
旭地区の人口と世帯数（令和２年５月１日現在） 

人   口  ２，５９６名 （前月比 ‒４人）

世 帯 数    １，０７２世帯（前月比 ‒３世帯）

空き家情報バンク制度による移住実績

令和２年度(５月３１日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

０組  ０名 

６７組１６４名 

※あさひげんき通信は豊田市ホームページからもカラーでお楽しみいただけます。 
http://www.city.toyota.aichi.jp/

豊田市 支所だより 検索

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により、休校していた小学校が５月２５日(月)から
段階的に再開されました。小学校と中学校で一日おきに登校日が決められ、マスクを着用した子
ども達が元気に登校して来ました。６月１日(月)までは午前のみで、給食が開始されたのは２日
(火)からで、８日(月)の通常授業開始までは分散型で授業が実施されます。子ども達の学校生活
は、少しずつ以前の活気ある姿を取り戻しつつあります。 

小学校に子ども達の姿が戻ってきました ！！ 
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平成２８年度『まちづくりパートナー』認定団体のみなさん

地域の話題 
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浅谷熟年会
浅谷熟年会の一番の楽しみは、会話を楽しみ
ながらの昼食です。朝８時から草刈り作業を開
始して１時間後にお茶休憩して、また１時間後
にはお茶休憩、その後作業して少し早めの昼食
となります。

浅野自治区の話題 

アユ釣り解禁！ 太公望お待ちかねのシーズン到来！！！ 

５月 11日（月）、矢作
川のアユの友釣りが解禁
となりました。旭農林会
館前の河川敷では、釣り
人が思い思いに竿を繰り
出していました。 

市民課からのお知らせ  ～ マイナンバーカード出張申請窓口の開設 !! ～

豊田市役所の本庁舎まで出向くことが困難な方に対して、「マイナンバーカードの 
申請受付」を、旭支所で行います。 

■開設日時  令和２年７月７日（火） ９：３0 ～ １５：００ 
  ■申請内容  マイナンバーカード申請受付、電子証明書の更新
  ■場  所  旭交流館１階（旭支所市民生活担当）
■そ の 他  予約は不要です。市民課職員が対応します。 
       必要な物等の詳細については、下記の問合せ先でご確認ください。 
■問 合 せ  市民課カード交付担当 TEL ０５６５－３４－６７７３ (直通)

メンバーは 30人位で、女性会員が半分位です。この会ができたのは 30年以上前で、お
祭りで「水戸黄門」を演じたのが最初ではなかったかと記憶しています。今も小演芸やくじ
引き大会で祭りを盛り上げてくれます。 
この度、豊田市区長会から表彰していただけることになりました。



旭地区のピックアップイベント情報（令和２年７月～９月）

７月（文月） ＪＵＬＹ 

11（土）おど観光やなオープン（～１０月末まで）           ＜小渡町＞

25（土）ブルーベリー狩りとジャムづくり[要予約]         ＜旭高原元気村＞

26（日）ライトトラップ講習会[要予約]（２６・２７日）      ＜旭高原元気村＞ 

８月（葉月） ＡＵＧＵＳＴ 

１（土）ブルーベリー狩りとジャムづくり[要予約]         ＜旭高原元気村＞ 

２（日）自作望遠鏡で土星や月を見よう[要予約]          ＜旭高原元気村＞ 

 10（月・祝）プラネタリウム作り＆観望会[要予約]         ＜旭高原元気村＞ 

 16（日）ライトトラップ講習会[要予約]（１６・１７日）           ＜旭高原元気村＞ 

 23（日）プラネタリウム作り＆観望会[要予約]             ＜旭高原元気村＞ 

29（土）自作望遠鏡で土星や月を見よう[要予約]          ＜旭高原元気村＞ 

９月（長月） ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ 

 20（日）探検自然ビンゴ＆リース作り体験[要予約]         ＜旭高原元気村＞ 

27（日）栗拾い＆マロンミルフィーユ作り体験           ＜旭高原元気村＞ 

 27（日）きのこの観察会＆きのこ鑑定               ＜旭高原元気村＞ 

【イベント中止のお知らせ】 
 小渡夢かけ風鈴オープニング・マイタウンおいでん 

 旭やまびこ花火大会 

 小渡夢かけ風鈴 

 小渡天王祭 

 おど夢竹灯籠と十五夜お月見会 

旭女性の会貸衣裳展示会 

PTAレクバレーボール大会（旭中学校） 
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旭コッキーバスのバス停の設置要望を募集します。

＜旭コッキーバスのバス停要望について＞

「旭コッキーバスに乗りたいけどバス停まで遠すぎて出かけられない！」などお困りの方、
「ここのバス停はほとんど使ってる人がいないけどなぁ。」などご意見をお持ちの方は、各自
治区長までお申し出ください。
各自治区長から提出された要望書の内容に基づいてバス停の増減等を検討しますが、ご希
望に添えない場合もあります。また、今回の要望に基づいて増設されるバス停の利用開始は、
令和 3年４月からの予定となりますのでご了承ください。

～バス停の設置基準～  

・既設バス停から概ね３００ｍ以上離れていること
・道幅、停車位置などバスの運行に支障がないこと
・バス停標識設置用地（民有地）が確保できること
・交差点（私道を含む）から５ｍ以上離れていること
・道幅が３ｍ以上あり車両が安全に通れること

自治区からのバス停要望提出期限 令和 2年８月 11日（火）
●問合せ 豊田市役所 旭支所 市民生活担当 TEL６８－２２１3

４

新しい生活様式の実践例



熱中症と聞いてイメージするのは、真夏の炎天下で作業やスポーツをしていたところ、大量
の汗・めまい・嘔気・脱力・筋肉のけいれん・意識障害などが起こるものという感じではない 
でしょうか。実は、そんなに暑くないこの時期でも熱中症は起きます。 
以下のことに注意してください。

薬物乱用は「だめ。ぜったい。」～覚醒剤、
大麻等の乱用をなくそう～

豊田市旭支所への電話は
●地域振興担当／68－2211 ●市民生活担当／68－2213
【夜間・休日等職員不在時は足助支所警備員室へ転送されます】

足助消防署旭出張所からのお知らせ    ６月でも起こる熱中症 !! 

〇環 境
・湿度
・風がない 
・冷房機器不使用

〇体 調
・睡眠不足
・暑さへの不慣れ
・健康状態 

〇予 防
・部屋の風通しを良くする
・こまめに水分補給 
・エアコンや扇風機の利用
・温度と湿度に注意する

足助警察署からのお知らせ

足助警察署 TEL６２－０１１０ 

愛知県内で覚醒剤等の薬物事犯で検挙された人は、
平成８年以降、毎年１，０００人を超える状況が続い
ており、特に「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」と称し
て販売されている危険ドラッグが若者の間で急速に
広まっています。 
薬物乱用の恐ろしさは、何度でも繰り返し使用した
くなる性質「依存性」です。 
繰り返し使用することで、妄想や幻覚が現れること
もあります。 
絶対に手を出さないよう十分注意してください。

５

工事要望を募集します。 ～道路や河川などの修繕の要望はありませんか？～

道路や河川の修繕など工事の要望はありませんか。
市や県が管理する道路の新設や拡幅・改修、河川護岸や農道の整備など、
次年度の工事要望の取りまとめを、各自治区長に依頼します。
工事要望は皆さんに安全な生活環境を提供するために行うものです。
お気づきの点がありましたら、町内会、自治区を通じてご相談ください。

自治区からの工事要望提出期限  令和２年８月11日(火) 
●問合せ 豊田市役所 旭支所 地域振興担当 TEL６８－２２１１

問合せ 足助消防署旭出張所 TEL６８－１１１９



≪ロビー展年間予定≫

〒444-2892 
豊田市小渡町船戸 15-1 
MAIL：ph-asahi＠city.toyota.aichi.jp 
ＨＰ：http://ph-toyota.jp/guide/asahi/
TEL ：６８－２２１５／FAX：６８－２４９０

≪事業のお知らせ≫
作品 出展者

7月 筆文字 山岡 恵 

8 月 写真 三浦幸博 

9 月 布絵 二宮初美 

10 月 俳句 草の実俳句会

11月 絵画 小池正己 

12 月 みこらぼスイーツ 池野早苗 

1 月 水墨画 三宅 勲 

2 月 己書 富永麻衣子 

3 月   

※3月が空いております。ロビー展示に興味があ
る方はぜひどうぞ。お待ちしております。 

☆持って帰る際には、職員に一言声をかけ
てくださいね。 
☆ヒマワリ・なでしこ・金魚草・青紫蘇が
あります。 
☆お１人様、２ポットまでです。 
☆ポットは、交流館にご返却ください。 

☆図書室からのお知らせ☆ 
･臨時休館前の貸出図書の返却期限は
６月３０日（火）までです。 
･臨時休館前の予約取り置き期限は
６月１８日（木）までです。         

･図書室の利用時間は３０分以内でお願い
いたします。 

今年も花苗の準備が出来ました！
≪職員おすすめ本≫ 

（敬省略）

≪花苗のおすそわけ

館 長 →「オペレーション Z」真山仁
熊 谷 →「ぶたぶたシリーズ」矢崎存美
藤 嶋 →「続・一目刺しの刺し子のふきん」

主婦と生活社 
廣 田 →「いいからいいから」長谷川義史
市 川 →「わたしがあなたを選びました」鮫島浩二

皆さんのおすすめ本も 
ぜひ教えてください！！

ゼット 

7 月23 日（木祝） 9:30～13:00 

≪交流館の利用再開について≫ 

今年も花苗の準備が出来ました！

施設を利用する際は、
マスクの着用 
手指の消毒 
３密を避けるなど 
感染防止対策にご協力
をお願いいたします。

公財）豊田市文化振興財団

６

今年度のあさひまるけは
コロナウィルスの為 
中止になりました。 


