
旭地区の人口と世帯数（令和４年４月１日現在） 
人   口    ２，４２２名 （前月比-１９人）

世 帯 数      １，０３２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４年度(４月３０日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

０組  ０名 

８２組１９３名 

島崎町の矢作川河川敷で鯉のぼりが大空を泳ぐ姿は、季節の風物詩となっています。 
今年も小渡商工観光会の皆さんにより２８本の鯉のぼりが立てられ、爽やかな風に色とりどり
の鯉がたなびく様子は、通りかかる人の目を楽しませてくれました。 
子どもの健やかな成長を願って飾られる鯉のぼり。新緑を背に舞い泳ぐ姿は、子どもばかりで
なく全ての人に健康で明るい生活をもたらしてくれるかのようです。

屋根より高い
こいのぼり♪ 

島崎公園上空に舞う

※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。 豊田市 支所だより 検索

１

鯉のぼり譲ってください
旭観光協会では、ご家
庭で不要となった鯉のぼ
りの寄付をお願いしてい
ます。 
譲っていただける方は
旭観光協会（電話６８-
３６５３）へお問い合わ
せください。



笹戸自治区長
宇井 清司

敷島自治区長
後藤 哲義

小渡自治区長
田村 重幸

会長
浅野自治区長
稲垣 辰郎

副会長
築羽自治区長
安藤 国博

林 義治
（榊野町） 

板倉 小夜子
（杉本町） 

秋野 茂
（小渡町） 

安藤 錬三
（須渕町） 

■旭地区区長会

稲垣 雅子
（浅谷町） 

【区長会の役割】 
●自治区を核とする地域、人づくり 
●自治区相互の情報共有 
●行政機関等との連絡、調整

梶 昌樹
（伯母沢町）

■第９期旭地域会議（会長：林 義治、副会長：板倉小夜子）

宇井 幹尚
（笹戸町） 

後藤 洋介
（田津原町）

令和４年度 新体制で地域づくりに取り組みます！

鳥居 信宏
（杉本町） 

２

長澤 壮平
（東萩平町）

地域の話題 

成瀬 裕
（下中町） 

増田 尚子
（旭八幡町）

柳井 清一郎
（池島町） 

籔下 隆
（小渡町） 

渡邉 さとみ
（太田町） 

（敬称略）

【地域会議とは】 
●１中学校区に１つ設置され、地域住民が地域
課題解決に向けた話し合いをする組織です。
【地域会議の役割】 
●市からの諮問に対する答申 
●地域の課題を解決するための市への提言

（任期：令和４年４月１日～令和６年３月 31日） 



5 月 16日(月)から 
利 用 で き な い 
施設・期間（予定） 

第１バーベキュー場：～８月 15日（月） 
第２バーベキュー場：～7月末、8月 14日（日）～10月末 
バンガローエリア ：～10月末 ※変更の可能性があります

３

旭にラリー大会がやってくる！

世界ラリー選手権大会を開催します

公道で行われる自動車競技「ラリー」世界最高峰の大会、FIA 世界ラリー選手権。豊田市を含
む愛知県・岐阜県の６市町（豊田市、岡崎市、新城市、設楽町、恵那市、中津川市）において 11
月 10日（木）～13日（日）の 4日間で計画されています。2020年開催から計画され、新型コ
ロナウイルス感染症の影響をうけ２年間開催を断念してきましたが、今年こそは開催できること
を願い準備を進めています。 
旭地区でも走行が予定されており、美しい紅葉の中を走るラリーカーが見られます。観戦エリ
アやチケットの販売については、順次お知らせしていきます。 

旭高原元気村では、老朽化したバンガローを取
壊し、キャンプなどのアウトドア活動が楽しめる
「キャンプデッキ」を新設します。再整備に伴い、
一部の施設が利用ができなくなります。より皆さ
んに楽しんでいただける施設となるよう整備を進
めていきます。 

●問合せ 旭支所 地域振興担当 ☎68-2211

昨年度開催「フォーラムエイト セントラルラリー」旭高原SSにて 

●問合せ 旭支所 地域振興担当 ☎68-2211 

愛知県・岐阜県のコースの魅力のひとつは、細く、急なアップダウンのある山道。ドライバー
の運転テクニックが光ります。また、リエゾン（競技コースまでの移動区間。ラリーカーは法定
速度で移動します）では日本の原風景のような景色が見られるため、リエゾンの風景を楽しみに
している選手や観客も多いのだとか。

●観戦エリアへの入場は、事前にチケットの購入が必要です。 
●リエゾンでラリーカーを見ることもできます。場所などが決まりましたらお知らせします。 
※地域内の道路に一部規制がかかることがあります（事前に告知します）。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

再整備予定のバンガローエリア



足助消防署旭出張所からのお知らせ

・足助消防署旭出張所【浅谷町】 ・旭交流館【小渡町】 ・旭中学校【杉本町】

・敷島小学校【杉本町】 ・杉本こども園【杉本町】 ・旭総合体育館【下切町】

・小渡小学校【下切町】 ・小渡こども園【下切町】 ・旭高原自然の家【小滝野町】

・旭高原自然活用村(きらめき館)【旭八幡町】 ・矢作ダム管理所【閑羅瀬町】

・老人憩いの家あさひ荘【加塩町】 ・老人福祉センターぬくもりの里【池島町】 

・農村環境改善センター築羽会館【槙本町】 ・農村環境改善センター敷島会館【杉本町】

・ＪＡあいち豊田旭支店【小渡町】 ・森下医院【小渡町】

・旭工業株式会社【杉本町】 ・三濃建設株式会社【浅谷町】 ・株式会社 榊建設【野町】

・松寿建設株式会社【時瀬町】 ・安藤工務株式会社【島崎町】

・笹戸カントリークラブ クラブハウス【大坪町】     ・ゴルフ倶楽部 大樹 旭コース【浅谷町】

・笹戸カントリークラブ コース管理事務所【大坪町】 

※詳しくは、豊田市ホームページをご覧ください。 

知っておきましょう！  

『もしも！の時のために・・・』 

旭地区の AED 設置場所

のご案内です。

【運 行 日】平日（月～金曜日）
※祝日及び１２月２９日～１月３日は運休します。 

【運行時間】午前９時～午後８時（乗車時刻）
【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。 
【利用料金】大人１回２００円 ／ 小人（小学生）１回１００円 ／ 未就園児 無料

旭コッキーバス（予約バス）をご利用ください。

＜予約バスとは・・・＞

予約センター ☎０１２０－８１－４９９７

➀ 電話予約で ②主に旭地域内のバス停間を ③希望する時間に行き来できます。

知っておきましょう！  

『もしも！の時のために・・・』 

旭地区のAED設置場所

のご案内です。

４

お問い合わせ   
足助消防署 旭出張所 
（☎ ６８－１１１９）



５

スポーツ健康部会長
森下 固

少しでも地域の皆さんが元気になれるような
行事を予定しております。コロナ感染防止対策
を取りながら、お子様からお年寄りの方までが
参加できるように努めていきます。皆様の参加
をお待ちしています。 

福祉部会長
鈴木 幹夫 

今年度も次の４つの講座を計画しております。
①健康づくり講座 ②消費者被害未然防止講座 
③回想法講座 ④家族信託セミナー講座 
実施日や詳細は未定ですが時期が来ましたらチ
ラシなどで案内をいたします。皆様の参加をお待
ちしています。 

スポーツ健康部会 
【ボッチャ大会】
日 時：７月 10日（日）午前 9時 30分～正午
場 所：旭総合体育館
対象者：どなたでも
定 員：30名 
参加費：無料
持ち物：運動のできる服装・体育館シューズ・ 

水筒・タオル 

※詳しくはチラシをご覧ください 

◇事業のお知らせ ◇広報部会より 

広報部会長
後藤 芳文 

今年こそ、旭地区コミュニテ
ィの数多くの事業、元気な旭地
区の様子をお届けできればと
思います。旭地区内の取材にお
伺いさせていただきます。部員
を見かけたらよろしくお願い
します。 

コロナ禍での「密閉」「密集」「密
接」を避けながら工夫し、限られ
た活動にはなりますが、いくつか
の行事を計画しています。活動に
ご理解、ご協力、ご参加をいただ
けますと幸いです。一年間よろし
くお願いいたします。 

文化部会長
原田 公夫 

青少年育成部会長
岡山 尚子 

旭の子どもたちが大好きで
す。イベントの減少で素敵な笑
顔に出会えないのはとても残
念ですが、できるだけ多くのイ
ベントが実施できることを願
っています。ご協力よろしくお
願いいたします。 

『旭地区コミュニティ会議だより』を担当
します、広報部会です。１年間このメンバー
でコミュニティ事業の発信をしていきます。
しくお願いします。

旭地区コミュニティ会議

会長 稲垣 辰郎

私が旭地区コミュニティ会議に関わったのは、文化部会が初めてだったと記憶
しています。体育館のゴムマット敷きに始まり、歌舞伎の舞台づくり、展示物の
運搬、椅子やテーブルの片付けなど…とても大変だったことを覚えています。
初めて出会う方もいらして緊張もしましたが、共同作業をする中で、何かを成し
遂げる楽しさを実感できたことも事実です。ここ数年コロナの影響で思うような
活動はできませんが、このような時にこそコミュニティ活動の本質について話し
合い、時代に合った活動のあり方を模索したいと思っています。

令和４年度 旭地区コミュニティ会議会長・部会長の紹介



藪こぎ探検隊 
開催日 ： 6 月 11日（土） 
行き先 ： 大垣内城（おおがいとじょう） 
     古神明館（こじめやかた） 
申込み・問合せ ： 青木貴子（伊熊町）

☎68－1768 
※留守番電話に名前・電話番号・「○○市
○○町」までの住所を録音してください。
締 切 ： 6 月 7日（火） 

ミステリー読書会 
日 時 ： 6 月 18日（土） 

午前 10時～11時 30分 
申込み・問合せ ： 長澤志穂（東萩平町）
         ☎090-4422-3250

                                 （公財）豊田市文化振興財団

☆ワークショップ☆ 
・小原和紙の手すきハガキ
・メタルスプーン＆フォーク
・ヒノキの輪切り時計

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 

～市民のやりたい気持ち応援講座～

年間スケジュール予定

開催日時：7 月18 日（月・祝）  
午前 10:00～正午

★出店者募集中★ 

作品        出展者 

６

(敬省略)

５月   写真        三浦幸博 
６月   俳句        安藤三千代 
７月   ちりめん      稲垣由美子 
８月   筆文字       山岡恵 
９月   和紙書道      佐藤友泰 
10 月   あさひまつり文化作品展 
11 月   絵画              小池正己 
12 月   みこらぼスイーツ  池野早苗 
1 月   未定        鈴木多技子
2月    己書              富永麻衣子 
3 月   書・絵画      板倉小夜子 

4 月のロビー展示は鈴木多技子さんによ
る「ポーセリンアート」でした。鮮やかな
色使いが素敵でした。 
5 月は三浦幸博さんによる「写真」を展示
します。ぜひご覧ください。

交流館1階の和室を子育てスペースとし
て開放しています。 
遊ぶのはもちろん、おむつ替えや授乳・
おやつタイムにと広く活用していただけます。
お気軽にお声かけください。 

【家庭菜園入門講座】 
～てくてく学ぼう！楽しい自給～

日 時：7月 9日（土）午前 10時～11時 30分 
定 員：先着 15名 
場 所：榊野公会堂 
参加費：300円 
※詳しくはチラシをご覧ください。

※事前申し込みが必要です。 
      詳しくは、別紙チラシをご覧ください。 

締切 5月 29日（日）午後 5時まで

あさひまるけ


