
シンボルマーク
決定 !

全国から９０点もの応募がありました。

この度、念願の当観光協会シンボルマークが完成しま

した！

昨年秋の公募には、地元瀬戸窯業高校デザイン科の学

生さんや小学生の作品を含め、全国から９０点もの力作

が寄せられ、採用作品に兵庫県在住のグラフィックデザ

イナー小柴雅樹さんの作品が選ばれました。

インターネットの公募ガイドでも募集をした事もあり、

遠く岡山工業デザイン科からはクラス全員（３９名）が

夏休みを利用して制作に取り組んでくれました。見知ら

ぬ尾張旭の情報を各自インターネット等で詳しく調べて

いただいた事がモチーフに使われた「いちじく」や「市

の花ひまわり」などでよくわかり、会長をはじめスタッ

フ一同大変感激しました。

シンボルマーク公募自体が当市の素晴らしいＰＲになっ

たと思います。また、城山小５年生の太田美優さんの作

品は惜しくも採用には至りませんでしたが、そのユニー

クな発想と豊かな表現力から佳作と急遽設けられた会長

特別賞のダブル受賞に輝きました。 （記事参照）

今年で3回目となります大好評！恒例の酒蔵見学ツアーです。
特産推奨品「だで」と「夢みるいちじくワイン」の醸造元・鶴見酒造(津島）と「なばなの里」
にでかけます。酒蔵ではしぼりたて大吟醸の試飲をはじめ、酒蔵の見学、楽しいゲームなど、な
ばなの里ではランチ、ベゴニアガーデン見学、お買い物、車中でのビンゴゲーム等々をご用意、
早春の1日、楽しさ満載でお届けします！ 今回は会員、非会員先着各20名様限定(40名)となり
ますので、お申込みはお早めにどうぞ!!

＜出発日＞ 平成20年3月6日（木） 出発９：００～解散16：00（予定）
＜行き先＞ 鶴見酒造（津島）・なばなの里・道の駅
＜参加費＞ 会員 3,000円 非会員 4,000円 ＊なばなの里入場料、ランチ、お土産付

＜申込み期間＞ 会員 2月１日～2月14日 非会員 2月18日～2月22日
＊申込み期間中でも定員になり次第締め切らせていただきます

＜申込み方法＞ 申込み期間中に、観光協会まで参加費を添えてお申込みください
詳しくは、事務局までお問合せください

作者：小柴雅樹（グラフィックデザイナー）



桜豆知識

桜の名所としてすっかり市

民に定着した城山公園。お

馴染みのソメイヨシノばか

りでなく、御衣黄(ギョイ

コウ）桜という珍しい桜が

あるのをご存知じですか？

この桜はサトサクラ系に属

し、緑→黄→ピンクと色を

変え、彩りの移り変わりを

楽しむことのできる唯一の

品種です。長池南の駐車場

付近で4月中旬～下旬、ソ

メイヨシノよりもやや遅め

に開花します。一度ご覧に

なってはいかがでしょうか？

観光ポストカード
観光協会主催のフォトコンテスト入賞作品を中心に作られた観光ポストカード

・旭彩(いろどり）紀行（8枚入り500円）

夕景に輝くスカイワード、コスモスと旭城など尾張旭を代表する美しい

風景を叙情的に綴りました。

ポストカードは他にも、どうだん亭シリーズ（5枚入り350円）、彩三景

（3枚入り210円）などがあります。

● お求めは
観光協会事務局・森林公園ゴルフ場売店

東山ガーデン・佐々木商店・清文堂

ただ今、販売店を募集しています!

＊ポストカード割引特典
会員 → 1冊から定価より３０％引き

非会員→１０～20冊 １０％引き

３０冊以上 ２０％引き

お問合せは、観光協会にお気軽にどうぞ！ ５２－６５００

編集後記

ようやく広報誌第２弾を発行する事が出来ました！

（ヤレヤレ） 広報委員の皆さんどなたも超多忙な人

ばかり・・・それでも相変わらず笑顔がいっぱいです。

これからも元気に情報発進していきます！ 何か面白

い情報があったら教えて下さいね～！

●広報誌作成チーム
安藤繁樹・鈴木政臣・大島もえ・今井敦子

ご意見・ご要望をお聞かせください

新しい商品を企画したい！

アイディアを形にしたい！

地元に貢献したい！

尾張旭をもっと元気なまちにしたい！

そんな方を大募集！

【会員及び会費】

１）会 員

① 普通会員・ 一般
尾張旭市内に住所を有する個人又は当該市内に
事務所もしくは事業所を有する法人。（組合の
法人を除く。）団体 尾張旭市内に事務所を有す
る団体。

② 賛助会員
前号以外の個人、法人又は団体。

２）会 費

区 分 入会金 会費（年額）
普通会員 5,000円 5,000円
団 体 30,000円 20,000円
賛助会員 20,000円 10,000円

詳しくは観光協会事務局までお問合せください。

アサヒコピーサービス
観光とは縁遠い業種ですが観光協会設立時から会員としてお付き合いさせてい

ただいており、皆様有難うございます。さて、アナログコピーからCADの普及

によるデジタル処理に移り変わり、それに伴い弊社では、ゼネコン・コンサルタ

ント会社様のCAD図面入出力、イラストレーター等のアプリケーションから出

力、大判モノクロ・カラーコピー、契約書、完成図書、現場用製本などあらゆる

コピー、製本、印刷等の業務をしております。建築、土木、設備、などの図面に

係わるお仕事等あれば是非ご一報くださいませ。迅速丁寧な対応をさせていただき

ます。

〒488-0801

尾張旭市東大道町原田2670-3

尾張旭市商工会館2F
TEL/FAX 0561-52-6500

E-mail:kanko@owariasahi.info



どうだん亭

・開催日 平成19年11月17日・18日

・場 所 どうだん亭駐車場

農 業 祭
・開催日 平成19年11月25日

・場 所 スカイワード駐車場

全国ボランティア
フェスティバル

・開催日 平成19年9月23日

・場 所 定光寺

年間を通じて、観光協会が企画運営また既存の祭り参加など様々なイベントがあります。

（例）さくらまつり・ふれあい夏まつり・市民祭・どうだん亭等々…

観光協会会員のみならず、どなたでもスタッフとして参加していただくことが出来ます！ 参加する側もいいけ

れど、運営する側もなかなか楽しいものですよ。１回のみの参加でも構いません。自由に、楽しく、気の向くまま

にどうぞ！ 興味のある方は是非お知らせ下さい。一緒にイベントを盛り上げましょう!!!

詳しくは事務局まで ０５６１－５２－６５００（ＡＭ9：00～12：00・ＰＭ1：00～４：００）

森林公園オータムフェスタ
・開催日 平成19年11月3日・4日
・場 所 森林公園

万博メモリアル駅伝
・開催日 平成19年12月1日
・場 所 モリコロパーク

市 民 祭
・開催日 平成19年10月13日・14日

・場 所 スカイワード駐車場

「第16回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや」

が愛知県内５ブロックで開催されました。尾張旭市が加入す

る東尾張ブロックは定光

寺サンパレア瀬戸で催し

が開かれ、当協会は「ふ

るさと広場郷土特産品紹

介コーナー」にて特産品

販売とＰＲをさせていた

だきました。

春にひき続き、秋の一

般公開に合わせ、どうだ

ん亭南駐車場テントにて、

来場者へのおもてなしと

特産品販売を行いました。

紅葉が遅れたことで、

例年より訪れる人が少な

かったようですが、地元

生産農家有志の方々によ

る新鮮野菜の対面販売が大好評でした。

秋晴れの中盛大に行われた市民祭では主に来場者のおもてな

しを中心に、特産品販売とＰＲを

行いました。出来たての「夢みる

いちじくワイン」の初出荷が出店

に間に合ったこともあり、２日間

で７８本を売上げ、市民の間にも

地元特産品の認知度が高まってき

たことを感じました。

健康都市尾張旭にふさわしい健康ドリンク
を！ということで昨年から始めた"穀米入

り健康甘酒"販売と特産品を出店
しました。今回は内容を五穀か
ら十七穀米にするなどしてより
ヘルシーさを強化した甘酒は、
大好評の中完売することが出来
ました。これからも冬場のイベ
ントの定番になってゆくかもし
れません。

森林公園から依頼を受け特産
品販売で参加をさせて頂きま
した。市外から来園される方
も多く、特産いちじくを使っ
たお菓子等が人気でした。
テント横に設けた喫茶コー

ナーでは、コーヒー、グリー
ンティー等でおもてなしをさ
せていただきました。

第2回目となる万博メモリ
アル駅伝大会の「愛知ふるさ
と市」ではこの日のために企
画した健康弁当、十七穀米入

り甘酒を販売。神田知事も谷
口市長と共に立ち寄られ甘酒
を召し上がっていかれました。

健康都市としての新たな取
組みにも今後力を入れて行き
たいと考えています。

イベントボランティアＳＴＡＦＦ大募集！



広 報 委 員 会
協会の活動をホームページ、広報誌、各種メディアに

紹介したり、特産品や市の観光ＰＲを積極的に行って

います。

（構成メンバー） 順不同

深田定雄・今井敦子・花村利光・鈴木政臣

安藤繁樹・大島もえ・水野義則・篠田一彦

前田直貴

地域活性化委員会
特産品開発や各種イベントの企画、運営を主に行って

います。

（構成メンバー） 順不同

成瀬範恭・小杉俊介・坂田豊樹・出崎浩貴・河原雅己

伊藤憲男・斉場良男・小林敬・水野昇・清洲康友

山田孝幸・鶴見昌士・野口淳・若松安太嘉・前田直貴

今回は、当協会の活動をささえる二つの委員会を紹介
します。

委委員会メンバー
各委員会は月1回それぞれの委員会を設け事業を進めています。当協会に対する期待が大きくなる中、今後ま

すますその活動の幅と内容を充実していかなくてはならないと考えます。

尾張旭市をＰＲすると共に更なる地域活性化のために、ひとりでも多くの方に委員会活動にご理解いただき、

力をお借りできれば嬉しく思います。お問合せ、お申込みは当事務局までお気軽にご連絡ください。

城山公園さくらまつり
今年は4月1日(火）～4月10日(木）の10日間 城山公園一帯においてさくらまつりが開催されます。

本年度よりイベントを含む一切の運営が当観光協会に移行されることになりました。期間中市民の皆さ

んに安心してさくらまつりを楽しんでいただくためにスタッフ一同頑張ってまいりますので、会員の皆様

のご理解、ご協力を宜しくお願いいたします。

イベントにともなうボランティアを募集しています
・城山公園内の見回り
・イベントのお手伝い（餅つきを予定） * お気軽にご参加ください
・特産品販売

安藤 鈴木 前田

大島 今井

清洲
坂田

小杉 小林


