
ああささひひ広

報

語らいの広場を改修しました！
詳細はP10～
語らいの広場を改修しました！
詳細はP10～

no.662 May52020

総人口：10,941人（＋11）
　　男：5,469人（＋5）
　　女：5,472人（＋6）
世帯数：4,173世帯（＋17）

（令和２年3月末現在）
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朝日町食生活改善推進協議会　クッキングプラザ

春菊とりんごの和え物 

春菊の香りとくるみの香ばしさが際立つ和
え物です。醤油ではなく、ポン酢しょうゆ
を使用することで減塩効果も期待できます。

春菊
ほうれん草
りんご
くるみ
ポン酢しょうゆ
砂糖

…………………………………………………100ｇ
…………………………………………100ｇ

…………………………………………………40ｇ
…………………………………………………8ｇ

…………………………………小さじ２
………………………………………………小さじ１

作 り 方

　皆様　こんにちは！
　このところ「新型コロナウイルス
感染症」対策ということで幼稚園・
小学校・中学校の休校、教育文化施
設及び体育施設・保健福祉センター
の休館、さらに種々の町主催行事の
中止や延期の決断を余儀なくされて
おり、町民の皆様にご心配とご不自

由をおかけしておりますことを申し訳なく思っており
ます。
　また、「サマーフェスタASAHI」は３年連続となる
開催中止となりますが、昨今の状況を鑑み、実行委員
会の皆様が断腸の思いで決断されたものと聞いており
ます。
　しかしながら、これらの決断はいずれも、今回のウ
イルス感染症が「現状では即効的な医療対策がなく」、
感染の拡大を防ぐためには「これしかない」という判
断に基づくものであるということでご理解賜りたいと
願っております。
　併せて、今後も「３密回避」の徹底に対するご理解
とご協力をいただきながら、感染防止に取り組んでま
いりたいと願っております。

　次は、町の明るい話題についてご報告させていただき
ます。
　一つ目は、当町の人口についてですが、２月、３月と
連続の増加があり、過去最高の「10,941人」となりまし
た。町政の責任者と致しましても、人口の増加は町の
「賑わい」と「活力アップ」に繋がるということから大
いに喜んでおります。
　二つ目は、今年も「あさひ園」、「小学校」、「中学
校」に多数の新入生をお迎えすることができたことです。
あさひ園は97名、小学校は130名、中学校は163名と合
計390名の子どもたちをお迎えしました。入園式・入学
式は「新型コロナウイルス感染症」対策の関係で簡素化
した式典となりましたが、好天に恵まれ、明るく・活力
ある町を象徴する子どもたちの元気な姿を見せていただ
き、大きな「力」をいただきました。

　　　　　　　　　　　　　　  　　2020年５月１日

「参考」
　「３密回避」とは
　　・換気を定期的に行い「密閉」状態を作らない、入ら
　　　ない
　　・大人数が「密集」する場を作らない、出向かない
　　・外出や会話の際には間隔を確保して「密接」状態を
　　　作らない

朝日町長　矢野純男

町長だより

材料（4人分）

エネルギー
34kcal

たんぱく質
1.5g

脂　　　質
1.6g

塩　　　分
0.3g

Ａ

①春菊とほうれん草はそれぞれ茹でて３㎝の長さに切る。
②りんごは皮付きのまま縦に８等分に切り、芯をとって２
～３㎜のいちょう切りにする。
　くるみは細かく刻む。
③ボールにＡの調味料を加え、①の水気を絞って和える。
　りんごも加えて混ぜ、器に盛ってからくるみを散らす。
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＊最終ページに子育て健康課の子育て事業を掲載していますので、ご覧ください。
＊お問い合わせは、各担当者にご連絡ください。
＊新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止とさせていただくことがありますので、ご了承をお願いいたします。

日　 程 時　   間 事　業　名 内　　　容 対　 象 場　  所 予約 担　    当

9:00-12:006/2㈫・4㈭・9㈫
ほっとくらぶ
(377 - 3522 )ほっとくらぶ 不 要

発 達 が
ゆっくりの
子 ど も と
保 護 者茶 話 会

スキンシップ・
ストレッチなどの
遊 び

あ そ び 場

ほ っ と す る
親 の 会9:00-12:006/5㈮

「子育てワンポイントアドバイス」

　新型コロナウイルスによる影響は物質的なものや経済的なものだけではありません。私達の心も大き
なダメージを受けています。
　小さなお子さんをお持ちの方は更に清潔に気を配るようになったはずです。学校が突然休校になりお
子さんも親御さんも少なからず動揺されたでしょう。「授業は、部活はどうなるのか？」また、就職活
動に重なった人や勤務を制限された人もいるでしょう。先行きが見えない不安の前では大人も子どもも
ありません。得体の知れない未知のコロナウイルス、未経験の目に見えない恐怖に不安も高まります。
どこまでどの様に対処すべきか？適切に恐れるというのは難しいです。恐怖に飲み込まれてしまうこと
もあるでしょう。
　情報が集団ヒステリーを引き起こすこともあります。実は集団で起きる過呼吸もそうですが、今回ト
イレットペーパーや食料品の買い占めが起きたのもこれに当たります。不安が伝播して多くの人が妄想
やパニックに陥ってしまう状況です。周囲がその様な状況にありながら自分自身を冷静に保つのは難し
いでしょうが、日常のペースを崩さず、安心できる落ち着いた時間を作ったり、今の状況で出来る事を
したりしましょう。そして、情報を得たら鵜呑みにせず「その情報は正しいものか？差別的なものでは
ないか？」等をしっかり確認してから人に伝えることです。不確かな情報は誤解を招くだけでなく偏見
や風評被害にもつながり、あってはならない事です。
　また、安心するためにメディアから様々な情報を得る事は必要ですが、かえってストレスにもなりま
す。自然災害時の映像と同様に今回の報道も恐怖感を抱くに十分なものだと思います。その恐怖感によ
って自分の身を守ることに繋がるのならいいのかもしれませんが、過度に心が疲弊しないよう、しばら
く情報を見聞きしないなど自分でメディアとの距離をとることも必要です。心を休ませてあげることも
忘れずに…
　私達はそれぞれが出来ることをし、今回の事を悪い事ばかりだと思わず考え方の転換や家族との時間
を振り返る良い機会と捉え、日々を大切にしていけたらと思います。

第173回　「コロナウィルスの様々な影響」
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　心の相談員  前田　里美

※前田相談員は、朝日小学校、朝日中学校で相談活動を行っています。
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感染症流行期に、こころの健康を保つために 

　世界中で、新型コロナウイルス感染の拡大が続いています。このような状況の中で、初めての隔離や自宅
待機を経験し、大変な思いをしている方も少なくありません。また、連日のニュースで不安な気持ちを抱か
れている方もいるのではないかと思います。
　いつもと違う環境の中で、こころの健康を保つためのポイントをご紹介します。
●活動的であるように心掛けましょう。書きものをしたり、ゲームをしたり、クロスワードや数独パズルを
したり、頭を使うゲームを考案したりするのも良いでしょう。

●家族や友人とのつながりを維持するよう努めましょう。直接会うことはできなくても、電話やメールを使
って連絡を取ったり、ビデオ通話をしたりすると良いでしょう。

●苦しい状況であっても、ユーモアのセンスを持てるようになると良いでしょう。ユーモアは無力感に対す
る強力な対抗手段になるものです。笑顔や、小声でくすっと笑うだけでも、不安感やイライラ感を和らげ
ることができます。

●自分自身の体調を客観的に、落ち着いて評価しましょう。
●通常の睡眠・起床のペースを保つように心掛けましょう。十分に食事を摂り、できるだけ運動するよう心
掛けましょう。達成できるゴールを設定し、それを実行することで自分自身をコントロールできている感
覚を得ることができます。

●できることや場所が限られていても、楽しくリラックスできる活動をするよう心掛けましょう。例えば絵
を描いたり、お気に入りの本を読んだり、音楽を聴いたり、ストレッチやリラックスできる運動などを行
うのも良いでしょう。

精神保健福祉相談について 

　身近なところで精神科医の専門の相談が受けられる機会を設けるため、桑名保健所にて、精神保健福祉相
談を実施しています（要予約）。お気軽にご利用ください。（予約先：0594－24－3620）

【生活（生活上の困りごと、権利擁護、生活資金等）に関する相談】
相  談  内  容 電話番号 受　付　時　間相　談　窓　口

企業経営・金融の相談

消費生活に関する相談

三重県商工会議所連合会
三重県商工会連合会

三重県消費生活センター

消費者ホットライン

059－227－1666
059－225－3161

059－228－2212

188

※次回は、法律に関することの相談窓口をご紹介します。

こころの健康づくりだより
～こころの健康づくり対策協議会より～

5／27（水）

6／24（水）

7／22（水）

13時30分～15時30分

13時30分～15時30分

13時30分～15時30分

三重県桑名庁舎
（桑名保健所）
三重県桑名庁舎
（桑名保健所）
いなべ市役所
保健センター棟

北勢病院　山田嘉昭院長又は森豊和副院長

多度あやめ病院　平田春夫院長

北勢病院　山田嘉昭院長又は森豊和副院長

場　　所時　　　間日にち 相　談　医　師

９時～17時
８時30分～17時15分
９時～12時
13時～16時（月～金）
お住いの市町消費生活相談
窓口等につながります。ま
た土・日・祝日は国民生活
センターにつながります。
（年末年始を除く）
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5月31日は「世界禁煙デー」です

『マイナンバーカード申請用写真
無料撮影＆申請手続きサポート』 実施中
　マイナンバーカードの交付申請に必要な顔写真を無料撮影し、その場で
交付申請書の作成と申請書を郵送するまでの手続きをサポートするサービ
スを実施しています。
　マイナンバーカードの取得がまだの方は是非ご利用ください。
　なお、予約制で行なっていますので、希望される方は事前に日時の電話
予約をお願いします。

　マイナンバーカード交付
専用の休日臨時窓口を開設
します。
　マイナンバーカードを受
け取るのに平日都合がつか
ない場合ご利用ください。

と　き　５月24日（日）　６月28日（日）
　　　　いずれも９時～17時
ところ　朝日町役場　町民環境課臨時窓口または２階交付会場
その他　事前に電話予約が必要です。
　　　　（直近の開庁日17時までに）
予約先・問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653

実施日時
月曜日～金曜日（祝日を除く）
９時～17時
予約先・問い合わせ先
町民環境課　TEL 377－5653

　タバコが健康に良くないことは多くの人が知っていま
す。しかし、タバコの実体や具体的な健康被害まで理解
しているでしょうか。また受動喫煙を防止するため、健
康増進法が改正され、2020年４月１日より全面施行さ
れました。望まない受動喫煙を防止するための取り組み
は「マナー」から「ルール」に変わりました。タバコに
関する正しい知識を身に着けて、自分や家族の健康につ
いて考えてみましょう。
タバコには…
　タバコの煙には4,000種類の化学物質が含まれていま
す。その中には200種類以上の有害物質が含まれ、発が
ん性物質は50種類以上にのぼります。有害物質の中で
も、よく知られているのはニコチン、タール、一酸化炭
素です。そのほかにも、ペンキ除去剤に使われるアセト
ンや、アリの駆除剤に含まれるヒ素、車のバッテリーに
使われているカドミウムなど、体に大変有害な物質がタ
バコの煙に含まれています。
　タバコに含まれる有害物質や発がん物質は、喫煙者の
健康を奪うだけでなく、家族や友人、職場の同僚等、あ
なたの大切な人の健康も奪います。タバコから出る煙は
がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などの様々な
病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも
悪影響を及ぼすことが分かっています。
禁煙を成功させる方法
　禁煙を成功させるためのポイントは、タバコが吸いた
くなった時にどのように対処するかです。自分に合った

対処法を知ることが大切です。
　①禁煙と結びついている生活パターンを変えましょう
　　・食後すぐに席を立ち、歯を磨く
　　・コーヒーではなく紅茶や緑茶に変える
　　・外にお酒を飲みにいかない　など
　②きっかけとなる環境を改善しましょう
　　・周りに禁煙していることを伝える
　　・タバコやライターなどの喫煙具を処分する　など
　③吸いたくなったら代わりとなる行動をしましょう
　　・冷水や炭酸水、熱いお茶を飲む
　　・野菜スティックや細切り昆布など噛み応えのある
　　　ものを噛む
　　・深呼吸をする
　　・ストレッチや体操をする　など
　禁煙を続けることができ
れば、タバコでダメージを
受けた体も健康に近づいて
いきます。例えば、禁煙が
１か月続くと咳や痰、ぜん
そくなどの呼吸器が改善し、
２～４年続くと狭心症や心
筋梗塞などの心臓の病気の
リスクがタバコを吸う人と
比べて著しく低下します。禁煙が遅いということはあり
ません。喫煙生活を見直してみましょう。

参考：https://sugu-kinen.jp/harm/

マイナンバーカード
交付専用休日臨時窓口 のお知らせ
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令和２年度 ごみゼロ運動中止のお知らせ

朝日町の特産品を募集します！
　昨年度にひきつづき、今年度も朝日町の特産品を募
集します。ふるってご応募ください。
【朝日町の特産品とは？】
　「特産品」とは、その土地で収穫され
た食材やその加工品、工芸品など、その
土地ならではの品々のことを指します。
朝日町は、これまでに７つの商品（シク
ラメン、減農薬米、タケノコ水煮、汐見、Asahiブレン
ド、原木しいたけ、ソレイユルヴァン白梅）を朝日町
の特産品として認定しました。
【認定されることによるメリットは？】
☆朝日町の特産品として町がPRをサポートします。
☆特産品を取り扱う事業者として、イメージアップが
　期待されます。
☆三重県のアンテナショップ「三重テラス（東京日本
　橋）」への設置など、県の施策と連携し販路拡大を
　サポートします。
☆ブース設置等による販売・PRが可能な町内外のイベ
　ント等をご紹介します。
※紹介できるイベント等は年度によって異なります。
（過去の実績）
•ござれ市（町内：JAみえきた朝日支店）
•BANKO300thウィークエンドイベント
　（四日市市：ばんこの里会館）
•美し国三重市町対抗駅伝市町交流市場
　（伊勢市：三重交通Ｇスポーツの杜伊勢）
【申込について】
❶対象事業者（以下のすべてに該当すること）
•町内に、本社、支社、営業所のいずれかを有する法

　人又は個人事業者。
•申請時に町税等の滞納がないこと。
•各種行事に出品でき、人材
　派遣が可能であること。
•生産、製造、販売に関する
　法令等を遵守していること。
※主な条件は上記の通りですが上記以外にも条件があ
　ります。詳細は産業建設課に設置の募集チラシ兼申
　込書（HPよりダウンロード可）をご参照ください。
❷対象商品（以下のいずれかに該当すること）
•町産の農産物等。
•町産の農産物等を１種類以上使用する町内事業所で
　製造された加工食品、または、工芸品。
•町産の農産物等は使用していないが、町内の事業所
　で製造された加工食品、または、工芸品であり、朝
　日町の魅力を発信できる名称を使用する、或いは、
　朝日町の観光資源をPRする目的で生産する等、朝日
　町の観光や地域産業の振興に資する商品。
•町産の農産物等を使用していないが、既に長年に亘
　り町内の事業所で製造されており、消費者等に相当
　程度認識されている加工食品、または、工芸品であ
　り、朝日町の観光や地域産業の振興に資する商品。
※１業者につき１品とします。
※今年度の認定数は最大10品程度とし、認定数が多数
　となる場合は抽選とします。
❸申込方法
　産業建設課に設置の募集チラシ兼申込書（HPよりダ
ウンロード可）に必要事項を記入し、必要書類添付の
上、ご提出下さい。締切：６月26日（金）必着
問い合わせ先　産業建設課　TEL 377－5658

認定マーク

　ごみゼロ運動は、「クリーンな町」を目指すため、毎年５月末の日曜日に実施しており、約2,000人の方々
にご参加いただいています。
　令和２年度のごみゼロ運動は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、参加される皆様の健康・
安全を第一に考慮いたしまして、中止とさせていただくことになりました。
　これからも「クリーンな町」を目指し、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653
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　朝日町地域防災計画は、朝日町防災会議が作成する計画で、
現在、災害対策基本法第42条の規定に基づき、近年の地震・
津波、風水害の傾向や新たな対策の必要性を踏まえ修正して
います。
　この修正後の計画に住民の方々の声を反映させるため、下
記のとおりご意見を広く募集することとしました。
【公表の方法】
　朝日町役場防災保全課、保健福祉センター、教育文化施設
（図書館）の各窓口のほか、町ホームページでもご覧いただ
けます。ただし、上記各窓口の閉庁、閉館日（時間）には、
窓口での公表は行いません。
◆町ホームページアドレス　http://www2.town.asahi.mie.jp/
【意見の募集方法等】
（1）募集期間　５月１日（金）から６月１日（月）まで
（2）意見の提出方法及び提出先
　電子メール、郵便、ＦＡＸのいずれかの方法により下記に
提出ください。
○電子メール　bousai@town.asahi.mie.jp
○郵　　　便　〒510-8522　三重郡朝日町大字小向893番地
　　　　　　　朝日町役場防災保全課あて
○Ｆ　Ａ　Ｘ　377－5661　朝日町役場防災保全課あて
（3）対象者
○町内に在住、在勤し、又は在学する方

○町内に事業所又は事業所を有する個人又は法人その他の団
　体
○町に納税義務を有する方
○パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する方
（4）注意事項
○様式は「朝日町パブリックコメント手続に関する意見」（様
　式第３号）により提出ください。
※様式は朝日町ホームページからダウンロードいただくか、
　防災保全課窓口でお渡しいたします。
○意見等の冒頭には、必ず「○○ページ　第○部第○章の○
○について」など、指摘箇所が分かるように標題を付けてく
　ださい。
○意見の記述は、できる限り具体的かつ簡潔なものとしてく
　ださい。
○住所、氏名は明記ください。明記されていない場合は、提
　出意見として取扱いしない場合があります。
○電子メールでの提出の場合は、件名に「計画素案意見」と
　記載ください。
【提出された意見の公表】
○提出された意見については、考え方を付して内容を公表す
　ることがあります。その際、住所・氏名は公表しません。
○類似の意見は、まとめて公表することがあります。

「朝日町地域防災計画（地震・津波対策編、風水害等
 対策編）（素案）」のパブリックコメントの実施について

　このたび、防災アプリ「朝日Sアラート」の安定動作改善
対応のバージョンアップを行います。それに伴い、受信端末
（各自のスマートフォン）にインストール済みの受信アプリ
のバージョンアップも行います。
　なお、基本的な機能や動作に変更はありませんが、配信履
歴保存が「期間」から「件数」へ変更となるなど、軽微な変
更があります。お手数ながら、ご理解とご協力をお願い申し
上げます。
■実施日：３月30日（月）
❶受信端末
※受信端末（各自のスマートフォン）のアップデートが可能
　となります
※設定や接続状況によって自動でアップデートされる場合が

　あります
【改善内容】
•配信データ取得時の高速安定化
•音声ファイル再生方法の変更
•グループ設定を行う旨の表示をインストール時に行うよ
　う機能追加
•その他軽微な修正
■実施日：５月26日（火）予定
❷送信管理ＰＣ
※送信管理ＰＣアップデート後は、旧バージョンの受信端
　末（各自のスマートフォン）に配信されなくなりますの
　で、５月26日（火）までに各機種「Apple　store」や
　「Google play」などからアップデートをお願いします。
　なお、バージョンアップ前には通常一斉通知によりアッ
　プデートの告知を行います。
※送信管理PCは防災保全課所有のPCです
※受信端末（各自のスマートフォン）のアップデート自体
　は５月26日以降も行えます

防災アプリ「朝日Ｓアラート」
バージョンアップのお知らせ
防災アプリ「朝日Ｓアラート」
バージョンアップのお知らせ
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朝日町農　業委員会

　改正農地法の施行（H21.12.15）に伴い従来の【標準小作料制度】が廃止されました。新たに農業委員会が過去１年間で
実際に締結された賃貸借契約の賃借料に関するデータにより、賃借料情報を提供することになりました。
　なお、契約締結時の内容をデータとしているため、その後の当事者間の契約変更等は反映していません。実際の農地の賃
借料と異なる場合がありますので判断材料の一つとしてご活用ください。

※新たに利用権設定を申し込みされる方については無償契約する事をお願いしております。

成人式を企画・運営していただける新成人を募集します。

応募人数　５人程度
応募資格　令和３年成人式対象者で朝日町に住所または本籍を有
　　　　　する方。
応募方法　直接または、電話、郵送、メールで「住所」「氏名（ふ
　　　　　りがな）」「生年月日」「性別」「電話番号」を記入し朝日
　　　　　町教育委員会　生涯学習課（朝日町公民館内）へお申
　　　　　し込みください。
応募期限　５月22日（金）
問い合わせ先　教育委員会　生涯学習課　TEL 377－2513
　　　　　　　e-mail  s-kyouiku@town.asahi.mie.jp

【令和元年度賃借料情報】

改正農地法第52条に基づく
農地の賃借料情報の提供について
改正農地法第52条に基づく
農地の賃借料情報の提供について

日　時：令和３年１月10日（日）
　　　　受付　13時～
　　　　開式　13時30分
ところ：保健福祉センター
対象者：平成12年４月２日～
　　　　平成13年４月１日生まれの方

地区名

朝日町全域

賃借料（10a当たり）

０

データ数

０

備　　　考

使用貸借（無償）によるデータ数は76

利用地目

田

成 人 式
令和３年

成人式のご案内

成人式を企画・運営する方を
募集します。

令和２年　第２回定例会の予定令和２年　第２回定例会の予定
区　分

本会議

開会時間

９：00

曜　日

月

摘　　　要
行政報告・一般質問・提案説明・

質疑・討論・採決　　　　　　　

月　日

６月１日

本会議は30人まで
傍聴できます。議会 を傍 聴 しません か！

有
料
広
告
掲
載
欄

　新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、変更となる
場合があります。
問い合わせ先
議会事務局　TEL 377－5656
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若者サポート
ステーション

出張相談 　朝日
（無料・要予約）

in

北勢
地域

ストーリーテリング
中止のお知らせ

高血圧予防料理教室
中止のお知らせ

５月は消費者月間です！５月は消費者月間です！

＜　　　　　　　　　　　　＞

2020
サマーフェスタASAHI
中止のお知らせ 「今日も嫌がらせ弁当」

　６月７日（日）にあいあいホールで開催を予定
しておりました三重県内男女共同参画連携映画祭
2020「今日も嫌がらせ弁当」（4月広報掲載）は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来
場される方々の健康と安全を考慮し、開催中止と
させていただきます。
　来場を予定されていた方々には、ご迷惑をおか
けいたしますが、ご理解・ご協力いただきますよ
う、よろしくお願いいたします。

問い合わせ先　企画情報課　TEL 377－5663

　５月17日（日）に開催を予定しておりました
が、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中
止とさせていただきます。
　楽しみにして下さいました皆様には申し訳あり
ませんが、ご理解いただきますようお願いします。
問い合わせ先
あさひライブラリー　TEL 377－6111

今年のテーマは
「豊かな未来へ ～『もったいない』
から始めよう！～」です。
　トラブルに巻き込まれてしまったときや心配ご
とがあるときは一人で悩まずに、できるだけ早め
に相談することが大切です。

消費生活相談は、

「消費者ホットライン　１８８」
※　消費生活・多重債務の相談は産業建設課
（TEL 377－5658）でも対応出来ます。

　５月29日（金）に予定しておりました、高
血圧予防料理教室は新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止とさせて頂きます。ご了承く
ださい。

問い合わせ先　保険福祉課　TEL 377－5659

　本年度のサマーフェスタASAHIは、新型コロ
ナウイルス感染症の事態収束の見通しが立たな
いため、中止とさせていただきます。
　来場を予定されていた方々には、ご迷惑をお
かけいたしますが、ご理解・ご協力いただきま
すよう、よろしくお願いいたします。
　　　　　　サマーフェスタASAHI実行委員会

問い合わせ先　企画情報課　TEL 377－5663

６月７日（日）６月７日（日）開催中止
のお知らせ

内　容：就労に対するさまざまな相談をお受け
します。
対　象：15～49歳で無職の方
　　　　（ご家族・関係者・在学中でも可）
※今年度より対象者年齢をこれまでの15歳～39
　歳から15歳～49歳に拡大しています！
日　時：５月27日（水）10時～12時
場　所：朝日町役場　１階相談室
問い合わせ先・申込先
北勢地域若者サポートステーション
TEL 359－7280

三重県内男女共同
参画連携映画祭 2020
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まちなみ通信　第17号
　「朝日まちなみプラン」を住民の皆さんにより身近に感じていただくため、プランに基づく町
や地域の皆さんの動きを≪まちなみ通信≫として紹介します。

　近鉄伊勢朝日駅を利用される方や地域の方々の憩いの場である語らいの広場は、東海道の景観をイメージし、駐
輪場を備えた「東海道ポケットパーク」として平成10年４月に整備され、毎年12月に朝明商工会によりイルミネ
ーションが設置されていることでも知られています。
　この語らいのひろばを「朝日まちなみプラン」に基づき東海道の歴史を感じられる広場としてより魅力的にする
ため、平成30年度に朝日まちなみプラン検討ワークショップにおいて町民の皆さんとともにあるべき姿を検討し、
以下の改修整備計画案を練り上げました（この様子は平成30年12月広報掲載のまちなみ通信第７号で紹介してい
ます）。

語らいの広場を改修しました！

　昨年度、この計画案をもとに設計・工事を行っておりましたが、令和２年３月末に無事完成しました！この広報
の表紙の写真もぜひご覧下さい。ここでは計画案がどのように反映されているかを中心に、今回の整備の概要を個
別にご紹介します！

案内看板

計画案：今よりも大き
く分かりやすいものに
整備し直す。
→大きく、わかりやす
く、見やすくなりまし
た！

【計画案】
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形状

→全体に凹凸があった形
　状を平坦にし、平石張
　りをすることで景観性
　と歩きやすさが向上し
　ました！

樹木

→平坦化に合わせて大半の樹木は伐採しましたが、
　以前よりシンボルツリーとなっており、イルミ
　ネーションの目玉にもなっている最も大きな木
　はそのままとしています。

ワークショップの皆さんのアイデアを活かした全く新しい語らいの広場となりました。ぜひお立ち寄りください！

足元灯付き和風街灯

御影石のベンチ

瓦葺きの四阿（あずまや）

開放的な
ロープタイプの柵

 
 

平石張り舗装

 シンボルツリー

全体を平坦に

四阿（あずまや）
計画案：和風デザインで整備し直す。色は茶系（屋
根）。
→和風デザインで茶系統の色とし、屋根は瓦葺きとし
　ました！
柵
計画案：開放的なチェーンタイプに整備し直す。
→チェーンよりも更に開放的なロープタイプとし、開
　放感と落ち着いた雰囲気を両立しました！

街灯
計画案：和風のものに整備し直す。行灯風の足元灯を
設置する。
→足元灯付きの和風の街灯になりました！光度も増し
　明るくなりました！
車止めブロック
計画案：足元灯に整備し直す。
→耐久性等の問題により反映できませんでした。
ベンチ
→御影石の和風ベンチを６基設置しました！
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叙勲　旭日単光章を受章
～  日美　忠行  氏  ～
　日美氏は、昭和54年４月30日に朝日町議会議員に就任され、12年の永きにわたり議会
議員として地方自治の発展に貢献された功績が認められ、去る２月１日旭日単光章を受章
されました。

保育部入園式（リズム遊びをする園児） 幼稚部入園式（リズム遊びをする園児）

【写真左側は　㈱カツラヤマテクノ
　ロジー営業部長　葛山  泰様】

【写真左側は、松橋様、赤塚様】

橋岡　信生　様　　　　　5,000円
　「ふるさとあさひ応援事業」に対しましてご寄付いただきました。ご意向により、「防犯の充実」に役立たせていた
だきます。

寄付（ふるさと納税）

橋岡　信生様から頂いた寄附
　5,000円（使途：防犯の充実）を経費の一部
として充当し、縄生地内に防犯灯を５基新設し
ました。
　「ふるさとあさひ応援事業」にご協力いただ
き、ありがとうございました。

寄附（ふるさと納税）を充当
し、防犯灯を新設しました。

あさひ園入園式

　新型コロナウイルス感
染が拡大する中、㈱カツ
ラヤマテクノロジー　代
表取締役　葛山　徹様
（朝日町出身）から、マ
スク5,000枚【あさひ園
に1,000枚（４月６日）、
役場に4,000枚（４月10
日）】を寄贈して頂きま
した。
　町民の安全・安心を確保していくため有効に活用させて頂
きます。

　4月 1 5日
（水）、朝日
白梅会みえっ
こＣａｆｅ運
営委員様から、
「手作りマス
ク」3 0 0枚
（朝日町配食
サービス・町
内施設等へ）を寄贈して頂きました。
　配食サービス時等に有効に活用させて頂きます。

マスクの寄贈

ご厚意ありがとうございます。

ご厚意ありがとうございます。 ご厚意ありがとうございます。

　４月３日（金）、７日
（火）あさひ園にて、入園
式が行われ、新たに０～２
歳児44名、３～５歳児53
名が入園しました。これか
ら始まる新生活に期待と希
望で胸を膨らませながら、
緊張した面持ちで入園式に
臨んでいました。



広報あさひ/2020/5

広報あさひ４月号令和２年度当初予算に関するお詫びと訂正について
　広報あさひ４月号４ページの令和２年度当初予算に関する記述に誤りがありました。正しくは次のとおりです。
　ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。

〇訂正箇所　一般会計歳出（目的別）に関するグラフ
〇訂正内容　【誤】総務費5.8億円（13.7%）　教育費5.6億円（13.2%）
　　　　　　【正】教育費5.8億円（13.7%）　総務費5.6億円（13.2%）

防火管理講習の開催について

13

【写真左側は、亀井様】

　４月16日（木）、東芝三重連合会様から、「除菌アルコール消
毒液」40ℓをあさひ園に寄贈して頂きました。
　園児の安全・安心を確保していくため有効に活用させて頂きま
す。

　各窓口に飛沫感染防止対策としてビニール
を設置しました。
　皆様もマスク着用、こまめな手洗い、３つ
の密（集団感染を招きやすい密閉、密集、密
接）が重なる場を徹底して避けるなど、感染
予防にご協力をお願いします。

コロナウイルス感染拡大防止作業を実施しました。　

除菌アルコール消毒液の寄贈

1実施日時
（1）甲種防火管理新規講習
　　　（２日間全科目の受講が必須です。）
       ６月30日（火）と７月１日（水）の２日間
       両日とも　９時30分～15時40分
（2）甲種防火管理再講習（全科目の受講が必須です。）
       ７月２日（木）  ９時30分～11時30分
2実施場所
　四日市市西新地14番４号　四日市市消防本部２階　防
災センター
3受講手続
　消防本部予防保安課、北消防署、朝日川越分署、南消
防署において、所定の受講申込書に必要事項を記入（上
半身の写真等を貼付）のうえ、お申し込みください。テ
キスト代（甲種防火管理新規講習は2,500円、甲種防火管
理再講習は1,400円）につきましては講習当日の受付時に
お支払いいただきます。
　※テキスト価格の変動により変更となる場合があり　
　　ます

　→甲種防火管理新規講習のテキスト代は2,450円から
　　2,500円に変更となりました。
　受講申込用紙は消防本部ホームページからもダウンロ
ードできます。
　なお、電話での申し込みはできません。
4受付期間
　三重郡朝日町内に在住または通勤の方
　６月１日（月）～６月12日（金）（土日を除く。）
　受付時間は８時30分～17時15分までとします。
　ただし、受付期間中であっても定員になり次第締め切
りますので、お早めにお申込みください。
5受講定員
　甲種防火管理新規講習　　140名
　甲種防火管理再講習　　　  50名

＊特記事項　新型コロナウイルスの感染拡大状況によっ
　ては、講習を中止、縮小する場合があります。

問い合わせ先　四日市市消防本部  予防保安課予防係　　
　　　　　　　TEL 356－2008

ご厚意ありがとうございます。
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各施設等のマーク
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TEL（059）377-5663　FAX（059）377-4543

URL ： http://www.town.asahi.mie.jp
E-mail : asahi@town.asahi.mie.jp

出し
の日

リサイクル運動
（毎月第3水曜日（祝日、雨天の場合は翌日））

収集場所　保健福祉センター駐車場
　　　　  （９時～12時まで）
出張場所　縄生防災倉庫広場
　　　　  （10時～11時まで）

心配ごと相談（6/5（金））
毎回、保健福祉センター2階研修室
13時30分～15時30分まで

ご
み

生活カレンダー

※お申し込みは、子育て健康課（TEL 377－5652）保健師・管理栄養士まで

粗大
（柿、山王谷、向陽台）

再生（新聞紙等）

再生（新聞紙等）

すくすく相談

ひよこ教室（キッズ）

ごみ出しの日保健福祉センター

一般ごみ 再生ごみ 埋立ごみ 粗大ごみ

25（柿・山王谷・向陽台）
13、6/10（新聞紙等）
27（雑誌等）

名　　　称 日 時　　間 備　　　　　　　　考

内容：血圧測定、検尿、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など
持ち物：健康手帳（お持ちでない方は、発行します）
対象：９カ月～１歳６カ月未満の乳幼児（要予約）
内容：保育士による刺激遊びの教室。親子のふれあいの場。
（定員20組）
内容：「ことばがゆっくりで心配。発音が気になる。お友達と
のコミュニケーションが上手にできない。」など言語聴覚士に
よるこどもの言語相談（要予約）
内容：「子どもへの関わり方がわからない。落ち着きがない。」
など臨床心理士による子どもの発達に関する相談（要予約）
内容：相談支援事業所が相談を受けます。
ソシオTel（345－9016）／HANA Tel（320－2761）
内容：四日市障がい者就業・生活支援センタープラウの相談員
が相談を受けます。 Tel（354－2550）
内容：相談支援事務所が相談を受けます。
陽だまりTel（328－5881）ブルーム Tel（329－5657）
内容：北勢福祉事務所の女性相談員がＤＶ・家庭問題などの相
談を受けます。 Tel（352－0557）
内容：北勢児童相談所の相談員が子どもの発達・虐待・非行等
の相談を受けます。Tel（347－2030）

健 康 相 談

ひよこ教室（キッズ）

す く す く 相 談

の び の び 相 談

精 神 福 祉 相 談

障がい者の就職相談

知的障がい福祉相談

女 性 の 悩 み 相 談

児 童 福 祉 相 談

14：00～15：00

10:00～11:00

予約時にご案内

予約時にご案内

随時

随時

随時

随時

随時

木火・金

※朝日町役場に問い合わせの際は、ダイヤル
番号をよくご確認の上、お間違いのないよ
うおかけください。

5月MayMay

一般

一般

一般

18 1917 20

3

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

24
埋立

埋立

29 30

23

25 2726

31 1 2

12
一般

一般

28

のびのび相談

埋立

埋立

一般

一般

一般

5 64   (6月)

すくすく相談

一般

107 8 9

21 22

1歳半健診

7・8ヶ月児健康相談

健康相談

11

再生（雑誌等）

1613 14 15

6/8

6/9

6/5
6/10

6/4

※コロナウイルス感染症拡大防止のため、５月の教室・相談を中止します。６月以降も中止、変更になること
もあります。７・８ヶ月児健康相談については、後日ご連絡します。
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