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新たな年度が
スタートしました！
平成２１年度の主な事業内容

第５回通常総会が、去る５月２７日(水)に開催されました。
来賓(尾張旭市長、尾張旭市商工会長、ＪＡあいち尾東尾張旭
総括理事、内田顧問）を迎え４７名（委任状出席含む）の出
席のなか無事終了することができました。
観光リクリエーション活動は、国民生活の余暇活動の増大、
真の豊かさへの要求などを背景に、今や欠かせないものとし
て定着し、２１世紀の中核的な産業の柱として、その重要性
を増大させています。
「観光は街づくり」と考え、市内の未利用資源や既存の施設
を有効利用した観光開発に取り組み、市内外に「尾張旭市」
のよさをＰＲするとともに、魅力ある街づくりの形成につと
めていきたいと思います。

１）地域活性化事業
尾張旭を市内外にＰＲしていくため各種観光
地イベントの企画・実施
２）さくらまつり事業
市民の憩いの場である城山公園の桜を広く紹
介するとともに、さくらまつりを通して市民
の安心安全なコミニケーシヨンの場として一
層の促進を図る
３）特産品ＰＲ事業
各種まつりやイベントなどに積極的に参加し、
特産品の紹介・販売を実施する
４）フォトコンテスト事業
尾張旭市の魅力をより引き出していくために、
自然景観、祭りなどをテーマに「第２回フォ
トコンテスト」を実施する
５）おもてなし研修事業
郷土の歴史・文化および先進地の視察・調査・
研究
６）特産品開発事業
当市のオリジナルブランドの特産品開発・研
究に取り組む
７）観光案内所の設置事業
尾張旭のシンボルとしての観光案内所を構え
る為の準備を進め、当施設を拠点とした観光
案内事業、観光地イベント事業などへの取り
組みについて研究を進めるとともに、観光事
業の活性化を図る
８）広報活動事業
上記事業の目的を達成するための広報活動。
観光協会とその会員との架け橋となる情報誌
を年数回発行する。協会ホームページにイベ
ント情報やニュース等をリアルタイムに掲載
するとともに、会員情報のＰＲにも取り組む

イベントボランティアＳＴＡＦＦ大募集！
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、農業まつり、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！スタッフもなか
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!!!

ベロタクシーでまわる

歴 史 散 策
■尾張旭市の歴史■

８月９日（日） いちじく収穫祭
午前９時〜午前１０時３０分
谷口農園周辺（西の野町３丁目）

８月１４日（金）

つけち夢まつり
午前１０時〜午後８時３０分
道の駅「花園道」付知イベント広場

８月２９日（土）

ふれあい夏まつり

＊ベロタクシーで、歴史スポッ
トを回ることができます。

午前１１時〜午後９時
城山公園

１０月１０日（土）・１１日（日）

市民祭
午前１０時〜午後４時
城山公園

１２月５日（土）

尾張旭市内に一里塚や殿様街
道など歴史的魅力のあるスポッ
トが多数あるのをご存知ですか？
江戸時代に徳川家康が通ったと
される殿様街道をはじめ、尾張
の三大弘法や平安時代に建てら
れた渋川神社など。
新しいまちと古いまちが融合
した現代の尾張旭を歴史建造物
を辿りながら堪能してみてはい
かがでしょうか。

第４回愛知駅伝「愛知ふるさと市」

（モデルコース）
尾張旭駅北口ロータリー
↓
殿様街道
↓
一里塚
↓
渋川神社
↓
良福寺
（弘法様）

午前１０時〜午後４時
愛・地球博記念公園

ベロタクシーお問合せ先
電話：090-9180-881３
URL：h ttp://www.n poh omies.com

新規会員募集中 ！

観光協会

新メンバー紹介コーナ−

今回観光協会に入会させて頂き、誠
にありがとうございます。
尾張旭市の観光や特産物のＰＲの為
にイベントやお祭りなどに毎回のよう
に参加をされ、又、市や商工業者の方々に
は大きな期待や要望を求められ、大変だなといつも思っ
ていました。会長の赤川さんがいろんな会議などで活
動をされているところを拝見していました。尾張旭の
観光や特産物にはあまり関わりのない私ですが、でき
る限り一生懸命皆様に協力し少しでもお力添えができ
たら幸かなと思っています。何卒宜しくお願いします。
青山省三

ベロタクシーを運行しているNPO法
人HOMIESの高橋綾太です。
ベロタクシー を尾張旭市の新しい観
光スタイルとして普及させ、また観光協
会の一員として尾張旭市の発展に寄与でき
るように全力で頑張っていきたいと思います。
高橋綾太

この度は、入会させて頂きありがとう
ございます。
私の仕事は建設業なので観光には縁
が薄いと思います。これからどのように
関わっていけるのか、何が出来るのか分か
りませんがすこしでもお役に立てるよう頑張りますの
で宜しくお願い致します。
佐藤勝美

私は現在、名古屋に本社を置く、ある
陶磁器メーカーでチャイナペイント教
室の講師をしています。又、地元では
洋画家として毎木曜中央公民館で絵画教
室を開講、市民文化・地域文化の発展に尽
力しています。今後は観光協会の発展に、少しでもお
役に立てるよう協力 してまいります。
加藤トオル

尾張旭市の皆様、こんにちは。私、
ねずみ小僧 尾張旭橋、尾張旭別館を
経営しております、（株）STEPの谷
澤健と申します。この度、同市観光協
会の新規会員となり皆様のお仲間に入れ
ていただきました。我々は地産地消をモットーに、
地元の皆様と供に地域に根付いたサービスをしてい
きたいと思っております。これからも宜しくお願い
致します。
谷澤 健

弊社は尾 張旭市、長久手町、 名東
区を拠点に活動し、1990年以降通
算18回にわたり社会貢献としてチャ
リティーダンスイベントを尾張旭市文
化会館等で開催して参りました。本年は
チャリティーエンターテインメントショー 〜 Fee li
ng Alive 絆（命の高鳴り）〜と称し、9月18日に、
中京大学市民文化会館にて開催させて頂きます。ま
た8月には地産地消と健康をテーマにした料理を提供
するライブカフェ「Alive(アライブ)」(名東区藤が丘
GAZAビル4Fにて)をオープンさせて頂きます。今後
も私共は歌・ダンス・食を通じて地域貢献をして行
きたいと考えております。
清水崇平

弊社は尾張旭市・名古屋市守山区・
瀬戸市を営業エリアとし平成４年
にケーブルテレビサービスを開局
いたしました。以来１６年を経過し、
総世帯数の半数近い６０，０００世帯の
方にご利用いただいております。ひとえに地域の皆
様のご愛顧のおかげであると感謝しております。
活力ある地域のコミュニケーションづくり豊富な
地域情報のご提供により地域社会の発展に貢献する
企業を目指す所存であります。一層のご支援ご愛顧
を賜りますよう心からお願い申し上げます。
ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨｰｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋ㈱ﾞ

◆委員会もスタートしました。
地域活性化新委員長：鈴木政臣、広報委員長：今井敦子
両委員長主導のもと、７月１５日（水）二つの委員会が合同
で２１年度事業の具体的な内容について討論されました。
（出 席者名） ＊順不同
赤川 和夫・安藤 誓・伊 藤憲男・ 今井敦子・
金 田満 豊・ 清 洲康 友

佐藤 勝 美・ 清水 崇 平・ 鈴木 政 臣・ 高橋 綾 太・

成 瀬範恭 ・阪 野正秋

前 田直貴

若いメンバーも増え、パワーアップ！！元気に頑張ります！

尾張旭の美しい風景、楽しい祭り、自然など、
あなたの心に残ったワンショットを募集します。
応募要領
・サイズ：カラープリント四ツ切（ワイド可）
入賞者には、豪
【 デジカメ可 ※（加工してないもの） 】
華な賞品を用意し
※デジカメの場合はお店プリントでご応募くだ
ています。
さい。
（インクジェットプリント不可）
・応募点数：お1人5点まで
（ただし、入賞は１人１賞とします。）
・応募先：・尾張旭市観光協会
・愛知県写真材料商組合瀬戸尾張旭支部各店 など
・締切日：平成22年２月末日

＊詳しくは、市の広報誌及び当協会HP、応募チラシなど
でお知らせします。
問合せ先：尾張旭市観光協会 電話（0561）52−6500
〒488−0801 尾張旭市東大道町原田2750-3

☆ 新居
☆ 城山公園さくらまつり
・平成21年4月1日〜10日 城山公園内
尾張旭市観光協会が運営に携わるようになってからはや3
年。回を重ねるごとに期間来場者も大幅に増え、市民のみ
なさまには安心、安全をこころがけなおかつ楽しんでいた
だ けるよ うなイベ ントを 開催
し てまい りました 。今年 は多
く の方々 に後援・ 協賛を いた
だ き本当 にありが とうご ざい
ました。

大弘法まつり

・平成21年4月19日

新居大弘法前広場
今年は例年を上回る人出に
驚きましたが、新しく塗り直
された弘法さまにもご挨拶が
でき、参拝者の方々にも喜ん
でいただくことができました。
さわやかな1日でした。

☆楽農まつり
・平成21年4月29日
尾張旭駅前広場
あさぴースマイルウォーキング
と同日に開催され観光協会は協賛
というかたちで参加出店しました。
健康ドリンクいちじく酢をはじめ特産品のPR・
販売をいたしました

☆キャノン大撮影会
・平成21年5月24日 森林公園植物園内
小雨がぱらつく中、県内外からの750
名のお客様に飲み物・お弁当のおもてな
しをしました。お昼には太陽も顔(*^。^*)
を出し熱いイベントとなりました。

☆有松絞りまつり
・平成21年6月6日・7日
有松町(旧東海道沿い)
両日ともお天気に恵まれました。伝統あるお祭
りに多くの方が来場され、尾張旭市内のお客さま
とはまた違った反応がありとても有意義なイベン
トとなりました。

