
旭地区の人口と世帯数（令和３年５月１日現在） 

人   口  ２，５１８名 （前月比 ‒４人）

世 帯 数    １，０５３世帯（前月比 ‒２世帯）

空き家情報バンク制度による移住実績

令和３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 

８０組１９０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

旭マルシェ あさひ照ラス  
～ 旭に おいしい ・ たのしい ・ おもしろい が集まる ～

１

【 マルシェ会場：三嶋商会 】 【 マルシェ会場：旧松坂屋ガソリンスタンド跡地 】

【 マルシェ会場：旭観光協会 】

昨年より２５日、平年より２１日早く、統計開始以
来２番目に早い記録（５月中旬までの東海地方の梅雨入
りは、１９６３年以来５８年ぶり ）で梅雨入りを迎えた
5月１６日（日）、旭観光協会周辺の 3会場で、「旭マ
ルシェ あさひ照ラス」が開催されました。あいにくの
曇り空でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止
に十分配慮し、ソーシャルディスタンスに心掛けなが
ら、親子連れや友人同士で、馴染みのあるお店やキッ
チンカーによる出店店舗巡りを楽しんでいました。

「旭マルシェ あさひ照ラス」は、毎月第３日曜日に予定されています。現在、旭観光協会で
は、出店者を募集しています。 【問合せ先】旭観光協会 電話 ６８－３６５３

第１６回「旭やまびこ花火大会」中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点と、う回路の県道島崎豊田線の通行止めが継続
していることから、毎年８月に実施している旭やまびこ花火大会を中止いたします。 
【問合せ先】旭やまびこ花火大会実行委員会事務局（旭観光協会内）電話 ６８－３６５３



地域の話題 

アユ釣り解禁！  香魚求めて  釣り人集う！！ 

農地の利用状況調査を実施します ‼

５月 11日（火）、矢作川上流部のアユの友釣りが解禁となりました。当日は快晴とは言えない、
あいにくの曇り空でしたが、旭農林会館前の河川敷では朝早くから、この日を待ちに待った太公
望たちが、思い思いに釣り竿を繰り出していました。 

平成２８年度『まちづくりパートナー』認定団体のみなさん

森下医院長（前列右）、真圭先生（前列中央）
始め、スタッフの皆さんです。

２

今回は、小渡町内にあります森下医院を紹介
します。現在の医院長は 森下 尚

たかし
さんで三代目

となります。小渡小学校、敷島小学校、旭中学
校の学校医として活躍され、地域医療に携わる
重要なドクターです。 
 新型コロナウイルス感染症により医療現場は
大変な状況ですが、地域のかかりつけ医として、
また身近な健康相談所として、日々安心して暮
らせるよう見守っていただいています。息子さ
んの 真

まさ
圭
よし
さんもお医者さんとして、足助病院と

森下医院で活躍されています。

小渡自治区の話題 小渡自治区の話題 
町のお医者さん 森下医院（小渡町）

■と き  令和３年７月～９月
■ところ  市内の全農地 
■内 容  農業委員及び農地利用最適化推進委員が農地を調査し、農地の管理状況を確認します。

現場の状況により、農地に立ち入る場合がありますのでご了承ください。
また、許可なく転用した場合や許可どおりに転用しなかった場合には罰則があります。
農地転用の手続きについては、農業委員会にご相談ください。 

■問合せ 豊田市農業委員会事務局 電話３４－６６３９



令和３年度「わくわく事業」11 団体を認定！

団体名（代表者） 事業名 [新規・継続 / 交付金額] / 事業内容 / 活動場所 

あさひガキ大将養成委
員会（安藤 征夫）

森は私たちを育て いつかは田舎へ事業［継続７回目/1,000,000 円］
ツリーハウスや遊具づくり、登山、田植え、森を学ぶなどの活動から田舎
回帰の想いを育み、将来の田舎への移住に結び付ける。/ 旭地区全域 

あさひ根っ子の会 
（林 冨造）

林育推進事業［継続６回目/318,000 円］ 
園児や小中学生の地域学習の手助けをし、子ども、森林所有者、林業に携
わる人たちに森林再生と森林資源活用の必要性を啓発する。/旭地区全域

旭もくもく会 
（伊藤 浩二）

旭の木を使おまい事業［継続 3回目/521,000 円］ 
地域産材を活用し、旭マルシェ会場である旧GS（旧松坂屋）壁面を木質
化する。木工ワークショップを開催し旭産材を PRする。/旭地区全域

おどの夢をかなえる会 
（鵜居 利行）

小渡商店街休憩所整備事業［継続 2回目/546,000 円］ 
小渡商店街の中心に休憩所を整備し、観光客や地域住民の憩いの場と
情報発信の拠点にすることで地域の活性化に繋げる。/小渡町内 

ヤギ飼いの会 
（川合 美佳）

ヤギとわくわくプロジェクト［継続 4回目/342,000 円］ 
地域の高齢者や子どもたちとヤギとの触れ合いを通して、地域内の交流の
場を作る。ヤギによる耕作放棄地の除草実験を行う。/旭地区全域

みんなのしきしまプレ
ーパーク（柳澤 二郎）

地域の施設とコミュニティ、特色を活かした、魅力ある子育ての環境整備事業
［継続 2回目/536,000 円］ 敷島会館敷地内にプレーパークを作り、子ど
もたちの活動の場と世代を超えた住民の交流の場を創出する。/敷島自治区内

旭中サンライズプロジ
ェクト（後藤 光弘） 

旭中サンライズプロジェクト事業［継続 2回目/191,000 円］ 
地元食材を生かした旭ジビエグルメの企画立案と商品化。「さんさん旭さ
ん」や SNSを活用した旭の魅力を発信する広報活動を行う。/旭地区全域

旭ＧＳボランティア 
（安藤 福平） 

地域減災啓発事業［継続 7回目/140,000 円］ 
減災知識の啓発により、地域住民に「自分の命は自分で守る」ことへの意
識づけを行い、災害発生時の被害を減らす。/旭地区全域

惣田花樹
は な き
の会 

（三宅 貞夫）

地域性を活かした景観向上事業［継続 6回目/129,000 円］ 
花木の植樹や雑草雑木の処理を行い、地域の景観向上と活性化に取り組む
ことで、美しさと魅力あふれるまちづくりを実現する。/惣田町内

歴史と自然豊かな押井
づくりの会（鈴木 辰吉）

持続可能な農村モデルづくり事業［継続 2回目/443,000 円］ 
押井町内の貴重な歴史資源と周辺の豊かな自然環境を保全し、関係人口となる
人々の助けを活かし、ともにつくる持続可能な農村モデルを探求する。/押井町内

東萩平自転車広場
（深谷 暢樹）

東萩平自転車広場整備運用事業［新規/498,000 円］ 
子どもが自転車で自由に遊べる広場を整備常設し、車の往来を気にせず自
転車に親しめる場所を提供することで、子どもの健全育成の一端を担う。
/敷島自治区内

■令和３年度旭地区のわくわく事業認定団体

5 月 8日(土)、旭交流館で「令和 3年度わく
わく事業公開審査会」が行われ、申請のあった
１１団体が事業内容を発表しました。 
旭地域会議による審査の結果、全ての事業が
採択され、これから各団体の本格的な活動が始
まります。今後の活躍に期待しましょう。

３

公開審査会の様子 



平成２８年度『まちづくりパートナー』認定団体のみなさん

【問合せ】 足助消防署旭出張所 電話 ６８－１１１９

３

足助消防署旭出張所からのお知らせ  ～ ６月は熱中症に注意 !!  

旭コッキーバスのバス停の設置要望を募集します。

４

＜旭コッキーバスのバス停要望について＞

◎ 熱中症予防とコロナ感染防止両立のポイント ◎

足助警察署からのお知らせ
足助警察署 電話 ６２－０１１０

～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３年８月1０日（火） 
●問合せ 豊田市役所 旭支所 市民生活担当 電話６８－２２１3

●暑さに備えた体づくりをしましょう！
・１日３０分程度の適度な運動をして暑さに慣れる。
・体調が悪い時は無理せず自宅で静養する。

「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、
もしくは「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設等を検討しますが、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４年４月からの予定となりますのでご了承ください。

●暑さを避けましょう！
・涼しい服装で帽子をかぶる。
・少しでも体調が悪くなったら涼しい 
場所へ移動する。 
・屋外では日陰に入る。

●こまめに水分補給をしましょう！
・１日あたり1.2 リットルを目安に摂取する。 
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに補給する。

●エアコン使用中もこまめに換気をしましょう！
・窓とドアなど２カ所を開ける。 
・換気扇や扇風機を併用する。 
・換気後は、エアコンの温度をこまめに再設定する。 

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 ～

若者の間で「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「依存性」
を有することです。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。 



第２弾 【日本・中国・韓国 ここが違う】
～歴史・文化を知れば見えてくる～

日時：７月 2４日（土）午前 10時～正午
定員：先着 20名 
講師：長澤 志穂 氏 
（東萩平町在住、大学非常勤講師・中国思想研究者）
参加費：無料

〒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

７月１日（木）
蔵書点検のため、図書室の利用ができません。

7月 11日（日） 
ワクチン接種会場のため、全館利用ができま
せん。 

ご理解とご協力をお願いいたします。

～花苗のおすそわけ～

第３弾 【山里に響くトーンチャイム】
美しい音色を響かせましょう！

日時：８月 18・25日、９月 1・8日（水）
いずれも午前 10時～11時 30分 

定員：先着 12名 
講師：中田 有紀 氏（ピアノ講師） 

山岡 恵 氏（下切町在住）
参加費：1,000 円

～ 市民のやりたい気持ち応援講座 ～

今年も花苗の準備が出来ました！
持って帰る際には、職員に一言声をかけて 
くださいね。 

※ 詳しくはチラシをご覧ください。

５月のロビー展示は、鈴木多技子さん（小
渡町）よる「ポーセレンアート」の作品で
した。どの作品もとても華やかなデザイン
で、来館者のみなさんが足を止め見入って
いました。 
６月は三浦幸博さん（杉本町）による写真
展示です。お楽しみに！

～お知らせ～

５ （公財）豊田市文化振興財団



材料費 1,000 円
～1,200 円 

①10:00～11:00 
②11:00～12:00 

６

旭マルシェ「あさひ照ラス」と同日開催です！

７月１８日（日） 10：00～14：00
【会場】旭交流館

※新型コロナウイルスのまん延状況により中止となる可能性があります。ご了承ください。

・風車づくり       ・えりママパン 
・絵本の読み聞かせ    ・すぎん工房 
・つくば元気クラブ    ・てくてく農園販売 
・みこらぼすいーつ    ・木工雑貨販売、体験 
・かふぇコーナー 
・ぬくもりの里（フードドライブ）
・苗、本、体操服のおすそ分け          他 

楽しいイベントが盛りだくさん！！ぜひ遊びに来てね♪

10:00 
～12:00 

材料費 1,000 円

体験料 無料

コーディネーション
トレーニング

①10:00～11:00 
②11:00～12:00 

※上記３つは事前申し込みが必要です。交流館にお問い合わせください。

・旭観光協会（観光協会窓口にて） ・ぬくもりの里（ブースにて）
・旭交流館（事務所窓口にて）

3つ集めて賞品をもらおう‼

（公財）豊田市文化振興財団


