
旭地区の人口と世帯数（令和２年８月１日現在） 

人   口    ２，５８９名 （前月比 +１人） 

世 帯 数      １，０７４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(８月３１日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

４組 １０名 

７４組１８６名 

新型コロナウイルス感染症の影響により、今年の「小渡夢かけ風鈴」のイベントは開催されませ
んでしたが、８月２日（日）、「おどの夢をかなえる会」の皆さんが地域の方に楽しんでもらいたい
と、３密を避けるために規模を縮小して風鈴の飾りつけを行いました。また暑い夏の風物詩、豊田
産の桃を使用したかき氷の販売も行われ、猛暑の中、涼しげな風鈴の音色に耳を傾けながらかき氷
を頬張り、一刻の夏の涼を楽しむことができました。

※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
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旭高原元気村でキャンプファイヤーが開催されました！

８月１５日（土）の夜にイベント『旭高原
キャンプファイヤー』が開催され、７４名の
参加がありました。 
例年お盆休みの期間は毎日開催していた
人気イベントの『キャンプファイヤー』です
が、今年は新型コロナウイルス感染症の影響
で、この夜だけの開催となりました。 
またこの日のために、愛知キャンプカウン
セラー協会（ACCA）のスタッフが来村し、
イベントを盛り上げてくれました。 

                                   さんせいすいしゅう 

市内４酒造業者が共働で矢作ダム貯蔵酒「山清水秀」を作製！

地域の話題 

地元旭地区の中垣酒造株式会社を始め、豊田市内にある全ての４酒造業者（浦野合資会社、
関谷醸造株式会社、豊田酒造株式会社、中垣酒造株式会社）が共働で、閑羅瀬町の矢作ダムの
堤内に今年の６月から８月末までの約３か月間お酒を貯蔵し、矢作ダム貯蔵酒「山

さん
清
せい
水
すい
秀
しゅう
」

を作製しました。県内初のこの取組は、豊田市内の４酒造業者が日本酒の作製販売により、こ
の地域の PRやイメージアップに繋げたいという強い心意気により実現されたものです。酒瓶
のラベルの文字を加塩町の田澤眞さんが、ラベルの絵を笹戸町の宇井千恵さんが描いてくれま
した。４酒造業者のお酒が４本１セット・8,000 円（税、送料込み）で、９月２日から中垣酒
造（68-2522）で注文が始まり、１０月１日から発送されます。この純米吟醸酒、純米酒は
温度が年間を通して約１５℃という温度変化のない環境で貯蔵された結果、熟成されたまろや
かな味わいとのこと。どんな日本酒ができたのか、一度手にしてみてはいかがですか。 
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過疎化や林業離れによる森の荒

廃を何とかしたい、木材を使って

特色あるまちをつくりたいとの思

いから活動を始めました。 

これからも木質化による景観整

備を進めて、地域の人に喜んでも

らえたり観光客に楽しんでもらえ

るように頑張っていきたいです。 

私たち旭中３年生は、もっと多くの人に旭の魅力を知ってもらうために、 

インスタグラムを開設しました！旭にしかない、旭でしか見られない風景や 

行事などを中学生の目線で投稿していきます！ぜひ、QR コードから 

フォローやシェアをお願いします！ 

３

3年生の発表を熱心に聞く生徒達Zoomを使って取組内容を発表する3年生

意見交換会の様子 

月暦カレンダー「あさひごよみ」

はたくさんの人に協力してもらい

ながら作っています。小さなこと

だけど、地域の方の暮らしの役に

立つと嬉しいです。これからもい

ろんな人との”つながり”を大切

にしながら続けていきたいです。 

7 月 29日（水）、中学生が地域課題の解決に向けた取組を考えていく「旭中地域会議」が旭
中学校で開催されました。今年度は、3年生が中心となって「旭中サンライズプロジェクト」
を立ち上げ、さまざまな方法で旭地区の魅力を発信する取組をわくわく事業で実施していま
す。この日は感染症対策に配慮し、全校生徒が 5 つの教室に分かれ、Zoom（Web 会議ツー
ル）を使って 3年生が下級生に取組内容の発表をしました。 
また、わくわく事業の先輩である、「旭もくもく会」の伊藤浩二さんと「やさしい暮らし委
員会」の戸田友介さんを招き、活動に対する思いや始めたきっかけなどを話してもらいました。
その後の意見交換会では「活動を継続していくことの難しさを知ることができた」、「自分た
ちにできることがあれば協力したい」など、たくさんの意見が聞かれ、有意義な学びの場とな
りました。

旭中学校でわくわく事業の勉強会が開催されました！（旭中地域会議）

旭中サンライズプロジェクト インスタグラム開設！！ asahi_jhs 



例年１０月下旬に開催している『夢渡野 Ｊａｚｚ Ｌｉｖｅ』は 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度は中止と
させていただきます。 
開催を楽しみにされていた皆様方にはご迷惑をおかけしますが、 

ご理解いただきますようお願いいたします。 

問合せ  旭商工会事務局  電話６８－２６２０ 

地域の皆さんがツキノワグマの出没状況をいつでも確認すること
ができるように、市ホームページに、「旭地区のツキノワグマ確認状
況」のページを作成しました。 
随時更新しますので、山に入る場合などの参考にしてください。 
右のQRコードからアクセスできます。また.豊田市ホームページでは、

【第１回目】
日時 ： 令和２年１０月１３日（火）  

午後７時から 
場所 ： 旭交流館  先着 ４０人 

【第２回目】 
日時 ： 令和２年１０月１４日（水）  

午後７時から 
場所 ： 敷島会館  先着 ４０人 

※ 第１回と第２回の講習会は同じ内容です。 
※ 講習会の参加者にはクマ鈴をお配りします。  

参加申込 電話で旭支所地域振興担当（６８－２２１１）までお申し込みください。 

令和元年度に旭地区で 

      撮影されたツキノワグマ 

旭地区のツキノワグマの出没状況が市ホームページで確認できます！！

夢渡野会より「夢渡野 ＪａｚｚＬｉｖｅ」中止のお知らせ

今年度、旭支所では、ツキノワグマの生息状況を把握し、被害防止対策を実施するために、
センサーカメラを用いた調査を実施しています。 
今回、８月～９月の調査結果をもとに、旭地区におけるツキノワグマの生息状況や一般的
生態、不意の遭遇を避ける方法などについての講習会を開催します。ぜひご参加ください。

.トップページ ＞ くらしの情報 ＞ 環境 ＞ 生き物・自然・湿地 ＞ 旭地区のツキノワグマ確認状況

４

からアクセスできます。 
     問合せ  旭支所地域振興担当  電話６８－２２１１

旭地区ツキノワグマ対策講習会を開催します！ 



４

５

９月１日は〝防災の日〟災害に対する心構えを！！ 

新型コロナウイルス感染症は心配…
でも、危険が迫ったときには

ま よ                  ひ   な   ん

迷わず避難を！
新型コロナウイルス感染症への不安から、避難をためらったために

被害に遭うということは絶対にあってはなりません。一人ひとりが

いろいろな避難方法や感染症対策を知って、安全・安心な避難のた

めの備えをしましょう！ 

安全・安心な避難のための３つのポイント

❶避難所に行くだけが避難じゃない！避難について理解しよう！
●避難とは『難』を『避ける』こと。安全な場所にいる人まで 
緊急避難場所（避難所）に行く必要はありません。
●避難先は、市の指定している施設だけではありません。 
その時の状況に応じて、いろいろな避難先（自宅・親戚や
知人宅・地域の自主避難場所等）を検討しましょう。 

❷非常持ち出し品を予め準備しておこう！ 
●避難所で一晩過ごすために必要なものと量が目安です。
●必要なものは各世帯で異なりますが、避難時には、通常の
非常持ち出し品に加えて、感染症対策に有効な持ち出し品もできる限り持参しましょう。 

❸どこにいても、自分でできる感染症対策を実践しよう！
●他人と２メートル程度距離をとる、密接した状態での会話を避ける。
●手洗い消毒やうがい、マスクの着用、咳エチケットの徹底。 
●毎日の体調チェック

～ あると便利な非常持ち出し品の例 ～ .

■携帯電話 ■モバイルバッテリー ■毛布・タオルケット ■ウエットティッシュ

■食べ物 ■飲み物 ■着替え ■下着 ■タオル ■携帯トイレ ■ゴミ袋など

～ 感染症対策に有効な非常持ち出し品の例 ～ .

■マスク ■アルコール消毒液 ■体温計 ■除菌シート ■ゴーグル（眼鏡）

■使い捨てのビニール手袋 ■キャンプ用テント ■上履き 

■パーテーションの代わりになるものなど

※感染症対策用物資は、避難所でも備蓄していますが、数に限りがあるため、 
各自で持参をお願いします。



■定 期 便 … 各路線 週１日運行へ
（運行時間と運行経路の変更はありません）

築羽線 ……… 火曜日    生駒線……… 木曜日 
笹戸浅野線… 水曜日    敷島線……… 金曜日 
■予 約 便 … 平日 午前９時～午後８時運行へ
※予約受付 … 平日 午前９時～午後６時
利用日１週間前～当日１時間前までに電話予約受付

但し、午前９時～午前１０時までの乗車予約は、前日午後６時までの電話受付になります 
午後７時～午後８時までの乗車予約は、当日午後６時までの電話受付になります

運行曜日 運行 午前 午後

月曜日 
定期便
予約便 午前９時～午後８時

火曜日 
定期便 築羽線
予約便 午前９時～午後８時

水曜日 
定期便 笹戸浅野線
予約便 午前９時～午後８時

木曜日 
定期便 生駒線
予約便 午前９時～午後８時

金曜日
定期便 敷島線
予約便 午前９時～午後８時

令和 2年 10月 5日（月）から 
旭コッキーバスが変わります！！

旭コ ッキーバスについてのお知らせ

６

【変更に関する問合せ】豊田市役所 旭支所   電話０５６５－６８－２２１３
【予約便 予約センタ－】㈱オーワ 足助営業所 電話０１２０－８１－４９９７



豊田市役所旭支所への電話は
●地域振興担当／電話 68－2211 ●市民生活担当／電話 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】

足助消防署からのお知らせ

７ 

足助消防署
電話６２－０１１9

住宅用火災警報器とは 
火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の

発生を知らせてくれる機器です。 

消防法が改正され一般の住宅等に設置が義務づけられています。

火災から生命や財産を守るため、必ず設置をしましょう。 

火事・救急１１９番！ 
   あわてずに落ち着いて 

足助警察署 電話６２－０１１０

～ 夕暮れ時と夜間の歩行中、 

自転車乗車中の交通事故をなくそう ～

「秋の日はつるべ落とし」と言われるように、日没の
時刻が日増しに早まり、運転者にとっては歩行者や自転
車の動きが見えづらく、交通事故になる危険性が非常に
高まります。運転者は横断歩道の手前にある白い菱形の
標示を見つけたら、アクセルを緩めて歩行者の有無をよ
く確認しましょう。また、歩行者はできるだけ明るく目
立つ色の衣服を着用したり、反射材を活用し、交通事故
に遭わないようにしましょう。

足助警察署からのお知らせ



内 容 五平餅づくり、アスレチック 
対 象 旭地区内小学生 
会 場 総合野外センター 

（送迎バスが出ます。） 
参加費 ４００円 
定 員 ２０名（先着順） 
申込み 受付中 
※詳しくは旭交流館までお問合せ下さい。 
   電話（0565）68-2215

公財）豊田市文化振興財団

８

事業報告 

〒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

ロビー展報告

・ソーシャルディス
タンスの確保に
ご協力をお願い
いたします。 

8 月 8日（土）に、講座「旭の歴史を忘れない」の
第１回目を開催しました。 
旭地区を通る東岸道路の歴史に、参加者のみなさん
は、とても熱心に聞き入っていました。 
かねてより講座参加者からの要望で「実際に現地見
学もしたい。」との意見がありました。
次回は、バスで東岸道路を見学します。お楽しみに。

･マスクの着用 
･手指の消毒 
･３密の回避など 

感染防止対策にご協力をお願い
いたします。 

交流館利用時のお願い

８月１日（土）～８月 30 日（日）まで、杉本町
の三浦幸博さんによる写真展示を行いました。
 どの写真も鮮やかで素敵でした。 
９月からは、小渡町の二宮初美さんの布絵作品の
展示です。どうぞお楽しみに。

講師 宇井儀一 氏


