
旭地区の人口と世帯数（令和４年５月１日現在） 

人   口  ２，４１７名 （前月比 ‒５人）

世 帯 数    １，０３３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４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 

８２組１９３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１

５月１１日（水）、清流の女王とも呼ばれるア
ユの友釣りが矢作川上流で解禁され、この日を
待ちわびた大勢の釣り客が小渡地区を訪れまし
た。島崎公園周辺では、解禁を待ちきれない愛好
家が前日から車中で泊まり込む姿も見られるな
ど、大いににぎわいを見せました。
各地から集まった太公望が、新緑を背に釣り
糸を垂らす様は、初夏の風物詩となっています。

“清流の女王”求め、水の郷・旭に集う釣り師。



豊田のまちに色鮮やかに咲く、市民参加型のまつり。踊る人も観る人も、心躍り熱くなる、
豊田の夏の風物詩です。 
【日時】7月 3日（日）午後２時～６時３０分
    おいでん踊り 午後４時３０分～
【場所】旭支所駐車場（小渡町）

雨天時：旭総合体育館（下切町）
【見どころ】
○涼やかな風と風鈴の音色
○笹戸わ太鼓によるオープニング
○Ｓｔａｒ☆Ｔミニライブ 
○大道芸人ブンブクのパフォーマンス 

各自感染防止対策を実施の上、密を避けながらご参加ください。 
車でお越しの際は、「旭総合体育館駐車場」「小渡中央広場駐車場」をご利用ください。
その他詳細については、おいでんまつり公式ホームページでお知らせします。 

地域の話題 

≪マイタウンおいでん≫ 

「あさひ風鈴まつり」を開催します！ 

がっていました。…… が、今ではそんなイベントもなく、普通の河川敷です。 
そんな場所に 3、4年前から、若者や家族連れのキャンパーが集まり、土曜の夜には河川

笹戸自治区の話題 今回紹介するところは、「笹戸河川敷」です。 
今から１８、９年前までは、夏の花火大会で盛り上

敷の駐車場が
いっぱいにな
るほどの人気
ぶりです。 
皆さんも河
原でのキャン
プを楽しんで
みませんか。

「笹戸河川敷」の様子

２

（笹戸自治区から
の投稿記事） 



令和４年度「わくわく事業」交付決定！

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

むすびめ旭 
（鈴木 啓佑）

横のつながりづくりによる少数化社会の自治力向上事業［新規/1,000,000 円］
人と人との横のつながりをつくり、課題や要望などの情報共有と協力体制を 
促すことで、少ない人口でも地域の強い自治力を維持し、「地域が助け合い安
心して暮らせるまち 旭」を目指す。/旭地区

広畑さとやまプロジ
ェクト（三嶋 秀樹）

広畑 さとやまプロジェクト［新規/1,000,000 円］ 
間伐や伐採を実施し、景観や日当たりをよくするとともに、伐採した付近を公
園として整備し、より過ごしやすいまちを目指す。/小渡町 

しきしま重点プロジェ
クト推進チーム 
（鈴木 辰吉）

しきしま重点プロジェクト推進事業［新規/1,000,000 円］ 
「しきしま♡ときめきプラン 2020」に定めた 3つの重点プロジェクトを前進
させ、地域自治先進モデルを構築するための取組を推進する。/敷島自治区

幸せの黄色いハンカ
チ運動の会 
（安藤 幸典）

安否確認旗の活動［継続 2回目/85,000 円］
大坪町内の各戸に旗を設置して町民相互の安否確認を行い、「助け合い」「連 
帯」意識を高めるとともに、犯罪の抑止につなげる。/大坪町 

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 3 回目/310,000 円］ 敷島会館敷地内でプレーパークを開催し、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

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 3回目/297,000 円］ 
「あさひこねくしょん！」をテーマに、旭マルシェへの参加（足湯・古着リメ
イク小物販売等）や自治区の清掃活動への参画を行う。/旭地区

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 4回目/994,000 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

旭もくもく会 
（伊藤 浩二） 

旭の木を使おまい事業［継続 4回目/443,000 円］
地域産材を活用し、旭マルシェ会場に販売施設３棟とベンチを設置する。旭マ
ルシェ会場等で木工ワークショップを開催し旭産材を PRする。/旭地区

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 5回目/352,000 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。地域材を利用した木工ワークショップの開催。/旭地区

惣田花樹の会 
（三宅 貞夫） 

地域性を活かした景観向上事業［継続 7回目/187,000 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永続していく。/惣田町

あさひ根っ子の会 
（林 冨造）

林育推進事業［継続 7回目/288,000 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。農林業をはじめとする
産業や、観光や地域の伝統的な文化に触れる活動に取り組む。/旭地区

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８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、将来の中山間地域への移住に結び付ける。/旭地区 

■令和４年度旭地区のわくわく事業団体

5 月７日(土)、旭交流館で「令和４年度わくわく事業
公開審査会」が行われ、申請のあった１２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 



・体内に熱がこもりやすい。 
・のどの渇きを感じづらくなる。

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＞

足助警察署からのお知らせ
足助警察署 電話 ６２－０１１０

「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、各自治区長までご相談ください。 
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設置されるバス停の利用開始
は、令和５年４月を予定していますのでご了承ください。

～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４年８月9日（火） 
●問合せ 豊田市役所 旭支所 市民生活担当 電話６８－２２１3

６月２８日（火）から受験案内を配布しています。お気軽にお問合せ下さい。 

足助警察署警務課住民サービス係 又は 採用センター直通電話 052-961-1479 

・警察官（第２回大学卒業・第２回高等学校卒業程度）
 試験日 ：９月１８日（日） 受付期間 ：８月 ８ 日（月）～ ２９日（月） 

・警察職員（第２回高等学校卒業程度）
 試験日 ：９月２５日（日） 受付期間 ：８月１５日（月）～ ３１日（水）

警察官
警察職員 
 募集

足助消防署旭出張所からのお知らせ  ～ コロナ禍での熱中症に注意 ～

マスク着用の結果

運動不足で筋肉量が減ると、 
体内に蓄えられる水分量が減る。

コロナ禍では、

熱中症の危険

性が高くなる ‼

・部屋の風通しを良くする。
・のどが渇く前にこまめに水分補給する。
・エアコンや扇風機を利用する。
・温度と湿度に注意する。
・栄養や睡眠をきちんととる。 
・自分に合った運動を心掛ける。 
・涼しい服装を心掛ける。 
・外出時は、日傘や帽子をする。

～熱中症の予防～
問合せ先  

足助消防署  

旭出張所 

☎６８－１１１９ 

外出自粛の結果

旭 コ ッ キ ー バ ス （ 予 約 バ ス ） を ご 利 用 く だ さ い‼ 
予 約 セ ン タ ー ☎ ０ １ ２ ０ － ８ １ － ４ ９ ９ ７



日 時：7月 23日（土） 
午前 9時 30分～11 時 30分 
午前 9時～ 受付開始 

場 所：築羽会館
定 員：50名 
対 象：どなたでも
参加費：無料
※詳しくは、差込チラシをご覧ください。 

【健康づくり講座】福祉部会
藪こぎ探検隊 

日 時 ： ７月 13 日（水）午前9時～
行き先 ： Ａコース（一色城・川折城） 

後藤正氏同行
           ※旭支所集合 

または 
Ｂコース（物見平） 

※白石バス停集合 
※行き先は、6月 11 日（土）に決定します。
持ち物 ： 弁当・飲み物 
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 ： 7月 10日（日）

５ （公財）豊田市文化振興財団

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 

旭地区コミュニティ会議からのお知らせ 

日 時：8月 20日（土） 
午前 10時～正午 

定 員：10組 
場 所：旭高原自然の家

詳しくはこちらを 
ご覧ください→→→ 

日 時：7月 10日（日） 
午前 9時 30分～正午

場 所：旭総合体育館
定 員：30名 
対 象：どなたでも
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 

【ボッチャ大会】スポーツ健康部会

落語と健康講座でのばせ健康寿命！

5月のロビー展は三浦幸博さん 
（杉本町）による「写真」の展示 
でした。色鮮やかで、臨場感あふ
れる作品は来館者のみなさんの目 
を楽しませていました。 
6 月は安藤三千代さん（榊野町）による「俳句」の 
展示です。どうぞお楽しみに☆



小原和紙の
手すきハガキ作り
午前10時 10分～

11時 40分
参加費 550円

【事前申し込み】

メタルスプーン
＆ 

フォーク作り 
午前10時 20分～

11時 50 分 

定 員 10組 20名
参加費 800円

対象者 小学生以上 
（小学生は親同伴）定 員 10 名 

対象者 小学３年生以上

ヒノキの輪切り
時計作り

午前10時 30分～正午

参加費 1,800円 
定 員 10 名 
対象者 中学生以上 
【事前申し込み】

【事前申し込み】

午前 10 時～正午

ぬくもりの里 
 包括支援センター 

相談窓口、健康チェック
募金活動

歯科衛生士
    による 
お口の相談室 
口腔に関する相談 
歯科用品の販売

むぎちゃん
と 

まめちゃん 
布小物、野菜販売 

みこらぼ 
すいーつ 

お子様でも簡単に
できるよ 

※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。

knitnpot 
ニッティンポット 

あみぐるみの販売 

あ     き や 
當たり木家

木工品販売 

木工品、苔玉販売 
苔玉作りコーナー

豊四会 
ほうしかい 

竹細工 
展示・販売など

せとこま・窯 
風鈴ワークショップ
せと物販売 

スイーツデコ体験 
キット販売 

（公財）豊田市文化振興財団

/
（ 月・祝 ）

会場：旭交流館 
詳しくはHPを
ご覧ください 

就園児対象
コーディ
  ネーション 
トレーニング 

○み工房 

６

まるみ 


