
旭地区の人口と世帯数（令和３年７月１日現在） 

人   口    ２，４９５名 （前月比 －１４人）

世 帯 数      １，０４８世帯（前月比 －５世帯）

空き家情報バンク制度による移住実績

令和３年度(７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 

！ 笑劇波「劇
げ き

凸
と つ

ライブ in 旭」

※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

た。旭地区の皆さんに笑いを届けて健康になってもらおうと、喜劇団・笑劇波により企画された
ものです。漫才から始まり、旭中サンライズプロジェクトから誕生したキャラクター「さんさん
旭さん」や地域住民の方も役者として数多く登場。老舗のうなぎ屋を舞台に、旭地区の話題を随
所に盛り込んだオリジナル喜劇は、会場を大いに沸かせました。出演する家族や知り合いの芝居
を観ようとたくさんのお客さんが集まり、賑やかなライブとなりました。

検索

※感染症対策を実施したうえで開催しました。

１

７月２４日（土）に、つくラッセル（旭八幡町）で笑劇波「劇
げき
凸
とつ
ライブ in 旭」が開催されまし

出演者の皆さん



ブルーベリー狩り（伊熊のわくわく農園）の様子 

２

川の生物調査（小渡小学校） ～ 準絶滅危惧種 ニホンイシガメ発見！ ～

ニホンイシガメの解説に聞き入る児童たち

６月３０日（水）、小渡小学校の
３・４年生が、学区内を流れる「介

けん

木
ぎ
川
がわ
」の生物調査を行いました。た

も網をうまく操り、ヨシノボリやサ
ワガニの子蟹、ヤゴ等を捕獲しまし
た。今回の調査では準絶滅危惧種の
ニホンイシガメの子亀も見つかり、
市職員の解説に、児童たちは目を輝
かせて聞き入っていました。

梅雨晴れの６月２８日（月）、地域
の良さを再確認するため、敷島小学校
の全校児童が縦割り班で学区内を歩い
て巡りながら、ブルーベリー狩りを楽

しみました。「貞観杉
じょうかんすぎ

」では由来や歴

地域の話題 

史の説明を聞き、各々のポイントでク
イズに答えたりと、高学年が低学年を
気遣いつつ、緊急事態宣言で延期され
ていた野外活動を満喫していました。

７月１４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。まずは２０２１年からの「旭地区まちづくり計画」や、移住・定住施
策について旭支所職員から話を聞き、その後グループに分かれて、旭に暮らす良さや課題などを
考えて意見を出し合いました。今後は地域の方たちへのインタビューや情報収集を行い、旭暮ら
しの魅力を発信する方法を考え、行政へ提案していけるよう取り組んでいきます。



豊田市役所旭支所への電話は ●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】

旭地区も登場！ クラウドファンディングにご参加ください 

【特典】前売鑑賞券、オンライン舞台挨拶、オフショット写真、 
    ステッカーなど、クラウドファンディングのコースにより異なります。

©2021「僕と彼女とラリーと」製作委員会 

３

昨年旭地区でも撮影のあった、ラリーをテーマにした映画が10月に公開予定
です。現在、公開館数を増やすためのクラウドファンディングを実施中です。
美しい風景と感動の物語を多くの場所へ届けるため、参加してみませんか。 

【問合せ先】 経営戦略課 電話 ３４－３３６０

 ※ 詳しくはクラウドファンディング応援サイト（https://motion-gallery.net/projects/bokukano-rally）
をご覧ください。

旭の夏の風物詩 小渡夢かけ風鈴 展示中 

７月１８日（日）から、小渡夢かけ風鈴が始まり
ました。小渡商店街や風鈴広場では、涼やかな風鈴
の音色が響きわたり、風鈴を展示する通りには朝顔
も植えられています。風鈴は
８月３１日（火）まで飾られ、 
期間中は写経や座禅、風鈴の
絵付けや工作などの催し物を 
楽しむことができます。

【問合せ先】 旭観光協会 電話 ６８－３６５３（午前９時～午後５時 / 月曜定休） 



敷島自治区の話題
とある場所？の『どこでもドア』

みなさんは、「ドラえもん」の秘密道具といえば何を思いつ
きますか？タケコプター、タイムマシン、スモールライト… 
せわしい世の中やっぱり「どこでもドア」ではないでしょうか。
なんと「どこでもドア」が敷島自治区のとある場所にあった
んです。写真を見て興味を持たれた方は、ぜひ探してみてくだ
さい。ドラえもんに会えるかもしれません。
ヒント：東萩平町地内のてっぺんだよ！（敷島自治区からの投稿記事）

旭地区の粗大ごみ収集日は毎月第１、第３水曜日です。収集希望日の１週間前までに
電話していただくか窓口でお申し込みください。

住所・氏名・電話番号・収集希望日・粗大 
ごみの品目・個数・大きさ（幅、奥行、高 
さ）をお知らせください。 
収集日、手数料、受付番号などを決めます。

粗大ごみ処理手数料納付券シールを購入し 
てください。購入したシールを粗大ごみに 
貼り、収集日当日の朝８時３０分までに自 
宅前に出してください。収集時の立会いは
不要です。

申込電話番号：６８－２２１３（旭支所）
受 付 時 間：午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

● 申込み・問合せ 豊田市役所旭支所 市民生活担当 電話 ６８－２２１3

『旭女性の会』貸衣裳 展示会のお知らせ

『旭女性の会』展示会の様子

昨年、新型コロナウイルスの影響で中止された旭女性の会
による貸衣裳の展示会が開催されます。 
振袖、留袖、訪問着など約３２０点の衣裳が展示されます。
ぜひ、お立ち寄りください。
展示された衣裳は貸し出しを行っています。

■日 時 ９月１１日（土） 午前９時～午後５時
９月１２日（日） 午前９時～午後３時

■場 所 豊田市小渡町船戸１５-１ 
（豊田市役所旭支所２階） 

■問合せ  旭女性の会 電話 ６８－２１５３ 
※お越しの際は外部階段をご利用ください。

※ 年末年始（１２月２９日～１月３日）の収集は行いません。

社会状況により、中止する場合もありますので、
お越しの際は事前にお電話でご確認ください。

僕、 

ドラえもん‼ 

４
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○1  
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非行の芽 はやめにつもう みな我が子 

 ～ 地域ぐるみで有害な環境をなくしましょう ～

◎ こんな態度は要注意 ◎ 
家出をする少年には、次のような兆候があります。
○ 言葉や態度が乱暴になり、家族との会話を避けるようになる。
○ 親の知らない友達が多くなり、親に隠れて連絡を取り合うよ 

うになる。 
○ 外出が多くなり、帰宅時間も不規則で、外泊することもある。
○ 金遣いが荒くなり、親に隠れてアルバイトをするようになる。
○ 服装等が派手になり、親の知らない高価な持ち物がある。 
○ 「学校（仕事）をやめたい」とか「一人暮らしをしたい」と 

言うようになる。

楽しい夏休みがやって来ました。
解放感や僅かな気の緩みから、深夜
徘徊、喫煙、家出などの不良行為を
行ったり、非行から補導されるケー
スがあります。非行や犯罪被害から
子ども達を守るために、夕食のひと
ときや休日等を利用して親子の対
話を増やしましょう。 

フリーダイヤル：０１２０－３４－０１７４
※ つながりにくい場合は、０５６５－３７－３５３０

（通話料がかかります）

近年、線状降水帯がもたらす大雨により、日本各地で毎年大きな被害が発生しています。
線状降水帯とは、複数の積乱雲が集合して線状に並んだもので、一部地域に停滞すると大きな
被害を発生させます。大気の状態が不安定になると、その状態を解消しようと上下の空気が混
じりあう対流が発生し、積乱雲が垂直方向に発達して短時間に局所的な激しい雨を降らせます。

市内各所に設置されている拡声器から速やかに
災害状況をお知らせします。放送内容を再確認した
い時は、テレホンサービスをご利用ください。

◎ 災害緊急情報を防災行政無線で 

お知らせします！ ◎

【問合せ先】 
足助消防署旭出張所 電話 ６８－１１１９

【問合せ先】 足助警察署 電話 ６２－０１１０ 足助警察署からのお知らせ 

『国などの行政困りごと相談』を行います

■日 時  ９月１５日（水） 午後１時３0分 ～午後３時３0分 
■場 所  豊田市役所旭支所２階 第１会議室 
■相談員  豊田市行政相談委員２人 
■内 容  国などの行政全般について、苦情や意見・要望等どこ 
      に相談してよいか分からない問題、複数の機関が関係 
      して、連絡や調整が必要な問題についても対処します。 
■その他  予約は不要です。相談は無料で秘密は厳守されます。 
■問合せ  市民相談課 電話 ３４－６６２６（直通） 

新型コロナウイルス感
染症の影響のため、中止
となる場合があります。
ご了承ください。

消防署旭出張所からのお知らせ～集中豪雨(線状降水帯)とは～



日 時  9 月 20 日（月祝）午前 9時～午後 4時 
内 容  枝巻きパンづくり、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  500 円 
定 員  15 名（先着順） 
申込み  受付中 

【陶芸体験】
お皿、カップ、小鉢 など 
作りたい物を決めてきてね♪ 
日時：10月 17日（日） 

午後 1時半～3時半 
定員：先着 10名 
講師：神尾 周治 氏 
参加費：2,000 円 

「旭ミステリー読書会①」
６月 26日（土）、アガサ・クリスティ
作品を題材に心ゆくまで語り合いま
した。
＊ホームページも 
開設しました。 
ぜひご覧ください。 

https://asahimystery.seesaa.net/

【蔵書票を作ろう】
「蔵書票」の魅力を知り、手漉き
和紙を使った蔵書票を作ろう。 
日時：10月 10日（日） 

午前 10時～正午
定員：先着 15名 
講師：佐藤 友泰 氏 
参加費：無料

７月 1日（木）から７月 31日（土）まで、
草の実俳句会さんによる俳句の展示を行い
ました。多くの人が足を止め、真剣に見入っ
ていました。 
8 月は、浅井鏡治さん（槙本町）による竹工
芸の展示です。お楽しみに！！

【旭ミステリー読書会②】
綾辻行人「十角館の殺人」の感想を
語り合った後は座談会。 
日時：10月 9日（土） 

午前 10時～11時半 
定員：先着 12名 
講師：長澤 志穂 氏 
参加費：無料

（公財）豊田市文化振興財団６

7月 18日（日）「夏のあさひ 
まるけ」が２年ぶりに開催さ
れ、気温 30度を超える夏空
のもと多くの人で賑わい、旭 
中学生が活躍してくれました。 

＊「あさひまるけ」の「まるけ」とは、「だらけ、まみれ」という意味の方言です。

※詳しくはチラシをご覧ください ～市民のやりたい気持ち応援講座～

～総合野外センターで 
思いっきり遊んじゃおう！～

青少年育成部会共催

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


