
害獣として駆除された猪や鹿の肉の加工、

販売を行う猪鹿工房山恵と豊田市の共催

によるマルシェが新盛町で開催されまし

た。会場では鹿団子汁のふるまいや高校

生考案の鹿肉弁当など、ジビエ料理の販

売のほか、鹿皮の太鼓や鹿角柄のナイフ

作りもあり、年代を問わず多くの方が楽

しんでいました。入場前の消毒など、新型

コロナウイルス感染症の対策をしながら

の開催でしたが、弁当は即完売、山恵の

猪肉や鹿肉の販売所では行列ができるな

ど大盛況。ジビエに親しむ

良い機会となりました。

豊田市足助支所
〒444－2424 豊田市足助町宮ノ後26－2　電話★市民生活担当 ☎62－0600★地域振興担当 ☎62－0601
FAX62－0606　　 asuke-shisho@city.toyota.aichi.jp 令和３年２月１日発行
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足助地区 人の動き
令和3年1月1日現在

　　（　　）内は前月比

※出生、死亡は令和2年度累計

人口計

世帯数

異　動　出生

　　　　死亡

7,360人　(－20)

2,830世帯(－ 4)

9人(± 0)

91人(＋16)

20202021
令和2年令和3年

１２月６日(日) 山の恵みの感謝祭

ジビエマルシェ in あすけ (新盛町扶桑館周辺)

月号2



足助地域会議だより

事業活動紹介

事業補助金「正三の里を育む会」へ交付決定！

　わくわく事業補助金制度に申請のあった以下の団体について、地域会議委員による書類審査が行われ、

補助金が交付されることになりました。

① 正三の里を育む会

団　体　名

鈴木正三史跡の整備・充実を

通じた地域づくり

・史跡周辺の山道整備

・ホームページの立ち上げ

事　業　名 事　業　内　容

あすけ聞き書き隊

足助の聞き書き 第９集発刊事業 「校正会」

※新型コロナウイルス感染症の対策を行いながら開催いたします。

期間中は以下のようなイベントも開催されています。

イベントの詳細は広報とよたや豊田市足助観光協会のホームページでご確認ください。

２月13日(土)～３月14日(日)

午前10時～午後４時

足助の古い町並み一帯と香嵐渓

豊田市足助観光協会　☎62－1272

　３月発行予定の第９集作成のため、メンバーが集ま

り校正会が開かれました。細かい表現などを全員で話

し合いながら、よりよいものをつくり上げていく工程

です。第９集には６名の話し手についての聞き書きが

収録される予定です。

中馬のおひなさん in 足助中馬のおひなさん in 足助
と　き

足助の古い町並み一帯にある民家や商家、約120軒

に伝わるおひなさんが道行く人に楽しんでもらうた

め、玄関先や店内に飾られます。

内　容

ところ

問合せ

２月13日(土)

がんどう
対象のお菓子屋さんに立ち寄った小学生以下の子

どもたちはお菓子などがもらえます。合言葉は「お

ひなさんみせて」！

期間中は毎日開催！

おひなさんスタンプラリー
対象店舗でのお買い物などでもらえるスタンプを３

個集めるとピンバッジをプレゼント！

先着順なのでお早めに。

２月20日～３月７日の毎週土・日曜日

土人形の絵付け実演と体験
旧田口家住宅で開催されます。

絵付け体験は予約不要で１体につき500円。

ひな人形ではなく動物などの人形です。

２月27日(土)、28日(日)

第３回足助検定
足助についての問題を解いて歩くクイズラリー。

参加者には記念品を贈呈します。

予約不要、１人100円。足助商工会で受付です。



お 知 ら せ あすけ情報満載！

　インターネットは、今や私たちの生活には欠かせなく

なっています。しかし、その一方でインターネットを悪

用した詐欺事案、インターネットバンキングを狙った不

正送金事案、フィッシングや標的型メール攻撃による情

報流出事案等多くのサイバー犯罪が発生しています。

　こうしたサイバー犯罪から大切な自分の財産や情報

を守るため、パソコンやスマートフォンのセキュリティ

対策を確実に行う必要があります。

　突然、目の前で人が倒れたら、あなたはどうします

か？あなたの勇気ある行動で人の命が助かるかもしれ

ません。足助消防署では、45分のコースから学ぶこと

ができます。興味のある方は、気軽に足助消防署まで

お電話ください！！

めだかの学校

２月10日(水)午前10時～(時間短縮)

スキンシップ遊び

まめだ館

開催１週間前までに問合せ先へ連絡

社会福祉協議会足助支所　☎62－1857

と　き

ところ

内　容

申込み

問合せ

旧鈴木家住宅を学び楽しむ会

「～香木の香りを聞く～聞香ＢＡＲ」

令和３年３月13日(土)

①午前10時～11時30分

②午後12時30分～２時

③午後２時30分～４時

貴重な香木の香りを楽しむカジュアル

な聞香体験と足助の商家鈴木家の香道具紹介

旧田口家住宅(足助町本町８)

1人2,000円(当日支払)

小学５年生以上

各回抽選６人まで

２月21日(日)までに必要事項を記載しＥメールで足助分室

①参加者氏名②住所③連絡のとれる電話番号

④希望回(複数回に申込可、ただし当選は１回まで)

※抽選結果は２月26日(金)頃にメールで連絡

駐車場は香嵐渓周辺駐車場(有料)、強い香りは不可

文化財課足助分室　☎62－0609　　　bunkazai-asukebunshitsu@city.toyota.aichi.jp

と　　き

内　　容

と こ ろ

参加料金

対　　象

定　　員

申 込 み

必要事項

そ の 他

問 合 せ

足助警察署から 足助消防署から

問合せ　足助警察署　62－0110 問合せ　足助消防署　62－0119

不正アクセス・ウイルス感染は、

他人事じゃない！
～サイバーセキュリティ対策で侵入・感染をブロック～

『知っていますか？心肺蘇生法』

＜下校便の始発乗場＞

佐切・平折線、岩谷・冷田線、中立線…足助中学校発

上記以外の路線　　　　　　　　　　…足助高校発

※出発時刻を予告なく変更する場合があります。

通学線

スクールバス
2月・3月

下校便出発時刻

豊田市ホームページ→くらしの情報→消防→

消防に関する講習・試験→応急手当講習

命（ミコト）ちゃん

新型コロナウイルス感染防止対策

をした講習会を実施しているよ！



足助のお得情報満載

〒444－2424　豊田市足助町蔵ノ前16　TEL：62－1251　FAX：62－1252（月曜休館）

　　ph-asuke@city.toyota.aichi.jp

問合せ　足助商工会　℡ 62－0480　FAX 62－0993　メール asuke@asuke.aitai.ne.jp

毎日の取引をご記入のうえ、１か月まとめて商工会へお持ち頂け

れば、記帳を機械化しコンピューターで経理処理をいたします。

●記帳機械化手数料 １か月分 3,000円（消費税別）～（前期の

所得によって異なります）

●記帳機械化制度をご利用頂き、e-Taxにて申告してもらうと青

色申告控除65万円を受けることができます。

記帳事務のお手伝いをします
税務相談のお知らせ

１． 日　時　３月４日（木）、10日（水）
　　　　　　午前10時～午後４時
２． 場　所　足助商工会 会議室
３． 指　導　税理士 川合孝行 氏
４． 対象者　商工業者（商工会員）
　　※指導は無料ですが、事前予約が必要です。

令和3年 新成人を祝う会
　令和３年１月10日(日)「足助地区新成人を祝う会」を開催しました。今年は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止を考慮しながらの実施となりました。懐かしさを体いっぱいで表現することが難しい状況の中、

友人との再会を喜びあい、厳かに成人を迎えた会となりました。

　ウォークコースの中に山頂整備された飯盛山があります。

是非奮ってご参加ください。

　詳細は、各戸配布済みのチラシをご覧ください。

２月21日(日)足助グラウンドにて午前９時から受付開始
対象：足助地区住民(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)

ちいさい子のおはなし会
２月11日（木）

午前11時15分～11時45分

図書ボランティアグループてんとう虫の会

あすけウォーク2020
受付終了日：２月５日(金)

講座報告中馬のおひなさんロビ―イベント

ロビー展示 展示中

内容：「獣と人の住みか、ジビエ肉、猟師の話」

期間：１月下旬～３月31日(水)

【イベント】

イベント日時

2/20(土)、２/28(日)、３/６(土)

午前9時30分～11時30分

2/14(日)、3/7(日)

午前10時～12時

2月21日(日)

午前10時～12時

内　容

バルーンアート

体験

出　展　者

あすけバルーンアート

（自主グループ）

正派雅楽千峰会

（自主グループ）

てんとうむしの会

（図書ボランティアグループ）

みこらぼすいーつ

つまみ細工わん・にゃん

ちいさい子の

おはなし会

スイーツデコレーション

作成体験・販売

つまみ細工

作成体験

箏・尺八体験

3月11日(木)

午前11時15分～11時45分

2/13(土)、2/27(土)午前10時～12時

2/18(木)、2/21(日)、3/4(木)、3/7(日)

午後1時～３時

明和小学校
5年生、6年生の研究発表を展示

◆12/13(日)♪ クリスマスコンサート

　久しぶりに優雅な気

分に浸り、元気が出ま

した。

◆12/19（土）
大人の読み聞
かせボランテ
ィア養成講座

【展　示】

下山在住のイラストレーター中村ひろ子さん作の

“顔出しパネル”でお出迎えします！！是非お越しください。

展示期間・内容

2月13日(土)～3月14日(日) 園児が作成したお雛さん

3月2日(火)～3月14日(日) 折り紙で作成したお雛さん等

出　展　者

まゆみこども園

折鶴(自主グループ)

新型コロ

ナ感染拡

大防止対

応の受付

屋外で再

会の喜び

を

ウイッシュ

バルーンに

願 い を 込

めて


