
旭地区の人口と世帯数（令和４年１０月１日現在） 

人   口    ２，４１１人 （前月比－４人） 

世 帯 数      １，０４２世帯（前月比－４世帯）

空き家情報バンク制度による移住実績

令和４年度(１０月３１日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

４組  ７人 

８６組２００人 

10 月 23日（日）、旭高原元気村にて「エンジョイ・ドライビング in 豊田（旭）オートテス
ト」が開催され、20代から 70代の男女 40人を超える参加がありました。 
オートテストは普段着とマイカーで参加できる競技で、速さよりも「運転の正確さ」を競い
ます。コースはプロのドライバーが考案し、スラロームや車庫入れなど、一見簡単そうに見え
ますが、実は運転の基礎が試されるものとなっており、参加者はいつも以上に真剣に車を運転
していました。また、プロのドライバーによる迫力のあるドライビングテクニックや、警察や
消防団による安全で正確な運転技術を間近で見ることができ、参加者からは歓声があがってい
ました。 
参加された皆さんは、このイベントで交通安全意識の向上とモータースポーツへの理解が深
まり、11月に行われる世界ラリー選手権（WRC）に向けてムードが高まりました。 

本物のラリーカーに乗ったよ

消防団の誘導は安全・正確です

１

※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。  

MCふたりの掛け合いが最高でした

豊田市 旭支所だより

クラシックカーも参加

検索



種類（デッキの規格） 数 利用料金
大型（８ｍ×6m） ４基 6,000 円（１基 1泊）
中型（7m×５ｍ） ５基 5,000 円（１基 1泊）

残念ながら、今年も「笹戸温泉じねんじょ
もみじまつり」は中止となりました。 
 しかし！皆さんが楽しみにしている自然
薯を、11月 20日（日）の旭マルシェあさひ
照ラスで販売します！
旭の秋の味覚を味わってみてください！

内容は変更となることがございますのでご了承ください。

 新しく旭高原元気村にできた「キャンプデッキ」
が 11 月 18 日（金）宿泊分から利用できるように
なります。今年の冬から、冬季の利用も可能です。
お気に入りのテントやグッズを持ち込み、アウトド
アを楽しんでみませんか。焚火台などキャンプグッ
ズの貸し出しもあります。

～わくわく事業団体活動紹介～ 

あさひガキ大将養成委員会

●受付開始：11月 15日（火）午前 9時から 
●予約方法：電話で旭高原元気村（☎68-2755） 

10 月２日（日）、つくラッセル（旧築羽小）の体
育館を会場に「ガキ大将文化祭 誰でも先生発表
会」を行いました。午前は、小学生の蚕の自由研究
や四国お遍路の旅、中学生のピアノ演奏など 5組の
発表がありました。午後は、会員が地域の風習を紙
芝居で演じたり、地元音楽家を招き演奏・歌唱を聴
いたり歌に合わせて体を動かしました。 
この文化祭では、「やりたいこと・伝えたいこと
をまとめる」「決められた時間内に言葉や絵で表現
する」機会を経験して、屋外活動で学ぶガキ大将と
は違った力を身に着ける場になりました。

地域の話題 

２

旭高原元気村「キャンプデッキ」の共用を開始します

※利用イメージ
（利用料金にテント等は含まれません）



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】

＜問合せ＞ 足助警察署 電話６２－０１１０足助警察署からのお知らせ 

11 月 25 日（金）から 12 月１日（木）は、「犯罪被害者週間」です。

３

犯罪被害者が少しでも早く立ち直り、平穏な生活が取り戻せる
ように、足助警察署では売り上げの一部を犯罪被害者支援団体へ
寄付できる自動販売機の設置希望者を募っています。 
詳細は足助警察署（62-0110）までお問い合わせください。

指令員はこのようなことを聞きます。
①反応の確認（会話ができる。呼びかけで
目を開ける。肩を叩いても全く反応しない。）
②本人の訴え（痛みなどの症状、部位など） 
③年齢、性別、病気・かかりつけ病院など

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 電話 68 - 1119

コロナが終息し、夏祭りや自然薯祭りが再開されたら、皆さん
も一度、笹戸自治区においでん。

～ 広げよう 支援の輪 ～   

とよた急病・子育てコール２４
～ 育救(いっきゅう)さんコール ～

な(やむ前に)きゅうきゅういくじ

電話 ０１２０-７９９１９２
(２４時間３６５日対応 通話料無料)

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  ☎ ０１２０－８１－４９９７

意識が無い、けいれんが治まらないなど、明らかに 
重症と思われる場合は、迷わず 119番をしてください。

豊田市では、症状に見合った病院や応急手当の
方法などを２４時間案内しています。

かな区民の中心地となっています。
また昨年度、消防団の詰所も新 
設され、防災の中心としての役割 
も期待されています。

病院に行くか迷った場合はどうすればいいですか？

（ 笹戸自治区からの投稿記事 ）

笹戸自治区の話題 笹戸自治区の中心地

笹戸自治区にある笹戸会館を紹介します。笹戸会館は、自治
区行事の中心地であり、防災の要でもあります。
昨今ではコロナ禍で行事が縮小中止されていますが、例年で
あれば「笹戸会館」が夏祭りや自然薯祭りの会場となり、賑や

「 笹 戸 会 館 」 

正確な場所が分からなければ、救急車・消防車は現地に向かうことができません！そのため、まず
指令員は正確な住所などの場所を確認します。

救急車を呼ぶとき、どのようなことを聞かれますか？

119 番通報に関してのお問合せ先 
豊田市消防本部 指令課  
電話 35－9724



４

小渡・杉本こども園

小渡・敷島小学校 

旭中学校 

令和４年１０月１６日（日）～２３日（日）まで

の8日間、「あさひまつり２０２２」が旭交流館を会

場に開催されました。日頃の学習や活動の成果を発

表し、地域の交流を深める良い機会となりました。

みこらぼすいーつ 

書道教室 

小沢美博 

ＨＡＮＡ己書道場 

草の実俳句会 

鈴木多技子・林 房子

ぬくもりの里 

豊田市防災対策課 

小池正己・三浦幸博

三宅 勲 

旭地区コミュニティ会議

１階：バルーンアート 

もこもこ 

旭女性の会 

市役所旭支所 

ハッピートーン 

あさひ根っこの会 

豊田市ヘルサポ 

２階：山岡 恵 

３階：ちりめん雛の会 

   リサイクル本配布 

文 化 作 品 展 

第 1大会議室

第 1中会議室視聴覚室 

小会議室 各階ロビー



ＷＲＣ（ＦＩＡ世界ラリー選手権 フォーラムエイ

ト・ラリージャパン 2022）の啓発活動として、交流館

に「ミニ四駆会場」が特設されました。会場にはカラ

フルで大きなミニ四駆コースが設置され、15 台のミニ

四駆の中から 1 台を選んで走らせることができまし

た。開催日には廊下までミニ四駆の走る音が聞こえ、

中には早すぎてコースアウトするミニ四駆があった

り、ミニ四駆の走る音にビックリした女の子もいまし

た。昭和、平成、令和と、長く世代を越えて、子ども

たちを楽しませることができるミニ四駆は素晴らしい

と感じました。 

10月22日（土）、交流館で「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

松ケ谷相談員さんによる講演と、喜劇団 ”笑劇波”

による寸劇がおこなわれました。 

 講演では、「消費者とは・契約とは・消費者トラ

ブル事例の項目について」分かりやすく説明して

いただきました。また、笑劇波の寸劇では、消費

者トラブルの事例を面白おかしく、来場者の方々

の笑いを誘いながら、わかりやすく演じられてい

ました。 

５ 

絵本の読み聞かせ

元気体操 

旭レイン
ボー

きつつき
の会

己書を書いてみよう 

バルーン作り 

スイーツデコ体験 

多肉植物の寄せ植え 

おかめ笹でかご編み 

～青少年育成部会～

～福祉部会～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

花苗配布 スタンプラリー発表会

体験会 



（公財）豊田市文化振興財団６ 

10 月１日（土）から、パソコン・スマートフォン・タブレットなどで読むことができ
る電子書籍約 1,000 点の貸出しが始まりました。ぜひご利用ください。

■利用できる人：豊田市在住・在勤・在学で利用カード（有効期限内）をお持ちの人
※カードの有効期限が切れている人は窓口で更新手続きを行ってください。
※豊田市外にお住まいで、市内に在勤・在学の人は利用カードに加えて別途申請が必要で
す。以下の２点をご用意の上、豊田市中央図書館の各階総合案内、各コミュニティセン
ター・交流館図書室、又はこども図書室までお越しください。 
①住所、氏名、生年月日が確認できるもの（運転免許証、健康保険証、学生証など）
②在勤・在学地を確認できるもの（社員証、学生証、在勤・在学証明書など） 

■貸出点数と期間：お一人様２点まで最長２週間 

■利用方法：豊田市電子図書館トップページにアクセスし、「ＩＤ：図書館の利用カード番
号」と「初期パスワード：生年月日８桁（西暦）」を入力してログイン

※豊田市在住の人は、事前に IDとパスワードが発行されています。
※電子図書館の利用は無料ですが、インターネット接続にかかる通信料は利用者の負担にな
ります。 

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

豊田市電子図書館が始まりました！

旭交流館には和室や会議室、調理実習室な
ど11の部屋があります。アップライトピアノ
や電子ピアノを備えた部屋もあり、1時間単
位で利用できます。会議だけでなく楽器や踊
りの練習など、様々な事にぜひともご活用く
ださい。 

☆ロビー展☆ 

11 月   絵画            小池正己 
12 月   みこらぼすいーつ  池野早苗 
1 月   絵画        鈴木多技子
2月    己書              富永麻衣子 
3 月   書・絵画       板倉小夜子 

９月 30 日（金）に、小渡小学校の 2 年
生 6名が町探検で交流館を訪れました。
子どもたちからは「部屋は何部屋ありま
すか？」「本は何冊ありますか？」などの質
問があり、交流館がどんな所か知ってもら
う良い機会となりました。

☆交流館の利用について☆


