの本2冊が

生後6カ月以上の未就学児2人。定員を超えた場

入ったお楽しみ袋を貸し出し
（プレゼント入り）

合は抽選 94月19日
（月）
から下記二次元コード

5先着30人

を読み取り、必要事項を入力し送信または電話か

共通事項

直接
（土・日曜日、祝日を除く午前8時

6無料 =申し込み不要。会場へ直接お越しく

30分〜午後5時15分）
。託児の申し込

ださい。

みは4月23日
（金）
まで

親子料理教室

家庭教育学級生を募集します

学校給食センター ☎53-2971

中央公民館内生涯学習課生涯学習係
☎76-8181

15月15日
（土）
午前9時30分〜午後0時30分

3小学校区ごとに開設する学級で、

2学校給食センター【献立】
おにぎらず2種、小

親同士が情報交換をしながら、子育

松菜のおひたし、ささみとオクラのトロトロおすま

てに役立つ講演や実習などの企画・

し、
くだもの牛乳かん 4市内の小・中学校に通う

学習を行う 4小・中学生の保護者や家庭教育

児童・生徒と保護者 5先着5組
（1組4人まで）

に関心があるかた 94月30日
（金）
までに小学

6大人500円、子ども300円
（当日持参） 7マス

生の保護者は各小学校へ、それ以外のかたは生

ク、エプロン、バンダナ、布巾、お茶、上靴
（児童・生

涯学習課へ直接（土・日曜日、祝日を除く午前8

徒のみ）
、
エコバッグ
（料理持ち帰り用） 94月19

時30分〜午後5時15分）=活動の様子・詳細

日
（月）
〜23日
（金）
に電話で
（午前9時〜午後5時）
。

は上記二次元コードからご覧ください。

お知らせ

己肯定感を育てたい④親の思いが届かないとき

くらし

14月23日
（金）
〜5月12日
（水）2図書館 お

催 し・講 座

大学非常勤講師 千田伸子さん③あきらめずに自

文 化・ス ポ ー ツ

見てみよう 世界の絵本

昨年の参加者は初日の受け付け不可 =◉でき
上がった料理は持ち帰り◉5月7日
（金）
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

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！

学校支援ボランティアの登録
市役所学校教育課学校指導係 ☎76-8174
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

中央公民館内生涯学習課生涯学習係 ☎76-8181

学支援など）や部活動支
援など【登録方法】申込
書（学 校 教 育 課 で 配 布 。

1①5月25日
（火）
②6月7日
（月）
③6月25日
（金）

ホームページからもダウ

④7月9日
（金）
午前10時〜11時30分 2中央公

ンロード可）
を郵送か直接

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3年4月15日号〉

5

mini民具企画展「端午の節句展」
子 ど も・子 育 て

市役所文化スポーツ課文化振興係 ☎53-1144

みながら体の衰えを防ぐ 4市内在住の60歳
以上のかた 5先着10人 6300円 7動きや
すい服装、運動靴、飲み物 8NOSS認定指導

14月16日
（金）
〜5月18日
（火）
午前9時〜午後5

者 宮澤貞枝さん 94月15日
（木）
〜30日
（金）

時 2スカイワードあさひ 歴史民俗フロア 3市

に費用を添えて直接
（午前9時〜午後5時）

民の皆さんから寄贈された五月人形の展示

文 化・ス ポ ー ツ

Sunﬂower seeds ロビーコンサート
尾張旭市に文化の花を咲かせよう
たねから育てる応援コンサート
文化会館 ☎54-8500

お国紹介 スコットランド
尾張旭国際交流会 櫻井 ☎53-2283
*oifa488@gmail.com
15月16日
（日）
午前
10時〜正午 2中央

スコットランド

公民館 301会議室

14月25日
（日）
午後1時30分〜3時 2文化会

3スコットランドの歴

館ホール ホワイエ 31・2月のホワイエでの演

史、文化、世界遺産、

奏事業の優秀者による演奏会。
「 声楽＆ピアノ」

観 光 などを映 像 や

催 し・講 座

「二胡＆ピアノ」
「 金管楽器」
の3組を予定 5先

トークで楽しむ
（通訳

着70人
（当日午前10時から事務所受け付けで整

付 き）5 先 着 4 0 人

グラスゴー

エジンバラ

北アイルランド

ウェールズ
イングランド

（市内在住・在勤・在学

理券を配布）6無料

のかたを優先）6500円
（当日持参）8ウィリ

クッキングボランティア講座
〜家事場のちから〜
くらし

市社会福祉協議会 ☎54-4540
15月7日、14日、28日
（金曜日・3回）
いずれも

アム・ミラーさん 94月15日
（木）〜5月10日
（月）
に電話
（留守電時は伝言）
かメールで

ボランティアサロン

お知らせ

午前10時〜正午 2保健福祉センター 201・

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

202会議室・クッキングルーム 3◉食事を通じ

15月27日
（木）
午後1時30分〜3時 2渋川福

て高齢者同士の交流や見守りに取り組むクッキ

祉センター 会議室 3悪質商法追放事例や詐

ングボランティアを養成◉講義「日本食とお弁

欺の手口を学ぶ 510人 8愛知消費者協会尾

当」
◉グループ活動
「3・1・2弁当箱法」
、
「献立作

東支部尾張旭班 95月20日
（木）
までに電話か

成」
◉調理実習 5先着15人 6無料 8名古

直接
（土・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時）
。

屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科教授 塚

定員を超えた場合は抽選。定員に満たない場合

原丘美さん、修文大学健康栄養学部管理栄養学

は、5月21日
（金）
以降先着順で受け付け

科講師 小島真由美さん 9電話か直接
（土・日
曜日、祝日を除く午前8時30分〜午後5時）

多世代交流館いきいき講座
日舞で健康づくり教室
多世代交流館いきいき ☎54-8202

6

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対象校に在籍の学生で保険料の支払いが困
難な場合や、本人の所得が基準以下の場合、申

15月19日〜6月2日
（水曜日・3回）
午前10時〜

請により保険料の納付が猶予されます。【申請

11時30分 2多世代交流館いきいき 3日本

に必要なもの】◉マイナンバーカードまたは基

舞踊の動きを基に作られたエクササイズで、楽し

礎年金番号が分かるもの◉学生証
（裏面に有効

広報 おわりあさひ〈令和3年4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

ラスの営巣を発見したら、中部電力パワーグリッ

在学証明書◉来庁者の身分証明書（同一世帯

ド㈱旭名東営業所
（☎0120-985-232）
へ電柱

の親族が代わりに申請する場合。同一世帯でな

番号などの情報提供をお願いします。

子 ど も・子 育 て

期限の記載があれば裏面も含む）
の写しまたは

い場合は委任状も必要）
◉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
（引き続き希望す
るかたも再度申請が必要。はがき形式の申請書

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月ごろにかけて、

機構へ返送することで令和3年度分の申請可）
。

鮮やかな黄色い花を付けるオオキンケイギクは、

過去の未納分は申請日前月から2年前まで申

日本の生態系に大きな影響を及ぼす生物として、

請可

特定外来生物に指定されており、栽培・運搬・保

文 化・ス ポ ー ツ

が届いたかたは、必要事項を記入して日本年金

管などが禁止されています。自宅などの所有地

スカイワードあさひの外壁などの
改修工事を行います
市役所財政課施設係 ☎76-8115

に自生している場合は、駆除にご協力ください。
【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、

14月下旬〜9月下旬 3工事期間中は、施設

から、燃えるごみとして処分してください。

周辺に仮設足場・仮囲いの設置で一時通路が閉
鎖されるほか、一部施設の使用に制限が発生す

催 し・講 座

その場で2、3日ほど天日にさらして枯死させて
似ている種類との見分け方
オオキンケイギク

草丈
30〜70cm

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

るなど、ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協
力をお願いします。=工事期間中は案内板や

それぞれを
小葉という

葉が、草丈の
下半分に
集中する

交通誘導員の指示に従って使用してください。

マリーゴールド
ふち

葉の縁が
ギザギザ

花びらの先は
分かれない

第2期尾張旭市総合戦略を
策定しました

くらし

葉が、草丈の

花の直径
5〜7cm

キバナコスモス

茎の根元に
葉が付く

市役所企画課政策企画係 ☎76-8104

小葉が
5〜7つに
分かれる

花びらの先が
分かれる

出典：福岡県

3将来的な人口減少を見据え、多様
境の向上など、魅力的なまちづくりを
推進するための政策目標や施策の基本的方向、
具体的な施策をまとめたもの【計画期間】3年

合併処理浄化槽設置費用の
一部を補助します

お知らせ

な就業機会の創出や定住促進、住環

市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

間
（令和3〜5年度）=詳細はホームページ
（上

4公共下水道の事業計画の認可を受けていな

記二次元コードからアクセス）
をご覧ください。

い地域で、既設の専用住宅のくみ取り便所や単
独処理浄化槽を廃止し、新たに合併処理浄化槽

カラスの営巣を発見したら連絡を
市役所環境課環境保全係 ☎76-8136

8講師

を設置するかた
（住宅の新築、全体の改築、処理
人槽の変更が必要な増築を行う場合を除く）
【補助金額】
◉5人槽／332,000円◉6〜7人槽／

3毎年春から初夏にかけて、カラスが枝・ハン

414,000円◉8〜10人槽／548,000円 5先

ガーなどで作る巣によって停電することがあり

着5人程度
（予算がなくなり次第終了）=◉工

ます。電力会社ではカラスの営巣の早期発見と

事着工後の申請不可◉工事着工前と完了確認

停電防止措置に努めています。電柱の上部にカ

の現場立ち会いが必要

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3年4月15日号〉

7

後期高齢者医療制度
協定保養所利用助成事業

高齢者実態把握調査にご協力を

子 ど も・子 育 て

市役所長寿課長寿支援係 ☎76-8143

県後期高齢者医療広域連合 ☎052-955-1205
協定保養所
電話番号
おんたけ休暇村
（長野県王滝村）0264-48-2111
サンヒルズ三河湾
（蒲郡市） 0533-68-4696
0587-53-5555
すいとぴあ江南
（江南市）
（予約専用番号）

文 化・ス ポ ー ツ

豊田市百年草
（豊田市）

0565-62-0100

温泉ホーム松ケ島
（三重県桑名市）

0594-42-3330

あいち健康の森プラザホテル
0562-82-0211
（東浦町）
【助成額】1人1泊につき1,000円
（同一年度内で
の利用は合計4泊まで）【利用方法】①協定保養

催 し・講 座

所に申し込み。その際に
「後期高齢者医療の被
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

コンビニ交付サービスの停止
メンテナンス作業のため

3高齢者
（おおむね75歳以上）
のかたの状況を
把握するため、自宅に伺い、元気に日常生活を
送っているか、困りごとはないかなど、訪問によ
る実態把握を行っています。訪問するのは市が
委託した地区の地域相談窓口の職員です。介
護・保健・福祉に関する困りごとなど、お気軽に
ご相談ください。なお、訪問日時は事前に手紙
などでお知らせします。

お 仕 事 探し 相 談
職業相談・紹介や求人探索機による求人情報の
提供を行っています。
月〜金曜日
（祝・休日、
年末年始を除く）
開設時間 午前9時〜午後4時30分
開設場所 市役所東側 別棟
市ふるさとハローワーク ☎52-1626

4月21日（水）午後8時〜11時

問い合わせ先／市役所市民課市民係 ☎76-8130

くらし

市職員（技師職先行、育児休業代替任期付）採 用試験
職種

お知らせ

①正規

土木技師
各1人
建築技師

②任期付

事務職

3人

土木技師

1人

保育士

5人

試験期日

大 学・短 大・専
門学校などを令
和 4 年 3月まで
に卒業または卒
業見込み
大学・短大・専門
学校・高等学校
などを卒業

受験資格（職種ごとに全ての項目に該当が必要）
学歴・資格など
障がいのあるかたも受験可

採用予定
人数

年齢

土木課程を専攻または一級・二級土木施 平成5年4月2日以
工管理技士の資格を有する
降生まれ
建築課程を専攻または一級・二級建築士 昭和57年4月2日以
の資格を有する
降生まれ
◉公的機関・民間企業などでの職務経験が3年以上ある
◉パソコン操作（ワード・エクセルなど）
ができる
◉一級・二級土木施工管理技士の資格を有する
◉パソコン操作（ワード・エクセルなど）
ができる

保育士資格取得者で保育園・幼稚園での実務経験が3年以上ある
採用予定時期

受付期間

その他

①
②

◉②は合格後、採用候補者名簿に5年間登録され得
令和4年4月1日
点の高い順に採用。給与・勤務条件などは正規職
◉1次
員と同じ。任期は1〜3年間（名簿登録期間中は更
5月22日
（土）
4月12日
（月）
（木） 新の場合あり）
◉2次
9月1日以降で育 〜5月6日
◉詳細は募集要項（人事課で配布。
ホームページか
6月23日
（水） 児休業代替職員
らもダウンロード可）
をご覧ください
が必要となるとき
申し込み・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3年4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
8講師 9申し込み・申請方法 0応募方法 -公開抽選 =その他

まちを緑で
いっぱいに

4月15日～
5月14日

みどりの月間

緑は、環境改善を図ると同時に、生活にうるおいとやすらぎを与えてくれます。
市では緑を守り育てるため、緑に関する活動を応援しています。次世代へ緑あふ
れる環境を伝えていきましょう。

緑に関わる市民活動の事例
公園愛護会活動

地域住民の公園への愛護意
識の高まりや地域住民のコミュニティ
の形成を目的に、公園や広場などで清
掃や除草をしています。独自でイベント
を開催している公園愛護会もあります。

旭フラワーボランティア

尾張旭・旭前・印場駅前に設
置された花壇やポットの維持・
管理を行っています。

スポットガーデン

道路などに設置さ
れた花壇の手入れを行ってい
ます。現在3カ所（井田、西浦、
旭ヶ丘）
の管理をしてくださる
かたを募集しています。

暮らしを豊かにする緑化の推進
生け垣設置費用の助成

生け垣は、地震時にブロック塀のよ
うに倒壊の危険性がなく、災害時の安
全対策に有効です。◉新しく生け垣を
設置する場合1ｍ当たり2,000円（上
限60,000円）◉ブロック塀を生け垣
に転換する場合1ｍ当たり3,000円
（上限90,000円）
を助成します。

都市緑化推進事業費補助金

民有地の敷地など（駐車場、壁面、
屋上、空き地）を緑化するかたに工事
費の一部を補助します。

住宅取得者に記念樹引換券を贈呈

自己用住宅（マンションを含む）を取得後、1年以内のかたに
2,000円分の記念樹引換券を贈呈します。

指定された保存樹などへの助成

同意を得て指定した、一定の高さ、一定の面積以上の樹木や樹
林の所有者に対して助成金を交付します。

緑化推進基金

皆さんからの寄付金と市の積立金を預金し、緑化事業の費用と
します。
ご協力をお願いします。
募金箱設置場所 ◉都市整備課◉東部市民センター◉渋川福祉
センター◉図書館◉中央公民館◉新池交流館ふらっと◉文化会館

問い合わせ先／市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161

緑のカーテンで室温の上昇を抑えて省エネ
ゴーヤの苗2株引換券を配布
配布開始日
配布場所

4月19日
（月）
（なくなり次第終了）
環境課、市内公共施設、
あさひ健康フェスタ維摩池会場（1人
1枚まで）
費用
無料
引き換え方法 4月29日
（祝）〜5月30日
（日）に引換券に必要事項を記入し
協力店（引換券に記載）
で交換
問い合わせ先／市役所環境課環境施策係 ☎76-8134

まちを市の花ひまわりでいっぱいに
ちびっこひまわりの種を配布
配布開始日
配布場所
費用

4月26日
（月）
（なくなり次第終了）
市役所総合案内・都市整備課、東部市民センター、渋川福祉
センター、
スカイワードあさひ、新池交流館ふらっと
無料
問い合わせ先／市役所都市整備課公園緑地係 ☎76-8161
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