
旭地区の人口と世帯数（令和４年８月１日現在） 

人   口    ２，４１３人 （前月比 －１０人）

世 帯 数      １，０４０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４年度(８月３１日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

３組  ５人 

８５組１９８人 

※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/

旭の山あいに、大音響とともに大輪の花が咲く！ 

豊田市 支所だより 検索

８月 15日（月）、元号が令和になって初めて
の「旭やまびこ花火大会」が、小渡町の矢作川
沿いで開催され、約 2,000 人の観客で賑わいま
した。 
大小さまざまな花火の音が周りの山々に反響
する様は迫力満点で、来場者から歓声や拍手が
沸き起こる場面も見られました。
平成 30年に「第 13回奥矢作温泉郷花火大会
in あさひ」が開催された後、新しい時代を迎え
るにあたり「旭やまびこ花火大会」と公募によ
り名前を変えることが決まりました。しかしそ
れからの３年間は、台風や新型コロナウイルス
感染症など予想外の事態が続いたことから花火
大会を開催することができず、今回４年ぶりの
開催となりました。 
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豊田ルネッサンスライオンズクラブは、クラブ設立 30 周年を記念し、旭高原元気村へブラ

１０月３１日（月）まで、豊田市役所旭支所で旧旭
町が発刊した古い図書の割引販売を行っています。 
「旭町誌」や「あさひの民話」など６種の図書は、
いずれも１冊５００円で販売します。他にも無料で配
布する図書が１０種類以上あります。これらの図書を
旭支所で購入できるのは今回が最後です。ご購入希望
の方は旭支所の窓口までお越しください。  

問合せ：豊田市役所 旭支所 市民生活担当
（電話 ６８－２２１３） 

第１２回「夢
ゆめ

渡
ど

野
の

Jazz Live」のお知らせ

3年ぶりとなる「夢渡野 Jazz Live」を開催します。秋の夜長を Jazz とともに

日 時：9 月 25日（日）午前 10時から 
場 所：旭高原元気村（展望台前） 
問合せ：豊田ルネッサンスライオンズクラブ 

本
ほん
間
ま
（電話 090-1284-4567） 

    豊田市役所 旭支所 地域振興担当 
（電話 68-2211） 
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地域の話題 

旧旭町が発刊した文化財関係の図書の割引販売を行っています

日 時：10月 22日（土） 午後 6時から 
場 所：小渡神明神社境内（※雨天時は旭農林会館） 
料金等：入場料 500 円（当日受付・高校生以下無料）

オンライン配信 500 円（事前受付・アクセス方法
は別途申込者にお知らせします。） 

出 演：平光広太郎トリオ＋２ 
East Village Jazz Orchestra 

その他：新型コロナウイルスの感染状況により、オンライン
配信のみとなることがあります。 

※詳しくは夢渡野会の Facebook でご案内します。 
申込み・問合せ：旭商工会（電話６８－２６２０）

平光広太郎トリオ＋２ 

East Village Jazz Orchestra 

▲ 完成予定地からの眺め（現在建設中です）

過ごしませんか ♬♪♩

ンコを寄附します。完成に合わせておひろめ会
を開催します。ぜひ遊びに来てください。 

旭高原元気村で、ブランコ完成おひろめ会を開催します 



８月 20 日（土）、21 日（日）の両日、敷島
自治区は区の新しい活動拠点「しきしまの家」
の整備に着手しました。旧杉本こども園舎を間
借りし、作業は「支え合いプロジェクト」のメ
ンバーが中心となり、20日は愛知学泉大学の学
生、21日には市内の支援企業の有志の協力を得
て、室内の壁張り(木質化)・床磨き・敷地の除
草などで汗を流しました。施設は、区民が自由
に集えるサロン、区の運営を行う事務所、団体
の会議スペースなどを設け、来年 4月のオープ
ンに向けて、区民で支え合いながら整備を進め
ていきます。

ヤ ギ 飼 い の 会

7 月 31 日（日）から 8月 2 日（火）
にかけて「子どもの農山村体験／山っ子
くらぶ」と合同により、槙本町の古民家
に寝泊まりしながら活動をしました。 
市内外から児童・保護者・スタッフの
総勢 60 名余りが集まる、大変賑やかな
イベントになりました。子どもたちは、
2 匹のヤギに刈草を与えたり、体に触れ
たり、フンの片づけをするなど、普段で
きない貴重な体験を通して夏休みの思い
出をつくりました。

３

幸せの黄色いハンカチ運動の会

しきしま重点プロジェクト推進チーム

～わくわく事業団体活動紹介～ 

令和 2年度から大坪町内会が始めた「幸せの黄色いハンカチ運動」。各戸が毎朝、玄関先に
黄色いのぼり旗を立て、隣人・町民相互の安否を確認し合うことを運動の中心とし、地区担

当者が独居高齢者宅の訪問や電話により 健康状
態や暮らしぶりの把握も行ってます。電子機器（Ｉ
Ｔ）を導入した方法をあえて取らず、町内会全体
が関心を持って動くことで、防犯対策や町民の連
帯感の醸成などの効果が出ています。この運動が
更に広がるよう、会は興味のある方に対して、情
報提供やモニター研修の機会を提供しています。



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】

豊田市が、防災ラジオを用いた緊急情報の配信を
始めてから６年余りが経ちました。

足助消防署 旭出張所からのお知らせ

予約センター ☎ ０１２０－８１－４９９７

足助消防署 旭出張所 （電話 68-1119）

浅野自治区の話題

（浅野自治区からの投稿記事）

旭出張所です。 

火の用心 ･･･ 

足助警察署（電話６２－０１１０）足助警察署からのお知らせ
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愛知学泉大学と浅野自治区による

タウンミーティングが行われました！
６月１２日（日）浅野会館で、
愛知学泉大学１年生２０名と浅野自治区役員１２名により、
タウンミーティングが行われました。
これは、「自治区の皆さんと一緒にコミュニケーションを
図って活動できないか」という学生たちの思いから、「自治
区の意見を聞き、できることを一緒に考える」ことを目的に
開催されたものです。自己紹介後、自治区役員や各部会から
困っている事、助けて欲しい事などの意見が出され、学生か
らは「どんなことができるか」を尋ねるなど、５グループで
グループワークを行い、活発な議論が行われました。

防災ラジオで消防広報を行っています

旭コッキーバス（予約バス）をご利用ください‼ 

4

旭地区の皆さんの安全安心のため、防災ラジオの配信を
通じて防火・防災に関わる情報をお届けしています。

今年度の足助消防署旭出張所の新たな取組として、



５

旭地区コミュニティ会議

令和４年７月３日（日）「社会を明

るくする運動」が《マイタウンおい

でん旭》の会場で行われ、啓発グッ

ズの配布をしました。 

令和４年７月10日（日）、旭中学

校体育館において、「ボッチャ大会」

が開催されました。当日は、5歳の

子どもから80歳の高齢者まで、老若

男女を問わず20名の参加があり、み

なさん和気あいあいと「ボッチャ」

を楽しんでいました。東京パラリン

ピックで「ボッチャ」をご存じの方

も多いかと思います。興味のある方

は、旭地区のスポーツ推進委員また

は各自治区のスポーツ健康部会員ま

でお問い合わせください。 

第二部では「のばせ健康寿命セミナー」

と題して≪夏の熱中症対策・食中毒予防・

元気アップ体操≫を座学と、体を動かす体

操とで楽しみました。また、自分で作れる

熱中症対策の飲み物（OS1）の紹介などが

ありました。 

他にも、大声で笑うことはいいなと感じ

たお話をされており、健康には、いろんな

事を笑いに変えることや、体を動かすこと

は欠かせないなと感じました。楽しく長生

きして、過ごしていきたいものです。 

令和４年7月23日（土）に「健康づくり講座・心と

体にビタミン剤を！」が築羽会館にて開催され、旭地

区に住むおよそ30名の参加がありました。 

第一部では、噺家「お
お

好
この

味
み

家
や

喜
き

楽
らく

」さんと「永
えい

頃
ころ

亭
てい

夢
む

雀
じゃく

」さんが、病院・銀行・長寿・介護等の身近な

生活の中にある≪誰にでも訪れる老い≫について落語

を披露され、笑いに溢れた時間となりました。 



（公財）豊田市文化振興財団

６

旭ミステリー読書会 
日 時 ： 令和４年 9月 24日（土） 

午前 10 時～午前 11時 30分 
場 所 ： 旭交流館
参加費 ： 100 円 
内 容 ： 【第 1部】『ハリーポッターと賢者

の石』を語り尽くす 
【第 2部】おすすめミステリー本

を紹介し合う 
申込み・問合せ ： 長澤志穂（東萩平町）

☎090-4422-3250

藪こぎ探検隊（旭の山城探検） 
日 時 ： 令和４年 10月 19日（水） 

午前 9時 30分～
行き先 ： 物見平、古神明館隣の山（杉本町）
参加費 ： 100 円 
集合場所 ： 敷島会館 
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 ： 10月 15 日（土）

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 

令和4年 10月 16日（日）～23日（日）

2022 

午前９時～午後９時

※17日（月）は休館日のため休みです。 
※23日（日）は正午までの開催となります。

旭交流館

WRC応援！
★ミニ四駆を走らせよう！★
16 日（日）・22日（土）・23日（日）

午前 10時～午後 4時
※23 日（日）は正午まで
【青少年育成部会】

★文化作品展★
★リサイクル本配布★

期間中開催！
★体験会＆発表会★
地域で活動中の団体による
体験会や発表会♪ 

23 日（日） 
午前９時～正午

★花苗配布★
16 日（日） 
午前９時～
無くなり次第終了 ※ 詳しくは、新聞折り込みチラシ（10 月中旬）

又はHPをご覧ください。 

★消費者被害未然防止講座★
だまされないぞ！

～巧妙な手口あれこれ～
22 日（土） 

午後 2時～午後 3時 30分 
定員 30名 
【福祉部会】

交流館の本館１階の和室を「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、おむつ替えや授乳にも活用くだ
さい。ぜひ、気軽にお声がけください。 

利用時間：午前 9時～午後 9時 

 8 月のロビー展は、山
岡恵さん（下切町）によ
る『楽書（らくがき）』
でした。自由にのびのび
と書かれた作品や季節
を感じる作品は、訪れる
方を楽しませてくれま
した。 
9 月のロビー展は、佐
藤友泰さん（有間町）に
よる『和紙書道』です。
どうぞお楽しみに☆


