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　養蜂と森のつながりや自然の大切さを学びながら、
安心・安全で保湿力にすぐれた蜜ろうハンドクリー
ムづくりを体験してみませんか。
▶日　時　２月 19 日（水）
　　　　　午前９時 30 分～午前 11 時
▶場　所　秋葉山交遊館 視聴覚教育室
▶講師・内容
　ハチ蜜の森キャンドル　安藤 竜二 氏（大谷一）
▶内　容
　・スライドショー（30 分程度）

　・蜜ろうを原料にしたハンドクリーム作り体験
　※完成するクリームは、約 60 グラムです。
▶参加費
　900 円（材料、容器代等。当日ご持参ください）
▶申込み方法・締切
　２月 13 日（木）まで、氏名・地区・連絡先等を下
　記までお知らせください。

▶申込み・問合せ先
　北部公民館　☎６８- ２１１１

北部女性教室「蜜ろうハンドクリームをつくってみよう」

○朝日町の地酒 豊龍蔵を訪ねる
　地酒「豊龍」を造る豊龍蔵は、朝日銀山の歴史とと
もに 300 年の歴史を誇る県内一小さな酒蔵です。
　現在も、杜氏がもろみの発酵する音を聞く昔ながら
の方法で管理しています。その歴史やこだわりについ
てお話を伺います。
▶日　時　２月９日（日）
　　　　　午後 1時 30 分～午後 3 時 30 分
▶参加費　500 円（資料・保険代）
▶講　話　鈴木 和香子 氏（月山酒蔵会長） 
▶案内人　長岡 秀典
▶募集人数　　20 人（定員になり次第締切）
▶申込み締切　２月 7 日（金）　正午
▶集合場所　　創遊館 2 階 会議室

○冬の絶景 大沼の浮島を訪ねる
　～あつあつひきずりうどん付き～
　雪の少ない今年は知られざる冬の大沼を見に行く
チャンスです。雪景色の中、はたして浮島は動いて

いるのかみんなで確かめに行きませんか。
　見学後は、ひきずりうどんであったまりましょう。
▶日　時　２月 23 日 （日）午前 9 時～午後 1 時
▶参加費　1,000 円（資料・保険代）
▶講　話　最上 俊一郎 氏（大行院 52 代別当） 
▶案内人　堀 茂
▶募集人数　10 人（定員になり次第締切）
▶申込み締切　２月 21日（金）正午
▶集合場所　　創遊館 1 階 エコルーム前

【両ツアー共通 申込み方法】
　下記まで、電話かメールでお申込みください。
▶主　催　朝日町エコミュージアム案内人の会

▶申込み・問合せ先
　朝日町エコミュージアムルーム　　
　☎６７-２１２８（受付：午前９時～午後５時）
　※月・木曜定休日
　mail：eco@town.asahi.yamagata.jp

朝日町エコミュージアム案内人の会主催「朝日町ふるさとミニ紀行」参加者募集



　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、全
国一斉にＪアラート（全国瞬時警報システム）によ
る情報伝達訓練が実施されます。当日は、防災行
政無線から一斉に試験放送が流れますので、災害
と間違わないようにお願いします。
▶放送日時　２月 19 日（水）午前 11 時頃
▶放送内容
　【上りチャイム音】
　「これは、Ｊアラートのテストです」×３回
　「こちらは防災朝日です」
　【下りチャイム音】

▶問合せ先　総務課 危機管理係　☎６７- ２１１１

Ｊアラート試験放送のお知らせ

　○児童扶養手当
　「両親が離婚」、「父または母が亡くなった」、「父ま
たは母が一定以上の障がい状態」にある等の児童（18
歳になった年度末まで。障がい児の場合は 20 歳未
満）を養育している方に対して支給されます。ただし、
公的年金を受給している方や一定以上の所得がある
方は支給されない場合がありますので、詳細はお問
合わせください。
　なお、下記の公的年金（※）を受給している方は、
年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分
の児童扶養手当を受給できます。 

（※）遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、　
　      遺族補償など
○特別児童扶養手当
　知的または身体に障がいがある児童（20 歳未満）
を養育している方に支給されます。ただし、一定以
上の所得がある方は支給されない場合がありますの
で、詳細はお問合わせください。

▶問合せ・申込み先
　健康福祉課 福祉子育て係　☎６７- ２１３２

児童扶養手当及び特別児童扶養手当のお知らせ

冬季に使用する民具を展示します。昔懐かしい民具から当時の生活を感じてみてはいかが？
▶期間・場所　２月 3 日（月）～ 12 日（水）　創遊館１階 フォーラム
　　　　　　　※使われなくなった民具がありましたら下記へご連絡ください。
▶問合せ先　　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

昔懐かしい民具を
ご覧ください

　「令和 2 年度各種健康診断申込書」を各家庭に送
付しておりますので、内容を確認していただき、2 月
11 日（火）までご記入の上、各地区の班長さんへご
提出ください。
▶令和２年度健診の主な変更点

【町立病院健診】
後期高齢者医療保険加入者の健診を始めます
　○対象者　40 ～ 74 歳の国民健康保険加入者
　　　　　　後期高齢者医療保険加入者
　○健診時期　令和 2 年 7 月～ 12 月

【センター健診】検査時間を短縮
　「一日健診」と「早朝健診」を統合し、「センター健診」
に変更します。
　検査内容は、これまでの「一日健診」と同様で、
午前中に健診が終わる日程となります。

▶問合せ・申込み先
　健康福祉課 保健医療係　☎６７- ２１１６

令和 2 年度 各種健診の申込みを開始します

　郷土食に詳しい食改さんが、簡単でおいしい料
理を教えてくれます。男性の皆さんが和気あいあい
と料理していますので、普段料理をしない方も参加
してみませんか。
▶日　時　２月 20 日（木）午前 10 時～
▶内　容　冬野菜料理をメインとした料理
▶会　場　北部公民館 調理室、視聴覚室
▶持ち物　エプロン、バンダナ、材料代（300 円）
　参加希望の方は、2 月 14 日（金）まで下記へご
連絡ください。
　食改さんが地区の公民館に出向いて行う「出張
版男の料理教室」も募集中です。1 地区のみ受付可
能ですので、ご相談ください。
▶問合せ先　町食生活改善推進協議会事務局
　　　　　　（健康福祉課内）☎６７-２１１６

男の料理教室　参加者大募集



広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　　令和 2 年 1 月 31 日号② 

　人手不足が深刻化する中、農業でアルバイトや従
業員を雇用する際の留意点や、雇用後の労務管理に
ついて学び、経営改善に役立てていただく研修会を
開催します。
　受講希望者は農林振興課にご相談ください。詳し
い案内をお送りいたします。
▶日　時
　2 月 26 日（水）午後 1 時 30 分～午後 4 時
　（午後 1 時受付開始）
▶会　場
　村山総合支庁 ２階講堂

▶講演内容
　【第１部】講演　雇用確保に向けた労務管理の基本
　　　　 　講師　社会保険労務士リライアンス
　　　　 　　　　代表社員　鈴木 泰子 氏
　【第２部】事例　果樹経営における雇用定着ポイント
　　　　　 発表者   （株）やまがたさくらんぼファーム 
　　　　　　　　     代表取締役　矢萩 美智 氏
▶申込締切　2 月 14 日（金）

▶申込み・問合せ先
　農林振興課　☎６７- ２１１４

農業経営支援研修会のお知らせ

　日本学生支援機構第一種奨学金を受ける大学生
等が、大学等卒業後、山形県内に居住した場合に
奨学金の返還を支援します。

▶募集人数　
　山形県全体募集人数 100 名のうち、町に割り当
てられる人数
▶募集期間
　2 月 20 日（木）（午後５時必着）
▶募集対象者（次の各号の全てに該当する方）
　①県内に居住し、県内の高等学校、特別支援学
　　校高等部、専修学校高等過程を今年度卒業見
　　込みの方、または既に卒業した方
　②大学、大学院（修士課程に限る）、高等専門学
　　校（第 4、5 学年及び専攻科に限る）または県
　　内に所在する短期大学もしくは専修学校専門
　　課程（以下「大学等」という）に来年度進学
　　予定の方または在学する方
　　※令和 2 年 3 月に大学等を卒業する方は応募
　　　できません（大学院への進学を予定してい
　　　る場合を除く）
　　※高等専門学校の在学者の場合は、①の要件
　　　は山形県内の中学校または特別支援学校中
　　　等部を卒業した方を含む
　③日本学生支援機構第一種奨学金（無利子）の
　　貸与を希望、または既に貸与を受けている方
　④大学等を卒業後６カ月以内に、山形県内に居住
　　し、その後 3 年間継続する見込みの方

　⑤大学等を卒業後 6 カ月以内に山形県内で就業
　　し、その後 3 年間継続する見込みの方（ただし、
　　パート、アルバイト等臨時的・期間的な就業を
　　除く）
　⑥次の対象産業分野への就業を希望する方
　　商工分野、農林水産分野、建設分野、医療・
　　福祉分野（医師、看護師、介護福祉士、保育
　　士を除く）、その他（町の中核的企業等を担う
　　リーダー的人材の確保に資する場合）
▶返還支援額
　令和 2 年４月以降に奨学金の貸与を受けた月数
に 26,000 円を乗じた額を上限として支援します。
※申請した市町村と実際に居住した市町村が異なる
　場合や、居住開始から３年以内に県内の他市町村
　へ転居した場合は助成金額が 1/2 に減額となり
　ます。
▶応募方法
　所定の申請書及び書類を政策推進課に提出して
ください。
※詳細については町ホームページ（http://www.town.
　asahi.yamagata.jp）をご確認ください。

▶問合せ先
　政策推進課 総合政策係
　☎６７- ２１１２

奨学金の返還を支援します（山形県若者定着奨学金返還支援事業）



【第 22 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】　守谷茂泰 氏 選
　佳作  「空のくも ながめていたら どうぶつ園」　宮宿小 2 年　松田 依知佳
　佳作  「平泳ぎ ゆめの中でも 泳いでる」　　　    宮宿小 3 年　渡邉 未來

　「一対一では緊張してうちとけられない…」などの理
由で婚活がうまく進まない方が、あなたの周りにいま
せんか？そんなあなたのイチオシの人を「婚活カフェ」
に連れてきてください！推薦者のあなたもサポーターと
して参加し、「運命の人」との出会いを応援しましょう！
▶参加対象
　概ね 30 ～ 45 歳の独身男女各５名＋参加者１名につ
き推薦者１名
※応募者多数の場合は抽選となります。
▶日時・会場
　３月8日（日）午後３時～午後６時
　天童最上川温泉 ゆぴあ

▶内　容
　男女各1名と推薦者の計 4 名でのグループトークと、
誰とでも自由に会話ができるフリートーク
▶会　費
　男性 2,000 円、女性 1,000 円（推薦者分含む）
▶申込み締切
　２月28日（金）

▶申込み先・問合せ先
　村山総合支庁子ども家庭支援課
　子育て支援・若者活躍担当
　☎０２３-６２７-１１５１　FAX：０２３-６２７-１１３９
　E メール：watanabehid@pref.yamagata.jp

「婚活カフェ～わたしのイチオシこの人です！～」

　結婚を希望する独身男女の出会いの機会を拡大す
るためにボランティアで仲人活動を行っている「やま
がた縁結びたい」による「結婚なんでも相談」を下記
のとおり開催します。相談は無料です。
▶開催日時
　２月１日（土）、９日（日）、15 日（土）、22 日（土）
　3 月 1 日（日）、7 日（土）、14 日（土）、22 日（日）
　29 日（日）
　各日ともに午後 1 時～午後 5 時

▶場　所
　やまがた出会いサポートセンター山形センター
　（山形市本町 2-4-18 ニーズビル 2 階）
▶対象者　結婚を希望する方
　　　　　（当センターの登録会員でない方も可）

▶申込み方法
　やまがた出会いサポートセンター山形センター
　☎０２３-６８７-１９７２

「結婚なんでも相談」の開催について

　町の次代を担う若者の海外体験を促進するため、
新規でパスポートを取得した若者に対し、パスポート
取得に係る経費の一部を補助します。
▶対象者（以下の全ての項目に該当する方）
　・平成 2 年 4 月 2 日から平成 13 年４月１日までに
　　生まれた方。
　・申請日において朝日町に住民登録されている方
　・平成 31 年 4 月1日から令和 2 年 2 月 29 日まで
　　に発行され、山形県内の旅券取扱窓口で交付を
　　受けたパスポートを所持している方（ただし、パ
　　スポートの取得が初めての場合に限る）
　・本事業による補助金交付を受けていない方
　・町税等の滞納がない方

▶補助額　補助対象者１人につき 5,000 円
▶申請方法
　・申請書に必要事項を記入し提出してください。
　※申請書は政策推進課に備えてあるほか、町のホー
　　ムページからダウンロードできます。
　・取得したパスポートの写し（顔写真記載ページ及
　　び発行官庁記載のページ）
　・振込先通帳の写し（口座番号記載のもの）
▶申請期限　令和 2 年 3 月19 日（木）

▶問合せ先
　政策推進課 総合政策係
　☎６７-２１１２

初めてのパスポート取得を支援します


