
旭地区の人口と世帯数（令和３年８月１日現在） 

人   口    ２，４９３名 （前月比 ‒２人） 

世 帯 数      １，０４９世帯（前月比 +１世帯）

空き家情報バンク制度による移住実績

令和３年度(８月３１日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

１組  １名 

８１組１９１名 

この日は、旭交流館で「おどの夢をかなえる会」の鈴木さんから絵付け指導を受けた後、風鈴寺
（増福寺）へ奉納しました。コロナ禍ではありますが、学生たちは今後も可能な範囲で活動を続け、
若い力で旭地区を盛り上げてくれます。

８月６日（金）、愛知学泉大学の学生１９名が
小渡町を訪れ、夢かけ風鈴の絵付け体験と奉納
を行いました。これは平成２８年度から始まっ
た「旭地区へのボランティア活動」の一環とし
て、旭地区でまちづくりに取り組む団体の活動
などに学生が参加するものです。

※あさひげんき通信は豊田市ホームページからも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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紙製のプラネタリウムを作り、星空の観察を行う
体験です。参加者は星空の描かれたキットに、星の
明るさに応じて大きさを変えた穴をあけ、点灯させ
た穴から見える光に歓声をあげていました。暗い部
屋では周囲に星空が投影されます。大型望遠鏡「ミ
ラッセ」での天体観測や講師のお話もあり、参加者
たちは旭高原の星空を満喫していました。 

旭高原元気村で、夏の思い出がたくさんできました！

今年も新型コロナウイルス感染予防で、多くの人が集まる催しの開催が難しい夏でしたが、募
集人数を減らしたり、消毒を徹底するなどの対策を行ったうえでイベントを実施しました。新型
コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインにより、限られた中ではありましたが、旭高原の自然
を満喫できる思い出ができました。 

ブルーベリーの収穫とジャム作り体験７月、８月の３日間 

プラネタリウムを作ろう 

今年で３年目の開催となるイベントです。人
気が高く多くの申し込みがありました。抽選で
選ばれた参加者は、色づいたブルーベリーを枝
から一粒一粒選びながら収穫し、煮詰めてジャ
ムを作りました。できたての甘酸っぱいブルー
ベリージャムをたっぷりとソフトクリームに
かけ、美味しく試食することができました。 

７／１８、３１ 

地域の話題 

ライトトラップは、夜に投光器を使って昆虫を
集め、観察する催しです。計４日間で６０名ほど
の方が参加しました。昼間は旭高原内を歩きまわ
って昆虫を探し、暗くなってからは、仕掛けてあ
ったライトトラップに集まった昆虫の観察をしま
した。各日ともクワガタムシが姿を見せ、多い日
は１０匹ほどが光の中を飛び交いました。 

２

ライトトラップ講習会 ７月、８月の４日間 



©2021『僕と彼女とラリーと』製作委員会

１１月開催の「FIA世界ラリー選手権 第12戦 フォーラムエイト・ラリージャパン 
2021」の開催地である豊田市・恵那市を舞台に、過去の確執と向き合い乗り越えよう
とする若者の “新たなチャレンジ” と ”故郷の仲間たち” との繋がりを、移り行く自然
豊かな美しい四季折々のオールロケで描き出す心あたたまるヒューマンストーリー。
WE LOVEとよたスペシャルサポーターのガンバレルーヤ・よしこさんも出演していま
す。１０月１日（金）から全国の映画館で公開。イオンシネマ豊田KiTARAでは、９月
２４日（金）から先行公開を実施！チケットはムビチケにて発売中です。映画を観て、
おなじみの風景を見つけてください♪ 
詳しくは、 公式サイト：bokukano-rally.com

『僕と彼女とラリーと』10 月 1 日（金）全国ロードショー

３

７月１０日（土）、旭もくもく会は、
愛知学泉大学の学生９名を迎えて、旭マ
ルシェの会場にもなっている旧松坂屋
（GS 跡地）のコンクリート壁を杉板で
覆う作業を行いました。学生たちは板の
切り方、釘の打ち方、電動工具の使い方
のコツを教えてもらい、塗装までの作業
の大半を担い、とても熱心に取り組んで
いました。９月中には、全て張り終え、
会場を木のぬくもり漂う空間にしてく
れることでしょう。

旭 も く も く 会

～わくわく事業団体活動紹介～ 

「旭地区へのボランティア活動」の一環で、杉板を

張り付ける作業を熱心に取り組む大学生たち 

僕と彼女とラリーと 検索



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】

浅野自治区の話題

■講座内容 
豊田市役所 市民課の職員がマイナンバーカード 
の概要や利用例について説明に伺います。また、 
希望者には、顔写真の撮影などを行い、その場で
マイナンバーカードの申請を受付します。 

■対象・開催時間 
 申請希望者が１０名以上いるグループ 
（豊田市に住民登録がある方に限る）。
 平日９時～１６時で１～1.5 時間程度 ※人数による（応相談） 

「マイナンバーカード出前講座」について

＜ 知ろう！作ろう！マイナンバーカード＞

■申込み・問合せ 
豊田市役所 市民課 マイナンバーカード交付窓口 
電話番号：３４－６７７３ ＦＡＸ：３７－１６１７ 

ご興味のある方は、お電話等でご相談ください。 マイナちゃん 

5 月３０日（日）、下切町内会の皆さん２１名が県道１１号
豊田明智線の土手（下切島崎集会所前から日の出橋間）で、
特定外来生物のオオキンケイギク駆除作業を行いました。近
年国内での繁殖拡大が問題視され、市役所環境政策課も「根
っこごと引き抜いてください！」と、駆除を呼びかけていま
す。下切町地区も年々黄色の花が目立つようになり、昨年か
ら駆除の計画をしてきました。当日は３時間に及ぶ作業の結
果、豊田市の可燃ゴミ袋（大）１５０袋超えのオオキンケイ
ギクを駆除することができました。（浅野自治区からの投稿記事）

４

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、今年度も中止とさせ
ていただきます。 
毎年開催を楽しみにされている皆さま方には大変ご迷惑をおかけ
いたしますが、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 

町内会の皆さん

夢渡野会より「夢渡野 ＪａｚｚＬｉｖｅ」中止のお知らせ

駆除作業をする



秋は、ツキノワグマの活動が活発になる季節です。 
大切なことは、クマを集落に近づかせないことです。放置
されているカキの実は、クマをおびき寄せてしまう原因の一
つになりますので、早めの収穫をお願いします。 
そのほか、薄暗い時間帯に出歩いたり一人で山に行くこと
を控えること、鈴や携帯ラジオなどを鳴らすことなどを心が
け、不意にクマと出会うことを未然に防ぎましょう。

カ キ の 実 は 、 早 め に 収 穫 し て く だ さ い ！

～  渡すな危険！ キャッシュカード‼  ～ 

●常時留守番電話設定にしておき、相手を確認してから電話に出る。
●ナンバーディスプレイや迷惑電話防止機能が付いた電話機を使用。 
●迷惑メール対策機能アプリを活用。 
●相手の身分を疑う。（一度電話を切り、正しい電話番号を調べる。）
●金銭要求のメールや封書に記載の連絡先には、絶対連絡しない。 
●第三者に、現金やキャッシュカードを絶対に渡さない。
●キャッシュカードの暗証番号を、絶対に教えない 
●万一に備えて、キャッシュカードの利用限度額を引き下げておく。
●宅配便、レターパックなどで現金を送らない。（現金送金不可）

５

特殊詐欺にご注意を！  ◎ 被害に遭わないために ◎ 

●普段から、家族や地域で「特殊詐欺」の話をするなど、コミュニケーションの強化を図る。 

● システムの内容 ●

足助警察署 電話６２－０１１０足助警察署からのお知らせ

豊田市消防本部は、令和３年４月３０日
から、災害現場の状況を音声のみの通報よ
りも正確に速く把握できるようにするた
め、動画による１１９番通報システムを導
入して運用を開始しました。 

スマートフォンの電話機能を使った
１１９番通報を受付けした後、指令室から
通報者のスマートフォンにＵＲＬ付きの
ショートメールを送信します。そのＵＲＬ
に通報者がアクセスすることにより、以下
のことができるようになります。

動画による１１９番通報システムが導入されました！

● 通報者がスマートフォンで撮影した動画等を指令室へ送信
● 通報者は指令室から送られる応急手当方法の動画等を受信

※ 動画等の送受信にかかるパケット通信料は
通報者の負担になります。

豊田市消防本部からのお知らせ 豊田市消防本部指令課 電話 35-9724

●問合せ 市役所 旭支所 地域振興担当 電話６８－２２１１



交流館 本館３階 第１大会議室は、
９月１日から 
土足禁止  から  土足のまま利用
に変更になります。 

旭地区コミュニティ会議からのお知らせ 

交流館の和室を子育てスペース
として開放しています。 
絵本を読んだり、おもちゃで遊ん
だりはもちろん、おむつ替え、授乳、
おやつタイムにと広く活用してい
ただけます。 
是非お気軽にお声かけください。

（公財）豊田市文化振興財団

６

８月のロビー展は、槙本町の浅井鏡治さんによる
竹工芸でした。 
精巧緻密な各地の城郭やユーモアあふれる作品
は、来館者を魅了しました。
９月のロビー展は、板倉小夜子さんによる「水彩
画」です。どうぞお楽しみに！！

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

７月２７日（火）、
後藤 正氏（小原地区
在住）を講師に迎え、
「これは堀切？」「信
仰の場だったので
は？」などと意見を
交わしながら、伊熊
神社と加塩城を探検
しました。 

～市民のやりたい気持ち応援講座～

７月３１日（土）、消費者被害未然防止講座が開催され、豊田市消費生
活センターの神谷さんによる講演と笑劇波による寸劇、漫才師ファニーチ
ャップによる漫才が行われました。 
 神谷さんの講演では、豊田市消費生活センターによくある問合せの事例
を踏まえ、地域の皆さんへ注意が呼びかけられました。

 だます手口などを取り入れた面白い寸劇や漫才により、参加された皆さん
はお腹を抱えながらも聞き入っていました。地区内にも多くの不審電話が掛
かってきているようですので、お互いに声を掛け合いながら、だまされない
ようにしましょう！！

【日本・中国・韓国 ここが違う！】
～歴史・文化を知ればみえてくる～

７月２４日（土）、参加者は長澤志穂氏（大
学講師・東萩平町）
の講義に熱心に聴
き入り、「点と点
が、線や面になっ
たような感じ。」と
受講後の感想を述
べていました。 

【旭の山城探検】

９月６日（月）に予定しておりました「Ｗあさひ交流ゴルフ大会」は、延期となりました。


