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パラリンピック聖火フェスティバル

採火式

パラリンピックの聖火のもとになる火を起こす催しが行われ、二中の生徒が摩
擦熱を利用した
「マイギリ式」で火を起こしました。強風のため着火に苦戦しなが
らも、生徒が力を合わせて起こした「旭市の火」を、市長が市原市の集火式会場へ
運びました。
（８月18日／旭スポーツの森公園）

このまちが
もっと好きになる
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緊急事態宣言発令中
医療現場がひっ迫し、今までにない危機的な状況です
市内で新型コロナウイルス感染者が急増しています。不要不急の外出自粛や基本
的な感染症対策など、あなたや大切な人の命を守るための行動を取るよう、いま一
度お願いします。

市内の累計感染者数

164人

７月23日時点

１か月間で

倍以上

354人

８月23日時点

災害と新型コロナウイルス感染症対策

感染症への対策も重要です。

コロナ禍の避難について、日頃から備えておきましょう。

テントやシートを利用して避難スペースを区分

空間では、間隔を設けて避難所

の 人 が 密 集 し、 密 接 す る「３

避難所は密閉した空間に多数

避難所ではマスクの着用や咳

難スペースの区分を行います。

施設では、テントを使用して避

を運営します。エアコンがある

密」の条件がそろいやすく、新

エチケット、こまめな手洗いな

してください。

全確保が可能であれば、自宅で

台風や大雨などの風水害の際は、

避難所での密集を防ぐため、

避難所を増やして
開設します

在宅避難をしましょう。また、

避難所を倍に増やして対応しま

避難所一覧

親戚や友人の家に避難すること

避難するときは、避難時持ち

◦総合体育館

す。

出し品のほかに感染症対策品も

◦海上公民館

◦旭市保健センター

検温や体調の確認を行います。

避難所では入室前に、受付で

◦飯岡中体育館

◦海上中体育館

◦一中体育館

◦ひかた市民センター

発熱や咳の症状がある場合は別

※太字は追加された避難所

◦ふれあいセンター

体育館やホールなどの大きな

室に案内します。

避難所での感染症対策

持参しましょう。

も検討しましょう。

浸水や倒壊する危険がなく、安

ることを防ぐためにも、自宅が

減らし、避難所が過密状況にな

自分自身が感染するリスクを

が拡大するリスクが高まります。 ど、基本的な感染症対策を徹底

型コロナウイルスなどの感染症

避難先を見直そう

コロナ禍の避難を考えよう

台風や地震などの災害により自宅の外へ避難する場合は、
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自らの避難行動を確認

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

１

今後気象状況悪化
のおそれ

災害への心構えを高める

早期注意情報
（気象庁）

ザードマップなどで自宅周辺の
安全性を確認して、避難すべき

◦停電のときに備え、懐中電灯

やモバイルバッテリーなどを
用意しましょう。

●帰宅困難に備える

大規模な災害が発生すると、

公共交通機関が運行を停止し、

◦マスク、手指用アルコール消

日頃から災害に備えて
おきましょう
災害はいつ発生するか分かり

毒液、体温計などの感染症対

外出時は携帯ラジオや地図を

か考えましょう。
警 戒 レ ベ ル ３「高 齢 者 等 避
ません。万が一のときに備え、

策品を用意しましょう。

持ち歩きましょう。また職場な

れます。

どにも上記の備蓄品のほか、ス

●むやみに動かず安全を確保し

災害が発生したら

災害が発生したときの安否確

●備蓄品の用意

帰宅が困難になることが予想さ

難」になったら、準備に時間が
日頃から準備をしておきましょ

●災害時の対応を話し合う

警戒レベル４「避難指示」は

感染症対策品
□ マスク
□ 手指用アルコール消毒液
□ 体温計

警戒レベルの意味を
正しく理解しましょう

気象状況悪化

ニーカーなどの歩きやすい靴を

市では風水害の危険が迫って

２

認の方法、集合場所、帰宅経路

き た 場 合 に、 危 険 度 に 応 じ た

高齢者等避難

◦ 飲 料 水・ 食 料（３ 日 分、 で き

かかる人
（高齢者など）は避難を

危険な場所から高齢者等は避難

備えておきましょう。

「警戒レベル」による避難情報

災害の
おそれあり

の状況を、家族などと確認して

う。

３

れ ば １ 週 間 分）を 備 蓄 し て お

開始してください。

避難指示

おきましょう。

を、防災行政無線や防災メール

危険な場所から全員避難

きましょう。

備蓄品チェックリスト

などでお知らせします。

警戒レベル４までに必ず避難

全ての人が避難を開始してくだ

防災メールの
登録

避難情報は対象地区の危険な
さい。

旭市
防災マップ

場所にいる人を対象にしていま

災害の
おそれ高い

ましょう

多くの人が一斉に帰宅を始め

ると、火災や建物からの落下物

などにより負傷する恐れがあり

危険であるほか、救助・救急活

動の妨げとなります。まずは身

の安全を確保し、職場や集客施

設などの安全な場所にとどまり

ましょう。

●情報を入手しましょう

携帯ラジオなどで、交通情報

や被害情報などを入手しましょ

う。また、災害用伝言サービス

で家族の安否などを確かめま

しょう。

‐５３１１
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問い合わせ先

総務課地域安全班

☎

62

水・食料品
□ 飲料水・食料
（３日〜１週間分）
□ 飲料用ポリタンク

小道具類
□ 懐中電灯
（できれば１人１個）
□ 携帯ラジオ
□ モバイルバッテリー・乾電池

軍手
ライター・マッチ
栓抜き・缶切り
ティッシュ・ウェットティッシュ
筆記用具
雨具
救急セット
（常備薬も）
ろうそく
ビニール袋
簡易ガスコンロ
ペット用の餌や水

衣類・洗面道具類
□ 下着類・靴下など
□ タオル
□ せっけん
□ 歯磨き用品
□ 紙おむつ
□ 生理用品

防災行政無線の
内容確認

す。対象地区全ての人が避難す

災害発生
又は切迫

土砂災害
ハザードマップ

旭市土砂災害ハザードマップ

ることを示しているものではあ

４

りません。市が作成しているハ

５

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
貴重品
□ 現金
（小銭も）
□ 印鑑
□ 保険証
□ 預金通帳や有価証券の写し
□ 本人を確認できるもの

緊急安全確保
直ちに安全確保

状況

命の危険

行動を促す情報
住民が取るべき行動
警戒
レベル

興奮と感動をありがとう

東京2020オリンピック

ホストタウン相手国の試合結果
７月23日から８月８日まで開催

されていた東京2020オリンピック

ドイツ
（卓球競技）

ザンビア

に、旭市のホストタウン相手国であ
るドイツ卓球チームとザンビア選手

団が出場しました。どの試合もス

ポーツの魅力を存分に感じることが

できる素晴らしいものとなりました。
東京オリンピックの機会を通して

築くことができた関係をレガシーと

し、今後も新たな交流を続けていく
予定です。

これからもドイツとザンビアの選

手たちにぜひ注目してください。
問い合わせ先

体育振興課体育振興班

☎64-1132

団体で銀メダルを獲得したドイツ卓球男子チーム

出場種目

結果

男子シングルス

銅メダル
（オフチャロフ選手）

男子団体

銀メダル

※その他、女子シングルス、女子団体、混
合ダブルスに出場

ピックアップ・ホストタウンエピソード
ドイツ連邦共和国

オリンピック女子サッカー史上初

の対戦になりました。前回のリオデ

となりましたが、キャプテンである

で対戦しており、今回の対戦も第５

しての力を存分に見せつけ、２試合

ジャネイロオリンピックでも準決勝
試合までもつれる白熱した試合とな
りました。最後はエースのオフチャ
ロフ選手が、シングルスでも対戦し
た丹羽孝希選手に勝利し、見事決勝

進出を果たしました。決勝で中国
チームには敗れましたが、見事銀メ

ザンビア選手団へ
応援グッズを届けました

チームは惜しくも予選リーグ敗退

バンダ選手はエースストライカーと

今後も友好関係は続く

連続のハットトリックを記録し、オ
リンピック女子サッカー史上初の快
挙を成し遂げました。また、今大会
の個人得点ランキングでは第３位と
なる活躍を見せました。

ダルを獲得しました。

シングルスでも銅メダルを獲得したオフ
チャロフ選手が躍動

出場競技
結果
サッカー女子
グループリーグ敗退
男子50m自由形 予選敗退
（ムーサ選手）
競泳
女子50m自由形 予選敗退
（パイク選手）
男子200m 予選敗退
（シアメ選手）
陸上
女子100m
予選敗退
競技
（ヌジョブ選手）
女子200m
※その他、ボクシング、柔道に出場

ザンビア共和国

卓球男子団体銀メダルを獲得

男子団体の準決勝は日本チームと

サッカー女子チームは初出場ながら闘志あふれ
るプレーで大会を盛り上げた

競技会場で旭市が送ったＴシャツを披露する選手

攻め上がるバンダ選手

事前キャンプは中止となりましたが、
旭市がこれまで準備をしてきたザンビア
共和国選手団への応援グッズを届けるた
め、７月15日
（木）に市長が駐日ザンビ
ア共和国大使館を訪問しました。また、
ザンビア共和国内の新型コロナウイルス
感染症拡大防止の支援として、N95微粒
子マスク5,000枚と医療用防護服2,000
枚を寄贈することを報告し、後日、在ザ
ンビア日本大使館を通して、ザンビア国
内の医療従事者に届けられました。
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…申し込み

◆固定資産税・都市計画税 第３期
◆国民健康保険税 第４期
◆介護保険料 第４期
◆後期高齢者医療保険料 第３期

納期限は９月 日

です

※国民年金保険料は毎月納付です。

らないものです。下水道に接続

することにより、家庭や工場、

事業所から排出される汚水は、

●夕暮れ時と夜間の事故防止と

安全運転意識の向上

●自転車の安全確保と交通ルー

ル遵守の徹底

問市民生活課市民生活支援班

下水管を流れて浄化センターで

処理され、きれいな水となって

（☎

‐５３５７）
交通事故撲滅へ

秋の全国交通安全運動

日 までの

恋活イベント

「ＺＯＯＭ

恋活」
開催

ｗｅｂを使って自宅から気軽

に参加することのできる恋活イ

日（木・祝） 午後

ベントを開催します。

日時／９月

６時〜８時

場所／ｗｅｂで各参加者の自宅

※

※なるべくパソコンで参

歳の独身の人

加してください。

日間、 など

秋の全国交通安全運動が９月
日 から

‐５３９６）
河川へ放流されます。

内で、まだ接続されていない場

公共下水道が整備された区域
いものは、不法投棄の現場を

合は、早めに接続しましょう。

手指消毒やせっけんを使用し
た手洗いをお願いします。

全国一斉に行われます。また、

〜

男性は会員に限る。

対象／

目指す日」です。皆さん一人一

定員／

日は「交通事故死ゼロを
※緊急事態宣言が延長された場

人が交通安全について考えて行
くしましょう。

〜飲酒運転は、絶対しない・

させない・許さない〜
【運動の重点目標】

●飲酒運転などの悪質・危険な
運転の根絶

●子どもと高齢者をはじめとす

人（男女各６人） ※応

合、その期間は活動の自粛を

募者が多数の場合は抽選。最少
問きれいな旭をつくる会事務局

【スローガン】

（☎

美化班内）
より良い生活環境を

９月 日は
「下水道の日」
下水道は、快適で清潔な生活
環境への改善と、川や海などの

「飲酒運転根絶」

‐ ５ ３ ２ ９・ 環 境 課 環 境

お願いします。

動し、悲惨な交通死亡事故をな

いも忘れずに行ってください。 ９月

●帰宅後は手と顔を洗い、うが

問 上 下 水 道 課 経 営 業 務 班（☎

確認するため、拾わずに連絡

●可能な限り参加者同士の間隔

満101歳 大正10年４月１日
10,000円
以上
以前生

62

情報ピックアップ
問…問い合わせ

清掃活動を実施する前に連絡し
てください。
してください。

ペットボトル、金属、普通ご

を空け、密にならないように

大正10年４月２日〜
30,000円
大正11年４月１日生

62

地域をきれいに
〈注意事項〉

例年、決まった日程で市内一
み
（可 燃 ご み・ プ ラ ス チ ッ ク

してください。

秋のゴミゼロ運動月間

斉清掃を実施している「秋のゴ
など）
、危険物
（ガラス・陶器

〈感染症予防のお願い〉

月の１か月

●集めたごみは、カン、ビン、

ミゼロ運動」は、

満100歳

●マスクの着用や手袋の使用、

な ど）に 分 け、 そ れ ぞ れ 別 の

大正11年４月２日〜
10,000円
大正12年４月１日生

10

間を「秋のゴミゼロ運動月間」

満99歳

23

（木）

袋に入れてください。
●家庭にあるごみは、絶対に出

昭和 8年４月２日〜
10,000円
昭和 9年４月１日生

（木）

今月の納期

として、市民の皆さんの清掃ボ
ランティア活動を支援します。

満88歳

30

る歩行者の安全の確保

※通信費は自己

催行人数は６人（男女各３人）。

参加費／無料

日

負担となります。

申込期限／９月

‐ ５ ３ ９ ６・ 市 民

生活課市民生活支援班内）

事 務 局（☎

）より申し込んでください。
m/
問旭市出会いコンシェルジュ

ttps://www.asahishi-dc.co

申し込み方法／ホームページ
（ h

（月）

さないでください。

昭和16年４月２日〜
昭和17年４月１日生

20

30

水質保全のために、なくてはな

2021.9.1
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5,000円
満80歳

12

協力してくれる人や地区・団

支給対象表

●粗大ごみ・家電・タイヤなど

※該当者には案内通知書を送付しました。

体などには、ごみ袋の提供や回

あり、支給対象表に該当する人

（火）

10

対象／９月１日現在、市内に住民登録が

のゴミステーションに出せな

に、長寿の祝い金が贈られます。

30

pick up

収などのサポートをしますので、
年齢の節目を迎えた高齢者の皆さん

21

nformation

長寿の祝い金を贈ります

45

62

62

10

支給額
生年月日
満年齢

up
nformation pick

健康ひろば

Healthy Square
健康ワンポイントアドバイス
感染症の影響による
子どもと親のストレスを軽減しましょう
感染症による日常生活の制限は、子どももストレス

を強めます。心身の変化を知り、対応しましょう。
子どものストレス反応

体に現れる症状には、頭やおなかが痛い、眠れない

などがあります。

リラクゼーション法

る、しがみつき離れない、夜尿・おもらしをする、食

を取り入れてストレスを軽減しましょう。

行動面の変化では、落ち着きがない、しゃべりすぎ

べ過ぎるもしくは食べない、よく泣く、わがままにな
るなどがあります。自分を守るための心の防衛反応で
すが、放っておくと悪くなる可能性があります。
子どもの気持ちを聴きましょう

子どもに
「どんな気持ちでも伝えていい」
と伝えるこ

とが大切です。一緒にお絵描きをする、お風呂に入る

気持ちを入れ替えたいときは、リラクゼーション法

◦目を閉じ、耳をすませます。聞こえてくる音の中か
ら好きな音を一つ選び、１分間くらい聞きます。

◦鼻からゆっくり息を吸い、口からゆっくり吐いて深
呼吸しましょう。

◦手をぎゅーっと握り、足に力を入れ、肩を上げます。
その後にふっと力を抜きましょう。

など、好きなことや安心できることをしながら話を聴

頑張り過ぎないで早めに相談しましょう

定せず受け止めましょう。
「 嫌だったんだね」
「 そうだ

と感じたりしたら、抱え込まずに健康づくり課(☎63-

くといいでしょう。話し始めたら、どんな気持ちも否

ね。そう思ったんだね」
「お話できてがんばったね」な
どと頑張りを認めた上で褒めることが大切です。

旭中央病院便り

vol.

109

https://www.hospital.asahi.chiba.jp/
問旭中央病院
（☎63-8111・代表）

よくある質問と回答
Ｑ：初診外来の受付時間は？

Ａ：午 前７時45分〜11時
（自動受付機は午前６時30分
〜）
です。

Ｑ：自動精算機の稼働時間は？
Ａ：午前７時〜午後８時です。

Ｑ：初診時選定療養費とは何のことですか？

Ａ：紹介状を持たずに初診で受診された場合、上記費と
して5,500円追加のご負担となります。かかりつけ
医の紹介状をお持ちください。

Ｑ：９月の休診日はいつですか？

Ａ：土・ 日 曜 日、20日
（月・ 祝）
、23日
（木・ 祝）で す。
救急外来は上記も診察します。

子どもに気になる様子があったり、親自身がつらい

8711)へ相談してください。

【健康づくり課保健師】

新装置を導入
放射線治療がより充実しました
４月よりＰＥＴセンターに隣接する放射線治療棟が

増築され、高精度治療放射線装置
「TrueBeam(トゥルー
ビーム)」が導入されました。装置精度の向上により、広

範囲への高精度放射線治療が可能となり、治療時間短縮
も期待できます。また、従来では治療の難しかった部位
への利用も可能となりました。

旭中央病院主催の行事について
９月の市民健康講座と病院まつりは、新型コロナウイ

ルス感染防止のため中止となりました。

感染防止対策のご協力のお願い
当院では感染防止の強化に取り組んでいます。ご来院

の皆さまも感染防止対策
（手洗い、マスク着用、待合時
の間隔確保など）
のご理解とご協力をお願いします。

感染対策の詳細は、病院ホームページに掲載していま

すのでご覧ください。

広報あさひ
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健 康 ひろば
親と子の健康づくり
種

別

期

日

対象・内容
令和 3年４月14日〜27日生まれ

９月27日（月）

令和 3年４月28日〜５月21日生まれ

１歳６か月児健康診査

９月 8日（水）

令和 2年１月29日〜２月20日生まれ

２歳児歯科健康診査

９月16日（木）

平成31年３月2日〜26日生まれ

９月15日（水）

平成30年２月19日〜３月13日生まれ

３歳児健康診査
母乳相談

相談
歯科相談
※申込制
育児相談
離乳食教室
教室
両親学級
※申込制
子育て学級

９月29日（水）

平成30年３月14日〜４月3日生まれ

９月14日（火）

助産師による授乳方法の指導・相談

９月30日（木）

歯科医師による診察と歯科衛生士の歯磨き指導

９月 1日（水）

乳幼児の発育確認、言葉、食事、歯などの相談

９月22日（水）

対象：令和３年４月〜５月生まれ
内容：離乳食の進め方など

９月 7日（火）

お産の経過と呼吸法、妊婦体操など

９月 7日（火）

対象：令和３年４月２日〜６月10日生まれの第１子と保護者
内容：遊びの紹介や赤ちゃんの事故予防など
会場：いいおかユートピアセンター

健康インフォメーション
基本的な感染予防対策を
徹底しましょう

予防接種
種 別

も、基本的な感染予防策が有効です。ワクチンを接種し
た後でも感染する場合があるので、接種が終わった人も
そうでない人も、引き続き対策を徹底しましょう。
マスクを正しく着用しよう
◦マスクを顔に合わせて隙間なくフィットさせる
◦鼻出しマスク・あごマスクをしない
◦会話をするときは必ず着用する
◦着用後はマスクの外側を触らない

ＢＣＧ

期 日

◦なるべく不織布マスクを使用する
こまめに手洗い・手指消毒

実施する

ゼロ密を目指そう
◦密接・密集・密閉の三密を避ける

密

種

別

日

9月26日（日）

場

所

※献血カードを持っている人は持参してください。
問健康づくり課庶務企画班
（☎63-8831）
7 広報あさひ
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象

象

生後 2〜60か月未満

小児の肺炎球菌

生後 2〜60か月未満

四種混合、ポリオ

生後 3〜90か月未満

水痘

生後12〜36か月未満

麻しん・風しん混合

１期：生後12〜24か月未満
２期：平 成27年４月２日〜28年４
月１日生まれ

日本脳炎

１期：生後６〜90か月未満
２期：９〜13歳未満
特例対象者：平成19年４月１日以前
生まれの20歳未満で、
接種していない人

Ｂ型肝炎

生後12か月未満

ロタウイルス感染症

ロタリックス：出生６週０日後から
24週０日まで
ロタテック：出生６週０日後から32
週０日まで

成人男性
昭和37年４月２日から昭和54年４
麻しん・風しん混合
月１日までの間に生まれた男性
（風しん抗体検査の結果が陰
※今年度で終了となります。
性の場合）

受付時間

ショッピングセンター 10：00〜11：45
サンモール
13：00〜16：00

対

ヒブ

献血に協力を！
期

対

【個別接種】 場所：各指定医療機関

◦共用物に触った後・食事の前後・
公共交通機関の利用後などは必ず

受付時間

９月３日
（金） 13：15〜13：40 生後５〜12か月未満

◦ひもを持って着脱する

忘れずに洗う

問健康づくり課（☎63-8711）

【集団接種】 場所：旭市保健センター（旧飯岡保健センター）

感染力が強い新型コロナウイルス感染症の変異株に

◦指先や爪・指の間、手首も

問…問い合わせ

申 問健康づくり課母子保健班
（☎63-8711）
場所：旭市保健センター（旧飯岡保健センター） ※子育て学級を除く。

９月 6日（月）

乳児健康診査
健康
診査

…申し込み

高齢者の肺炎球菌

65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90 歳、95 歳、100 歳、60〜64 歳
で心臓などに障害のある人
※令和３年４月２日
（金）
〜令和４年
４月１日
（金）
に対象年齢になる未
接種者に限り、3,000円を助成（助
成は１回）。助成期間は令和４年
３月31日
（木）
までです。

まちのホットな話題を届けます

けん

ぶん

ろく

あ さ ひ 見 聞 録
８月18日
監査委員１名が再任されました

木村哲三さん
（ハ）

７

８月19日
教育委員２名が任命されました

令和３年第１回臨時会で議
会の同意を得て、木村哲三さ
ん
（再任）
が監査委員に任命さ
れました。任期は令和３年８
月18日から令和７年８月17日
までです。
木村さんは
「市民のために、
市の財務事務執行監査だけで
なく経営事業管理もしっかり
監査していきたい」と抱負を
述べました。

鈴木典男さん
（三川）

庁舎移転に伴う

８

20〜22 余剰備品の現地販売

品物を吟味する参加者

※市長のコーナーは、10月１日号
から連載を開始します。

５

移転前の庁舎で使用してい
た余剰備品の再利用を目的と
した現地販売会が開催されま
した。期間中には25組の市
民や市内業者が参加し、椅子
や棚など275点の備品を販売
しました。

図書館へ行こう

令和３年第１回臨時会
で議会の同意を得て、鈴
木典男さん（再任）
と平野
勝久さん（新任）
が教育委
員に任命されました。
鈴木委員の任期は令和
３ 年 ８ 月19日 か ら 令 和
７年８月18日まで、平野
委員の任期は令和３年８
月19日 か ら 令 和５ 年 ８
月18日までです。

平野勝久さん
（後草）

64歳以下の
ワクチン接種が開始

旭中央病院特設会場の様子

16〜64歳の人を対象にし
た新型コロナウイルスワクチ
ンの集団接 種が 始まりまし
た。現在は市内２か所の会場
で接種を進めています。接種
の申し込みは令和３年11月１
日（月）までです。

おはなしの時間

開館時間／火〜金曜日…午前９時〜午後７時
土・日曜日、祝・休日…午前９時〜午後５時
今月の休館日／６日、13日、21日、27日
問市図書館
（☎62-2560） https://www.library-asahi-chiba.jp/

幼児向けの絵本の読み聞かせ
日時／４日（土）、18日（土）
午前10時30分〜11時
場所／県立東部図書館 ３階

研修室

今月のおすすめ
「白光」

「霧をはらう」
朝井まかて 著（文藝春秋）

絵師になるため笠間を飛び出したりん

しずく い しゅう す け

雫井脩介 著（幻冬舎）
入院中の４人の幼児の点滴にインスリ

は、明治の世にロシアへ渡る。芸術と信

ンが混入され２人が死亡。逮捕されたの

のイコン画家・山下りんの生涯を描く。

の少ない裁判を引き受けた弁護士は…。

仰の狭間で辿り着いた境地とは。日本初

は、生き残った幼児の母親だった。勝算

新着図書
◦九十歳のラブレター （加藤秀俊）
◦他者の靴を履く（ブレイディみかこ）
◦限界から始まる 往復書簡
（上野千鶴子・鈴木涼美）
◦ぼくの昆虫学の先生たちへ
（今福龍太）
◦栄養素も鮮度も100％キープ！おい
しい冷凍保存術
（島本美由紀）
◦本の力
（酒井京子）

◦誰も知らないとっておきの世界遺産
ベスト100
（小林克己）
◦食卓で読む一句、二句。
（夏井いつき・ローゼン千津）
へい かん
（浅田次郎）
◦兵諫
◦医学のつばさ
（海堂尊）
とおくのこうせつひゃく もの がたり
（京極夏彦）
◦遠巷説百物語
◦神よ憐れみたまえ （小池真理子）
◦婿どの相逢席
（西條奈加）

◦一夜の夢
（佐伯泰英）
◦我が産声を聞きに
（白石一文）
◦Phantom 	
（羽田圭介）
◦ヒトコブラクダ層ぜっと
（万城目学）
◦あなたにオススメの （本谷有希子）
◦ミラーワールド
（椰月美智子）
◦月下のサクラ
（柚月裕子）
◦罪の因果性
（横関大）
◦薬を食う女たち
（五所純子）
広報あさひ
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相談室
相談名

内

容

一人で悩まず相談してみませんか！
日々の暮らしの中で発生するさまざまな問題を解決するため、
各種の無料相談を行っています。秘密は守られます。
期日・時間

場

所

問い合わせ

交通事故相談

示談、賠償額の算出、
９月21日（火） 午前10時〜午後３時
自賠責保険の請求の仕
※予約制
方など

市役所１階

市民生活課
☎62-5396

市の法律相談

９月13日（月） 午後１時20分〜４時30分
法律問題
※予約制 1日
（水）
午前８時30分から受け付け
※時 間は１人30分。市
市役所１階
民を対象
（同一内容で
９月27日（月） 午後１時20分〜４時30分
の相談は１回限り）
。
※予約制 15日
（水）
午前８時30分から受け付け

市民生活課
☎62-5396

心配ごと相談

家庭内の心配事など

９月 1日（水） 午後１時30分〜３時30分

飯岡福祉センター

９月 8日（水） 午後１時30分〜３時30分

青年の家２階

９月15日（水） 午後１時30分〜３時30分

飯岡福祉センター

９月22日（水） 午後１時30分〜３時30分

青年の家２階

旭市社会福祉協議会
☎57-3133

消費生活相談

物品購入時のトラブル、
旭市消費生活センター 旭市消費生活センター
月〜金曜日 午前９時〜正午、午後１時〜４時
多重債務の相談など
（市役所２階） ☎62-8019

子育て相談

子育てに関する質問や
月〜土曜日
情報提供など

午前８時30分〜午後５時

家庭児童相談

児童虐待･児童養育問
月〜金曜日
題など

午前９時〜午後４時

教育相談（学校）

学校教育についての悩
月〜金曜日
みなど

午前８時30分〜午後５時

市役所４階

教育総務課
☎62-5353

教育相談（家庭）

家庭教育・子育ての悩
月〜金曜日
みなど

午前８時30分〜正午

市役所４階

生涯学習課
☎85-8629

市民健康相談

生活習慣病をはじめ子
どもからお年寄りまで 月〜金曜日
の健康相談

午前８時30分〜午後５時

歯科相談

診察、歯磨き指導など

９月30日（木） 午前９時30分〜10時30分
※予約制

障害者への虐待問題、
365日24時間 訪問相談も実施
福祉の総合相談 権利擁護など福祉（生
夜間は電話転送にて対応
活）全般にわたる相談

旭市子育て支援
旭市子育て支援センター
センターハニカ
ハニカム☎62-7099
ム
（市役所２階）
家庭児童相談室 家庭児童相談室
（子育て支援課内） ☎62-5362

（電話相談）

健康づくり課
（成人）
☎63-8766
（母子）
☎63-8711

旭市保健センター 健康づくり課
（旧飯岡保健センター） ☎63-8711
中核地域生活支援センター
中核地域生活支
海匝ネットワーク、旭市障
援センター海匝
害者虐待防止センター
ネットワーク
☎60-2578 FAX60-2579
マ

ド

カ

旭市中央地域包括支援センター
Mado-ka
（旭市ロの838） ☎85-5371
介護相談

介護に関する相談

月〜金曜日

職業相談

職業相談、求人情報の
月〜金曜日
提供など

税理士会

税務全般にわたる相談

午前８時30分〜午後５時

午前９時〜午後４時30分

飯岡福祉センター

旭市東部地域包括支援センター
☎74-3433

第二やすらぎ園

旭市北部地域包括支援センター
☎68-2055

地域職業相談室 地域職業相談室
（青年の家１階） ☎62-5359

９月21日（火） 午前10時〜午後４時
銚子商工会館２階 千葉県税理士会銚子支部
※予約制（受け付けは平日の午後１時〜４時） 小会議室
☎0479-22-3901

※下記の相談会は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。そのほかの相談会も、状況により中止になる場合が
あります。
●９月11日（土）
：司法書士会 ●９月14日（火）
：人権・行政相談 ●９月18日
（土）
：行政書士会
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nformation

旭市農産物処理加工センター
使用抽選会

市の財産を売却します
インターネット公有財産売却

施設の使用を希望する月の３か月前

の月の１日（１日が閉庁日の場合は、
その月の最初の開庁日）に実施される

抽選会に来てください。 ※新型コロ
ナウイルス感染症対策のため１団体１
人の出席にご協力をお願いします。
場所／市役所本庁舎２階会議室
時間／午前９時

面積／903.86㎡

応じていますので、お気軽にご利用く

車種・年式／ホイールローダ（コマツ

開設日時／午前９時から午後４時30

地目／宅地

面接の受け方などいろいろな相談に

動産
（自動車）

WA100-7）
・平成27年式

とができます。

した赤十字活動資金
（別表）
は、日本赤
十字社から国内外の災害救護活動をは
じめ献血・医療などに有効に活用させ
ていただきます。ご協力ありがとうご
ざいました。

社会福祉課社会班
（☎62-5317）

【別表】
日本赤十字社千葉県支部旭市
地区赤十字活動資金募集結果
額（円）

一般社資

7,397,254

法人社資

1,367,500

合

8,764,754

計

業紹介が受けられます。

月3日から市ホームページで見るこ

赤十字運動月間でご協力いただきま

金

ハローワークと同様の求人検索や職

所在地／萬力字壱番割315番２

※申し込み方法など詳しい内容は、９

令和３年度
赤十字活動資金の募集結果

訳

不動産
（土地）

参加申込期間／９月３日
（金）
〜21日
（火）

農水産課振興班
（☎74-3671）

内

ご存じですか？
旭市地域職業相談室

文化施設から

行政改革推進課資産経営班（☎62-5

366）

分まで

※土・日曜日、祝日を除く。

場所／青年の家１階
対象／求職中の人
費用／無料

旭市地域職業相談室
（☎62-5359）
、

ハローワーク銚子
（☎0479-22-7406）

千葉テレビで放送

市税の
夜間・休日納税窓口
仕事などで平日に納付が困難な人

は、活用してください。

お笑い芸人カミナリの
旭巡り
飯岡灯台や道の駅季楽里あさ

夜間納税窓口

日時／９月10日（金） 午後８時まで
休日納税窓口

日時／９月26日
（日） 午前８時30分
〜正午

ひ、雷神社などの市内各所を、お

笑い芸人の「カミナリ」が自転車で
旅します。ぜひご覧ください。
番組名／カミナリのチャリ旅！

日時／●前編：９月11日（土）午

〈共通事項〉

後４時〜４時30分

場所／税務課

●後編：９

月18日（土）午後４時〜４時30分

税務課収税班（☎62-5322）

イベント情報のお知らせ

ださい。

曲目／ベートーヴェン「エグモント序曲」
（千葉交響楽

団）
、シューマン
「ピアノ協奏曲 イ短調Op.54」
（實川飛
鳥） ほか

入場料／全席自由1,000円

東総文化会館
９月の休館日

北総四都市文化紀行

６日、13日、21日、27日

東総文化会館（☎64-2001）

海上ふれあい館（JR飯岡駅）

ちば魅力発見コンサート

休館日

絵手紙講座

毎週月曜日

作品展示会

期間／９月１日（水）〜15日（水）
しょう れん かい

聖蓮会 仏画展示

期間／９月16日（木）〜30日（木）

〈共通事項〉

時間／午前９時〜午後５時

江戸を支え、江戸と共に発展し、日本遺産にも認定さ

海上ふれあい館（☎55-5115）

まちかどギャラリー「銀座」

れた北総四都市
（佐倉市、成田市、香取市、銚子市）の魅
力を、震災復興10年の節目を迎える旭市を舞台に、千
葉交響楽団が表現します。

日時／10月９日
（土） 開演：午後２時30分

出演／大井剛史
（指揮）
、千葉交響楽団
（管弦楽）
、錦織健

（テノール）
、實川飛鳥
（ピアノ）
、あさひ少年少女合唱団
（合唱）
、桂竹千代
（落語）

※最終日は午後３時まで

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、まちか

どギャラリー「銀座」は、緊急事態宣言の発令中は休館し
ます。

※まちかどギャラリー「銀座」の使用などに関する問い合
わせは、商工観光課商工労政班（☎62-5874）へ
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くらし の インフォメーション
募集・催し物・お知らせなど、暮らしに役立つ情報を届けます。

募集

所得が低い人の生活を支援
年金生活者支援給付金制度

Recruitment

年金生活者支援給付金は、公的年金

リズムに乗って
「軽体操教室」
期間／10月１日〜11月19日の毎週金
曜日（全８回）

時間／午後２時30分〜３時30分
場所／総合体育館サブアリーナ
対象／18歳以上の人
定員／40人

※高校生除く。

参 加 費 ／1,850円
（保 険 料） ※65歳
以上の人は1,200円。

持ち物／運動のできる服装、室内用

シューズ、ヨガマットなど、タオル、
飲み物

申込期間／９月３日
（金）
〜９日
（木）
の
午前10時〜午後５時
館。

※月曜日は休

申し込み方法／来館による申込書の記
入のみ

※電話での申し込み不可。

体育振興課体育施設班
（☎64-110

1・総合体育館内）

東庄県民の森
９月のイベント
日時／９月18日
（土） 午前９時30分
〜午後３時

※受け付けは９時から。

場所／東庄県民の森テニスコート
定員／20人

※要予約先着順。

参 加 費 ／ 大 人1,700円、 中 学 生 以 下
1,100円

※弁当代、保険料含む。

持ち物／ラケット、運動靴、タオル、
飲み物

東庄県民の森
（☎0478-87-0393）

お知らせ
Information

指定給水装置工事事業者が訪問
水道メーター交換にご協力を
対象地域の家庭や事業所などの水道

メーターを交換します。

対象地域／旭地域（ＪＲ線路の北側）
、
飯岡地域

予定期間／９月１日
（水）
〜24日
（金）
費用／無料

上下水道課工務班
（☎62-5364）
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問…問い合わせ

旭市いいおかＹＯＵ・遊フェスティバル
のホームページがリニューアル
新しくなったホームペー

やそのほかの所得額が一定基準額以下

ジではＰＲ動画などが紹介

に、年金に上乗せして支給される制度

Ｒで楽しむ花火大会。ぜひ

老齢基礎年金を受給している人

ＵＲＬ／ https://youyufes.com

の年金受給者の生活を支援するため
です。

対象／次の全ての要件に該当する人
●65歳以上の人

●前年の年金収入

88万円以下の人

●世帯全員の市民

額とそのほかの所得額との合計が、約
税が非課税

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し

され、なかでも注目は、Ｖ
実際に体験してみてください。

旭市いいおかＹＯＵ・遊フェスティ

バル実行委員会（☎62-5338）

契約トラブル･悪質商法
「週末消費生活センター」
仕事などで平日に都合がつかない人

ている人

は、この機会に活用してください。

の人

後４時

対象／前年の所得額が約472万円以下
※令和３年９月までは前年の所

得額が約462万円以下の人

手紙が届いたら早めの手続きを

新たに年金生活者支援給付金の受け

取り対象になる人には、日本年金機構
から手紙が届きます。同封の年金生活

日時／９月11日（土） 午前９時〜午
場所／市役所本庁舎

旭市消費生活センター
（☎62-8019）

弁護士・社会福祉士による
「借金の悩み無料相談会」

者支援給付金請求書に記入して、郵送
してください。

初めて年金を受給する人は、年金の

請求手続きと、年金生活者支援給付金
の請求手続きを併せて行うことができ

テニス教室

…申し込み

ます。佐原年金事務所か市保険年金課
で手続きしてください。

令和４年１月４日までに請求手続き

借金の返済やそれに伴う生活困窮な

どで困っている人のため、法律と福祉
の専門家による相談会を開催します。
日時／９月26日（日） 午後１時〜４
時

※事前予約・先着順で１人50分。

場所／市役所本庁舎
費用／無料

旭市消費生活センター
（☎62-801

が完了すると、令和３年10月分にさ

9）

きます。

農用地区域からの除外変更申し出
受付は９月30日
（木）
までに

かのぼって給付金を受け取ることがで

給付金専用ダイヤル
（☎0570-05-40

92）

調査員が訪問します
社会生活基本調査
10月20日現在で社会生活基本調査

を実施します。この調査は、国民の時
間の過ごし方と活動状況を調査し、国
などの各種施策の基礎資料を得るため
の調査です。調査員が調査をお願いす
る世帯に伺いますので、ご協力をお願
いします。

対象世帯／宿天神区、新川区、元締区、
櫻井区の一部の世帯

千葉県総合企画部統計課
（☎043-22

3-2223）

市では、農業振興を図っていく地域

を農用地区域として設定し、優良農地
の確保・保全に努めています。農用地
区域内の土地については、農業以外の

目的に利用できないことになってお
り、やむを得ず他の目的に利用する場
合は、事前に農用地区域から除外する
手続きが必要となります。

受付期限／９月30日（木） ※次回の
受付期限は令和４年３月31日（木）を
予定。

※申し出た農地が必ず除外できるとは
限りません。

農水産課農業基盤整備班（☎74-3

660）

イ キイ キ

“イキイキあさひっ子”を大募集

あさひっ子

掲載を希望する人は、秘書広報課広報広聴班
（ koho@city.asahi.lg.jp・
〒289-2595 旭市ニの2132・☎62-8070）まで。対象は小学校入学前の
子どもです。くわしくは市ホームページを確認してください。

！
！
ン！
公園大好きマ
毎日元気

の

大好き！
お歌と体操が
てます！
いつも歌って踊っ
ご機嫌なときは

ママへ
！
てありがとう！
私を産んでくれ

あ

ゆず き

希空ちゃん

桜ちゃん
令和２年３月12日生まれ
〔江ケ崎〕

令和２年９月18日生まれ
〔ロ〕

平成31年２月５日生まれ
〔大間手〕

あさピーが

さくら

柚希ちゃん

行く
！

no.65

ぼくの名前は
「あさピー」
。市のイメージアップキャ
ラクターとして、いろんなイベントやキャンペーン
に参加して市のPRをしています。ぼくを応援してね！

９

月

くらし の カレンダー

20日（月）敬老の日
23日（木）秋分の日

おもしろそうな
本がいっぱい！
稲刈り

７月１0日
（土） 天気 はれ
県立東部図書館内に移転した旭市図書館の開館
式に参加したよ。
「えほんのもり」
には子どもたちが
楽しめる絵本もたくさんあるんだって♪ ぜひ利用
してみてね！
あさピー活動予定

市内のどこかであさピーアール

あさピーの活動は市ホームページ
にも掲載しています。
https://www.city.asahi.lg.jp/site/pr/

あさピー

令和３年９月１日発行
［毎月２回 １日・15日発行］ 編集：旭市役所秘書広報課
〒289-2595 千葉県旭市ニの2132番地 ☎0479-62-1212（代表）

旭市ホームページ

https://www.city.asahi.lg.jp/

編 集こぼれ話
先日、万が一自分がコロナに感染したときに備
えて買い出しをしました。すぐに食べられて長期
保存もできる食料品や飲料水、サプリメント、シ
ャワー替わりの体拭きシートなど…買い物をしな
がら気が付いたのですが、これって災害用の備蓄
品と同じですね！両方の備えができて、なんだか
得した気分になりました。
（笑）
今号３ページでも備蓄品チェックリストを掲載
しています。家にいる時間が長い今こそ、みなさ
んも家庭内の備蓄品を確認してみてください。
（た）
広報あさひは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断基準を満たす用紙、誰にでも読みや
すいUD
（ユニバーサルデザイン）
フォント、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

