い

ま
ち

し

住みた

11 .1

別 冊 議会だより

いせ
と

2 017

No.1338

誇 れるまち

新

市の人口

定光寺の紅葉

平成29年10月1日現在

前月比

前年同月比

人口

130,211 人

ー64 人

ー305 人

男

64,102 人

ー52 人

ー117 人

女

66,109 人

ー12 人

ー188 人

■ ゴルフを始めて
金次郎くんがゴルフを始めたのは、
昨年の6月ごろだ
そうです。たった1年ほどで世界選手権に出場するまで
に成長したのです。
始めたきっかけを尋ねると
「お父さんがやってたから、
自分からやりたいって言った。
」
とのことです。
お父さんの加藤景三さんはそのころのことについて
「最初練習についてきて、
打ちたいって言い出したので、
1
本だけ子ども用のアイアンを用意して練習に行って徐々
にやりだしたという感じですね。
そこから好きになったよ
うで、家に帰ってからも振ったりしていたので、
やるなら
一生懸命やろうということになりました。
」
と語りました。

■ 練習を重ねて

と う

き ん

じ

ろ う

加 藤 金 次 郎 さん
（長根小学校1年）
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月3日
（木）
から5日
（土）
にかけてアメリカ合衆国

ノースカロライナ州で開催されたU.S.キッズゴル
フ世界選手権2017に日本代表選手として出場し、7歳
の部で127人中7位という好成績を収めました。
また、
年長の時に小学3年生までが出場する世界大会
で3位に輝くなど、
めきめきと成長する少年ゴルファーに
お話を伺いました。

問 産業課
Japan Heritage

☎88・2651

日本六古窯のひとつとして千年余の歴史を刻む、やきもののまち瀬戸。まちを
歩くと、
「やきもの」に囲まれていることを感じ、その色合いはセピア調のまち並
みを醸し出し、訪れた人を温かく迎えてくれます。
この度、多くの市民の方や観光客に「日本遺産のまち瀬戸市」を知っていただ
き、歩いてもらうための「まち歩きリーフレット」が完成しました。このリーフレッ
トを片手にまち歩きをしてみませんか。
配布場所 瀬戸観光案内所(パルティせと1階)、
瀬戸蔵、市政情報コーナー(市役所1階)など

2017年11月1日号

参 加 費

男子１部
（9:55発走）

※高校生男子との混成チームも出場可能とする。ただし、高校生のみで構成したチー

８，
０００円

男子２部
（10:11発走）

大学生以上の男子で構成したチーム

７，
０００円

門

原則として平成１1年４月１日以前に生まれた男子で構成したチーム
ムは男子３部に出場すること。

男子３部
（10:01発走）

高校生の男子で構成したチーム

日本遺産 瀬戸市

６，
０００円

原則として平成１4年４月１日以前に生まれた女子で構成したチーム

一般女子の部
（10:13発走）
中学生
男子の部
（10:12発走）
女子の部
（10:13発走）

※中学生女子との混成チームも出場可能とする。
ただし、
中学生のみで構成したチーム
は中学生女子の部に出場すること。

６，
０００円

中学生の男子または女子で構成したチーム

３，
０００円

※同一団体における申し込みは、
各部門とも５チームまで

インターネット
携帯サイト

郵

http://runnet.jp/
支払方法
①クレジットカード払い
②コンビニ払込み

男子1部 .................. 412円
男子2部 .................. 360円
男子3部および一般女子の部
............................... 309円
中学生男子・女子の部
............................... 205円

申込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて現金書
留で郵送してください。
(11月10日(金)消印有効)

送

※申込用紙は市ホームページ「まちの情報」→「スポーツ」→「ス
ポーツイベント」
からダウンロードできます。

送付先

窓 口

〒489 0061 上本町１ 瀬戸市体育館

市体育館窓口でお申し込みください。

【男子1・3部】
（20．3km）
1区
2区
3区
4区
5区

走
パルティせと
暁工業団地
市民公園
本郷町
暁工業団地

→
→
→
→
→

【男子2、一般女子、中学生の部】
（13．4km）
路
暁工業団地
市民公園
本郷町
暁工業団地
パルティせと

区間距離
4.6km
1.8km
4.4km
5.9km
3.6km

1区
2区
3区
4区

走
パルティせと
暁工業団地
市民公園
暁工業団地

→
→
→
→

間

午前9時15分〜
（雨天決行。荒天の場合は中止することがあります。）

部

門

男子の部（9:15発走）
・女子の部（9:35発走）

申込方法
募集チーム数
コース

放送予定

区間距離
3.4km
1.8km
4.6km
3.6km

参加費無料

時

参加資格

路
暁工業団地
市民公園
暁工業団地
パルティせと

今年もRADIO SANQ（FM84.5）
で実況中継！

グリーンシティカップ

市内在住の小学４〜６年生４人または５人（控え選手１人）
で構成したチーム
市体育館窓口でお申し込みください。申し込みは1団体あたり男女各1チームまで。

※小学校を代表して出場する場合は男女各３チームまで申込可

男子・女子の部で合わせて６０チーム程度（先着順）
パルティせとを起点とした
「走れ！まちなか・商店街！特設周回コース」
（約850ｍ×４区間）

グリーンシティケーブルテレビ そらまめチャンネル（30分放送）

（土）
・31日
（日）午後9時〜
11ch 12月30日
検索

問 市体育館 ☎4８・0589

参 加 資 格

部

Seto city

今年の4月28日、瀬戸焼を含む日本六古窯のやきもの産地が提唱する「きっと恋する六古窯−日本
生まれ日本育ちのやきもの産地−」のストーリーが、日本遺産として認定されました。

02

10 月31日 火 〜11月10 日 金

午前9 時55分〜（雨 天 決 行）

■夢はプロゴルファー
「バーディをとれたときと優勝したときは、嬉しい。優
勝できなかったときは、悔しい。」
と話す金次郎くん。憧
れの選手は、
韓国のキム・キョンテ選手だそうです。将来
の夢は
「プロゴルファー」
とはっきりと答えてくれた金次
郎くんの、
さらなる活躍に期待しましょう！

申込期間

エントリー 手 数 料

か

ゴルフの先生はお父さんだという金次郎くん。
最初は
なかなかボールに当たらなかったそうですが、
お父さん
に教えてもらって打てるようになっていきました。
平日は
学校が終わったら300〜500球くらい打ち、
休日は朝か
ら晩までコースや練習場で練習を重ねているそうです。
お父さんは
「集中力があり、
何球でも打っています。短い
期間でここまで上達したのは、
この練習量があるからだ
と思います。」と話します。金次 郎くん本人は「練習は
ちょっと疲れるけど、
楽しいから続けられる。」
と話してく
れました。
さらに家にも、
単管のパイプにネットを張って、
アイアンで練習できる環境を整えているそうです。

12 月10 日 日

日程

（月）
〜29日
（金）
午後4時30分〜
12ch 12月25日

※コースの詳細図はホームページやパンフレット
（市体育館、市政情報コーナー(市役所1
階)、
支所、
パルティせと、
瀬戸蔵で配布）
をご覧ください。

66回 瀬戸駅伝

検索
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健 康 福 祉 フェア 11月3 日 金・祝

〜健康や福祉について楽しく学び、体験しましょう！〜

時間

午前9時30分〜午後3時

場所

文化センター

※午前7時時点で市内に暴風警報が発令されている場合は開催しません。

民生委員制度100周年記念講演会 〜今年、民生委員制度が創設され100周年を迎えます。〜

マスオさんが 語る

問 社会福祉課 ☎88・2610 FAX 88・2615
Eメール shafuku@city.seto.lg.jp
●

健 康まつり 〜10月1日から始まった「せと健康マイレージ」のポイント対象イベントです！〜
◇めたぼうし体操を覚えよう！
お子さんからシニアまで一緒に
できる体操です。メタボ＆ロコモ
予防におすすめです！
時間 午前10時30分〜
場所 文化ホール
◇スタンプラリー抽選会（空くじなし）
スタンプを5個以上集めると、先着1,000人に抽選で景品をプ
レゼント！
＜特別賞100本＞めたぼうし健康茶碗
※参加用紙は当日、市民広場受付で配布します。

◇健康食・災害備蓄食体験
メニュー 野菜たっぷり減塩豚汁＆
五目飯（アルファ米）限定600食！
※なくなり次第終了。

時間 ①午前11時〜 ②午後0時30分〜
◇公立陶生病院コーナー 豆知識講座
要整理券
「がんと麻薬」(各回30分、先着20人)
講師 公立陶生病院 緩和ケアセンター長 澤田憲朗先生
①午前10時〜 ②午前11時30分〜
※整理券は午前9時30分から1階入口西側で配布します。

「のばそう健康寿命」(各回30分)
①午前10時30分〜 ②正午〜 ③午後0時30分〜
④午後1時〜 ⑤午後1時30分〜
◇栄養食生活コーナー
・実演試食 簡単ゴマせんべい
※試食は午前10時30分から。なくなり次第終了。

・わが家の汁物塩分測定
30㎖程度ご持参ください。
要整理券
◇血液サラサラチェック
整理券は１階入口西側で配布します。
配布時間：①午前9時〜 ②午後0時20分〜（なくなり次第終了）
◇お酒とたばこと健康を考えるコーナー
・アルコールパッチテスト
・肺年齢測定とたばこクイズ
・こころの健康チェック

福祉のつどい

〜楽しみながら福祉にふれてみよう！〜
問 社会福祉協議会 ☎84・2011
●

場所：市民広場・文化交流館
◇手作り即売会
★参加団体★ サークル・フレンズ、アニモの家、くわの実福
祉会かいこ、わかば、ふたば作業所保護者の会、くわの実福祉
会まゆ・後援会、花水木工房、麦の会＆麦の里
◇おもちゃの魅力を再発見
いろんなおもちゃで遊んで
みよう！(つくってみよう！)
◇ボランティアコーナー
点字、手話、要約筆記、折り
紙 体 験、活 動 紹 介、ボラン
ティア相談など
健康まつり・福祉のつどいアンケートにご回答いただいた
方に、粗品をプレゼント！
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2017年11月1日号

問 健康課 ☎85・5511
●

場所：市民広場・文化交流館

◇ＡＥＤ体験コーナー
◇保健推進員コーナー
・体力チェック
開眼片足立ち、握力、長座体前屈を
チェックします。
・インボディ
体成分や筋肉と脂肪のバランスを測定します。
◇骨密度測定
◇子どもコーナー(中学生以下)
・ノベルティ金魚すくい
先着300人にぷかぷかアニマルをプレゼント！
・キッズ健康コーナー
・射的
◇せとっ子すくすく相談ＰＲコーナー
保育園・幼稚園の情報や、親子で一緒に楽しく遊べる施設・講
座をご紹介！子育てお助け情報もあります。
◇休養・こころの健康コーナー
・アロマ体験コーナー
◇歯の健康コーナー
・フッ素洗口体験
◇健康相談コーナー
・医師相談
検診の結果をお持ちいただくと、くわしくご相談できます。
・薬剤師相談
薬やサプリメントの心配ごとにお答えします。
・歯科医師相談（午後）
治療の悩みや心配ごとをご相談できます。
◇医師会・瀬戸労働基準協会コーナー
・血圧測定
生活習慣病の啓発と、リーフレットなどの配布。
◇協会けんぽ 愛知支部コーナー
・肌年齢測定
◇公立陶生病院コーナー
・がん相談、血糖測定など

問 社会福祉協議会 ☎84・2011
●

核家族化が進んだ現在では、家族間での絆、温かみがどんどんと薄れている
ように思えます。
サザエさん一家がどうしていつまでも愛される家族であり続けるのか。皆さ
んと一緒に理想的な日本の家族のあり方を考えていきましょう。心温まる理想
的な家族の延長上には、理想的な地域社会、そして心豊かな社会が待っている
のです。

時間

♪

11 3

♬

月 日 金・祝 午前11時〜（開場：午前10時）
日時
場所 文化センター 文化ホール
定員 800人(先着順)
入場無料（全席自由）

プレゼント

100周年を記念して、来場者先着500人に記念品を贈呈し
ます。
さらに抽選で、増岡さんから素敵なプレゼントをご用意しま
す。

☆ 健 康 福 祉フェア、瀬 戸市みんなの 生 活展 同 時 開 催 ☆

11 3

テーマ

ます おか ひろし

講師 声優/俳優

増岡 弘

さん

声優として、
「サザエさん」
の生真面目で人
の良いマスオさん役、
「それいけ！アンパン
マン」
のジャムおじさん役としてお馴染み

問 生活安全課 ☎88・2660
●

日時
月 日 金・祝 午前10時〜午後3時
場所 文化センター

「ハルのふえ」

考えよう 今の生活 未来の私

映画「やなせたかしシアター」

時間 午後1時15分〜
場所 文化センター文化ホール
定員 800人（先着順）
入場
※入場多数の場合は入場できない場
無料
合がありますのでご了承ください。

プレゼント
健康ウォーキング大会

日 本 の 「 サザエ さん 一 家 は 幸 福 みつけ の 達 人ぞろい 」
〜地 域で支える青 少年育成〜
家 族

(C)やなせたかし/TMS

ホール入口にて、午前10時から先着500世帯の方に「2018年版トラブル知らずの消費生活カ
レンダー」を配布します。

〜自分に合ったコースで楽しく歩こう！〜

問 高齢者福祉課 ☎88・2624
●

開会式：午前9時15分〜
（受付：午前8時45分〜）
スタート：午前9時30分

集合場所 南公園芝生広場
（文化センター南隣）

うさぎコース
（約5㎞、
約60分）
コース
かめコース （約3㎞、
約45分）
その他 ゴール後、
「足指力」の測定ができます。

☆参加記念品贈呈☆ ポチッとライト
携帯に便利！ポチッと押すとライトが点灯！
その他、
市美術館・瀬戸蔵ミュージアム無料
入場券などをプレゼント！
※小雨決行（雨具をお持ちください）
※先着200人＜各コース100人＞

シルバー人材センター紹介コーナー

問 シルバー人材センター ☎84・2090
●

場所 市民広場
内容 野菜市、ミニ喫茶、昔の遊び体験、活動状況展示パネルなど

もよおしもの案内

場所 文化ホールロビー

展示コーナー
■瀬戸市みんなの生活展実行委員会
・消費者の立場として、災害時の生活を見直す
（瀬戸消費生活クラブ生活学校）
・ムダをなくそう〜心豊かな生活のために〜
（瀬戸市消費生活改善推進員）
■出展団体
・金融トラブルにあわないために
〜金融ほっとライン〜（財務省東海財務局）
・交通安全コーナー (瀬戸警察署)
・防災コーナー (防災課）
・消費生活相談コーナー（瀬戸市消費生活センター）
・行政相談コーナー (行政相談委員)

クイズラリー
参加すると景品がもらえます。
筆記用具をご持参ください。
(景品はなくなり次第終了)
手作りコーナー
・大人用 毛糸を使った卓上クリーナー
・子ども用 牛乳パックで 作るかわいい動物カスタ
ネット
量目コーナー
量ってみよう！
100ｇピッタリ賞あります！
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っ子フェスタ2017
まるっとせと
期間

Setokko Festa

日程

9
木

9 木 〜12 日

11／

文

文化センター、瀬戸蔵

場所

化

セ

ン

文 化 ホ ー ル

金

土

日

戸

蔵

せとっ子科学展

(午前)9:30〜
① 幡山西小 音楽部
② 水野小 金管バンド
③ 幡山東小 金管バンド
④ 愛知朝鮮第七初級学校
⑤ まるっと合唱団
⑥ 掛川小
⑦ 水南小 マーチングバンド部
⑧ 光陵中 吹奏楽部
⑨ 原山小

9:00〜16:30
小中学校理科に関する自由研究
の展示（３階）

特別支援教育展

9:00〜16:30
特別支援学級・特別支援学校の
子どもたちの作品展示、福祉施
設の紹介（２階）

9:00〜16:30
図工や美術の授 業で制
作した作品の展示
（４階 会議室２〜５）
（１階 エントランス）

9:00〜16:30
中学校技術・家庭科の授業で製
作した作品や授業内容の紹介
（１階）

10：55〜12：25 市民対話型ワークショップ「出会い・協働・学び合い」
ゲスト：本間正人氏（京都造形芸術大学副学長）
片桐常夫氏（豊田市立浄水中学校長）
鈴木賢一氏（瀬戸市小中一貫校開校準備委員会副委員長）

文化センター 市民広場

9:00〜16:30

11 土 本のリサイクル市
〜欲しい本がみつかるかも〜

11／

場所
06

せと環境塾 参加者募集

品コンクールの特選・優
等作品の展示
（４階 多目的ホール）

講座名

学校紹介

9:00〜16:30
市内29小・中・特別支援学校の
特色ある活動の様子を大型モニ
ターで紹介（１階）

午前9時30分〜午後3時
瀬戸蔵４階 多目的ホール
2017年11月1日号

11 土 わくわくせとっ子ワールド

11／

体験
コーナー

時間
場所

午前9時30分〜午後2時

文化センター 市民広場・文化交流館

◇びっくり体験！トリックアート
（瀬戸市子ども会連絡協議会）
◇瀬戸焼そば（瀬戸焼そばアカデミー）
◇消える！
？マジックスクリーン
（愛知県立大学「子どものひろば」）
◇せと 知っ得 クイズラリー 〜クイズに答えて瀬戸を学ぼう〜
（瀬戸蔵ミュージアム）
◇作ってみよう！〜自分だけのウッドクラフト〜
◇めざせ！将棋名人！(対局受付:午前9時30分〜10時)
※材料がなくなり次第終了するブースもあります。

日

時

講

師

内

容

対

象

問

環境課 ☎88・2670

馬ヶ城浄水場見学ツアー〜自然と安全・安心な水の関係〜
１２月９日（土）午前１０時〜正午
場

浄水場管理事務所職員

所

馬ヶ城浄水場（現地集合）

馬ヶ城浄水場は、給水開始から80年以上にわたって、
自然の浄化能力を利用したろ過方式によって水を届けています。
自然豊かな場内で安全・安心な水づくりを学びませんか。利き水やミニろ過装置の実験も行います。

参加費

市内在住・在勤・在学の中学生以上の方

定

員

20人程度

無料

締

切

11月17日
（金）

申込方法 電話・FAX・Eメールで①郵便番号、住所②参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢③電話番号④講座名を記入し、お申し
込みください。市ホームページからもお申し込みできます。FAX 88・2664 Ｅメール khozen@city.seto.lg.jp
※申込多数の場合は抽選。申し込みが10人に満たない講座は中止する場合があります。

11月9日（木）〜15日（水）秋の火災予防運動
平成29年度

全国統一防火標語

「火の用心

ことばを形に

習慣に」

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、
火災予防運動を実施します。
お出かけ
前、
お休み前には必ず火の元の点検を行い、
万一、
火災が発生した場合は、
慌てず速
やかに119番通報をお願いします。

いのちを守る７つのポイント

◇お店を出そうプロジェクト
（八幡小）
◇赤津焼 東明っ子窯（東明小）
◇水野小陶芸部 手作り市（水野小）
◇Hi!!!CHERRYとチェリーイレブン
（瀬戸特別支援学校）
◇水野中まるっといいもの市（水野中）

時間

※車いすでの参観可。公開ワークショップは手話通訳あり。

せとっ子書写展

2017

午前10時〜正午

キミチャレ2017
のようす

9：30〜10：45 英語スピーチコンテスト

開場 8:50
9:10〜9:25 式典・感謝状贈呈式
第1部 9:30〜10:45
市内中学 校の代 表による英語ス 「キミチャレ2017」
レポート展示
ピーチ
9:00〜16:30
第2部 10:55〜12:25
キミチャレで活動した児童生徒
「出会い・協働・学び合い」〜つなが
のレポート展示（１階）
る学び、そして成長し続けること〜

11 土 学校活動ブース

文化センター文化ホール

スケジュール

まるっとせとっ子フェスタポスター展 尾張 教育研究会書写作

9:00〜16:30
まるっとせとっ子フェスタポス
ターコンクール優秀作品の展示
（１階）

場所

午前9時10分〜

9：10〜 9：25 感謝状贈呈式

技術・家庭科展

11／

場所

11月12日 日

市では、小中一貫教育の推進をはじめ、キャリア教育のさらなる発展など、地域とともに成長し続ける教育
の大改革を進めています。このフォーラムでは、新しい小中一貫校の施設の映像や、地域協働の先進事例など
を紹介しながら、将来、7校の児童生徒と5つの地域が出会い、学校を核とした新しいコミュニティの中で広が
っていく「新しい 学び合い のかたち」について語り合います。
また、日ごろから学校運営に関わっていただいている方への「感謝状贈呈式」や、市内中学校の代表生徒
による英語スピーチコンテスト、キミチャレ2017ダイジェスト版映像の上映も行います。

せと子ども図工・美術展

※いずれの展示会も最終日(11/12(日))は16:00まで

時間

入場無料・事前申込不要

会 議 室・多 目 的ホール
日時

(午前)9:30〜
① 道泉小 ② 東明小・古瀬戸小
③ 下品野小 ④效範小
※観覧席は前・後半入れ替え制
⑤ 長根小 ⑥八幡小
⑦ 陶原小 ⑧東山小
(午後)13:20〜
①祖母懐小 ②西陵小 ③品野中
④水野中 ⑤幡山中 ⑥本山中
⑦祖東中、本山中・祖東中合同

☎８８・２750
FAX 88・2275
Eメール kyoiku@city.seto.lg.jp

～つながる学び、そして成長し続けること～

☎８８・２760

(午 後)13:20〜
① 瀬戸特別支援 ② 萩山小
③水南小 ④水無瀬中
⑤光陵中 ⑥南山中

教育市民フォーラム

12

瀬

問 学校教育課

出会い・協働・学び合い

せとっ子音楽会

せとっ子音楽会

11

ー
文 化 交 流 館

せとっ子音楽会

10

タ

問 学校教育課

瀬戸市教育市民フォーラム

３つの習慣
寝たばこは、
絶対やめる。
ストーブは、
燃えやすいものから離れた位置で使用する。
ガスコンロなどのそばを離れるときは、
必ず火を消す。
４つの対策
逃げ遅れを防ぐために、
住宅用火災警報器を設置する。
※住宅用火災警報器は、
法令で、
設置が義務付けられています。
寝具、
衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。
火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する。
お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
隣近所の協力体制をつくる。

消防課

☎ 85・0479

瀬戸・尾張旭・長久手市合同消防訓練
三市の消防団が林野火災訓練を実施し
ます。
県防災ヘリも参加します。
※参観可。
市民公園一部規制あり。
日時

11月12日（日）

午前10時50分〜正午
場所 市民公園 芝生広場・陸上競技場ほか

児童防火作品コンクールの
優秀作品展示
期間 10月28日（土）〜11月15日（水）
場所 瀬戸蔵２階 市民ギャラリー

07

せと健康マイレージ事業 が 始まりました！
〜 健 康づくりに 取り組 んで 、健 康とお 得をG E Tしよう♪〜
問

健康課 ☎85・5511

FAX 85・5120

対象 市内在住・在勤・在学の15歳以上の方
期間 平成30年1月31日(水)まで（チャレンジ
シートの提出は平成30 年2月23日
（金）必着）

誰でも楽しみながら、気軽に健康づくりにチャレンジす
ることができるよう、愛知県と瀬戸市が協働で応援する取
り組みが10月1日から始まりました。この機会に、自分の生
活習慣を見直し、健康マイレージに挑戦してみませんか。

1

参加方法

チャレンジシートを入手する

配布場所 健康課(やすらぎ会館4階)、市政情報コーナー（市
役所1階）、支所、瀬戸蔵、パルティせと、市体育館、深川神社
※市ホームページからもダウンロードできます

2

健康マイレージのポイントをためる

Eメール kenko@city.seto.lg.jp

「毎日ポイント」と「参加ポイント」合計で30ポイント以上を
目指しましょう！

3

チャレンジシートを提出する

提出先 健康課（やすらぎ会館４階）
※郵送・FAX でも提出できます。
送付先 〒489-0919 川端町1-31
健康課

特典１ 愛知県が発行するあいち健康づくり応援カード〜MyCa〜（通称：まいか）が
もれなくもらえます。
（提示すると、県内協力店で各種優待が受けられます）
特典２ 先着100人にめたぼうし健康茶碗をプレゼント
特典３ 抽選で賞品をプレゼント
※賞品は以下の協賛団体から提供いただいています。
大垣共立銀行瀬戸支店、カフェ・デル・ドゥオーモ、gallery＆café かわらばん家、JAあいち尾東瀬戸支店、
スポーツクラブアクトス、瀬戸信用金庫、東名ブレース(株)、道の駅瀬戸しなの、和洋食器「さかえ」
くわしくは市ホームページ「健康・医療」→「健康づくり」をご覧ください。

t op i c s

ピ

ッ ク ス

Municipal government topics

せとまちブランディング推進

「第2回せとまちブランディング戦略推進会議」が

のロゴマークの活用について、観光、メディア、旅行業者などさまざまな分
野の委員による活発な議論が行われました。
また、ロゴマークが入った法被や市内のタイ
ルメーカーが制作したセラミックコースターな
どが紹介されました。
セラミックコースターは、
瀬戸蔵セラミックプラザなどで販売中です。

山下清とその仲間たちの作品展
市美術館で、瀬戸市制施行88周

10月7日(土) 年記念 特別企画展 ｢心に響く 感動

の世界 山下清とその仲間たちの作品展｣が始まりました。
開会式の挨拶では、八幡学園の久保寺学園長が、山下
清さんが過ごした八幡学園の精神である「踏むな 育てよ 水そそげ」に込められた思いなどを話されました。
会場には、山下清さんのほか学園生活を共にした石川謙二さんら3人の作品が並び、来館者は感性豊かな作品に
見入っていました。開催は11月26日(日)まで。
08

2017年11月1日号

日時

11 土 ・12

11／

日

午前10時〜正午(なくなり次第終了)
場 所 道の駅瀬戸しなの 特設ブース

参加費 300円

瀬戸で育ったおいしいお米を一升ますいっぱいに盛れるだけお持ち帰りいただけます。
●県内生産量第１位「あいちのかおり」 ●幻のお米「ミネアサヒ」 ●おかずを引き立てる味「ゆめまつり」

第 40 回
日時

19 日

11／

せと農業展
午前９時〜午後3時

農産物品評会

●出品物展示
午前９時〜正午
●優秀品表彰式 午前１１時〜
●出品物販売
午後１時〜
午前９時〜
はくさい、大根、切花など、市内の生産
者による新鮮な農産物や加工品を販売
します。 ※なくなり次第終了

生産者直売市

午後１時〜
苗木150本、種子（各種）150袋
（1人1セット、先着順）

苗木・種子の無料配布

たい肥の無料配布 午後２時30分〜

9月22日(金) 開催され、4月に認定された日本遺産のＰＲや瀬戸市

topi cs

問 アグリカルチャー推進プロジェクトチーム ☎８８・２653

100袋（1人1袋、先着順）

無料ふるまいコーナー

•ポン菓子 午前10時〜 •ぜんざい 午後2時〜
•豚汁 午前10時30分〜
•もちつき 正午〜

防災

問 産業課 ☎８８・２654

場 所 品野陶磁器センター芝生広場
（道の駅瀬戸しなの隣接）

市内で生産された農産物の品質を競い、
優秀品を表彰し、出品物の販売も行います。

チャレンジシートを提出すると…

市 政 ト

道の駅瀬戸しなの
平成 29 年度産 新米まつり

瀬戸市推奨農産物「せとのもの」試食販売ブース
厳しい認証基準をクリアした安全安心な農産物「せとのもの」
の生産者が試食販売します。
•片草町産の里芋
•白岩町産の自然薯

その他

•紙芝居「いなほちゃん劇場」の上演
①午前１０時〜 ②正午〜
•小動物ふれあいコーナー、五平餅
の販売、植木の卸売、農機具の展
示、バザー、お米の食べ比べなど

農家の皆さんへ

受付日時 １１月18日
（土）
午前９時〜正午
受付場所

農協各支店
（東明地区は太子会館、品野地区は品野陶
磁器センター芝生広場）

だより
〜「その時のために」〜

市内で生産した農産物を品評会へ出品しませんか。
皆さんからの多数の出品をお待ちしています。

瀬戸の防犯・防災情報をお届けします

問

防災課 ☎ 88・2600

〜あいち地震防災の日へ向けて〜 いますぐ家具の転倒防止を！
11月の第2日曜は、
「 あいち地震防災の日」です。この機会に、家庭の防災対策につ
いて今一度確認し、大規模地震に備えましょう。
地震発生時は、まず命を守ることが第一です。大規模地震が発生した場合、机の下
など安全の確保ができる場所で揺れが収まるまで待ちましょう。大きな地震では、家
具の固定とガラスの飛散防止をすることで、
多くの被害を防ぐことができます。
Ｌ型金具
取り付けポイント

・壁裏の柱などの強度があるところに家具を固定する。
・家具の芯材の位置に金具を取り付ける。

壁や床などに直接固定できないときは、伸縮ポール式器具とストッパー式器具や
マット式器具など、
２種類以上の転倒防止器具を組み合わせて効果を高めましょう。
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定光寺 岩屋堂

窯めぐり

秋
ゆるり の

水 〜30 木
11/1●
●

川面に映える色とりどりのもみじ。
朱色の橋との共演もみごとです。
陶と竹の灯りアートが幻想的な世界を映し出します。

赤津24軒、品野17軒、水野8軒の窯元が工房・ギャラリーを
一斉に開放し、心をこめて皆さんをおもてなしします。

日時 １１月１1日（土）〜19日（日） 午後５時３０分〜９時

土・12 ●
日
11/ 1 1●

エリ

場所 赤津・品野・水野エリア ほか

品野
ア
エリ

問 赤津窯元まわし会 ☎82・3255
●

窯元によるテーブルセッティング

時間
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
尾張瀬戸駅発（分） 15 15 55 55 55 50 50 50 50 − − −
岩屋堂公園発（分） − − 00 − 05 00・55 55 55 55 40 20 15
※時刻は予告無く変更する場合があります。※交通状況により遅延する場合があります。

日程 11月11日（土）
・12日（日）
・18日（土）
・19日（日）
時間 午後１時〜１０時３０分（施錠）
場所 名古屋学院大学瀬戸キャンパス

問 倶楽歩杜の品野 ☎41・0300
●

本格的なものからやさしいものまで、さま
ざまな体験をお楽しみいただけます。

窯元スタンプラリー

陶玉ラリー

スタンプを集めると 窯元の作品が当たります。
（各日先着150人、1枚500円）
台紙販売場所 赤津焼会館2階

窯元をめぐってお気に入りの陶玉を集め
てみてください。
（各日先着50本、1本500円）
受付場所 品野陶磁器センター前本部

赤津アートフェスティバル

食・音楽・工芸など、
さまざまなジャンルのアーティストが窯元と
コラボレーションします。

エリ

（無料）臨時駐車場・シャトルバスの運行のご案内

工房体験

テーマ
「お正月」
〜あたらしい器で新年を〜
場所 赤津焼会館2階

水野
ア

窯元ガチャ

窯元のなにかが当たるガチャガチャです。
（限定50個、1回300円）
場所 品野陶磁器センター前本部

問 水野窯めぐり実行委員会 ☎82・4152
●
（当日は☎48・0794）

道の駅瀬戸しなの〜各窯元区間を無料シャトルワゴン
が回遊します。

「晩秋のコーディネート」
をテーマに各窯元で展示
すべての窯元で作陶体験（有料）

水 野 案 内 所 〜 各 窯 元を無 料シャトルワゴンでご 案 内します。
案内所

問 瀬戸蔵ミュージアム ☎97・1190
●

水野郵便局を西へ進み、
最初の信号を北へ
（児童公園内）

問 瀬戸蔵セラミックプラザ ☎89・5758
●

店内で2,000円以上お買い上げの方は、絵付体験ができます。
時間 午前10時〜午後4時
場所 瀬戸蔵セラミックプラザ

へは

停留所

2017年11月1日号

新瀬戸駅

赤津
水野

品野

5便

6便

7便

12:30
12:39
12:50
12:56
13:08
13:20

8便

13便

13:30
16:00
:
13 39 30 16:09
13:50
16:20
13:56
16:26
14:08
16:38
14:20
16:50
分間隔で運行

10

尾張瀬戸駅

1便

9:00
11:00 12:00
:
9 09 30 11:09 12:09
9:20
11:20 12:20
9:26
11:26 12:26
9:38
11:38 12:38
9:50
11:50 12:50
分間隔で運行

午前9時から約30分間隔・計13便運行（途中2回運休あり）。
※バスは全便一方向循環

尾張瀬戸駅
赤
津
品
野
水
野
新瀬戸駅
尾張瀬戸駅

この間約

無料回遊バス時刻表

便利な無料回遊バス「せとらんぜ号」で！

午前9時から午後1時30分発の
バスはおもてなしボランティア
さんがご案内します。

企画展「秋の窯めぐり展〜赤津・品野・
水野の窯屋〜」
期間 11月12日（日）
まで
開館時間 午前9時〜午後6時
（入館は午後5時30分まで）
場所 瀬戸蔵ミュージアム（要入館料）

この間約

各会場

場所 岩屋堂公園

日程 11月11日（土）
・12日（日）
・１8日（土）
・19日（日）
臨時バス
ルート 名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅⇔岩屋堂公園
運行のご案内 料金 大人４００円、子ども２００円 ※ICカードマナカが使用できます。

名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」下車。各エリアへは無料回遊バスをご利用ください。

赤津
ア

ライトアップ岩屋堂

岩屋堂

問 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 ☎85・273０
●

時間 午前9時〜午後4時

問 瀬戸市まるっとミュージアム・
●
観光協会 ☎85・2730

●臨時駐車場から無料シャトルバスを運行します!
臨時駐車場発（約２０分間隔で運行）所要時間約２０分 ※交通状況により遅延する場合があります。
始発：午後1時３０分 → 最終：午後７時３０分 ※岩屋堂公園発の最終は午後９時１５分
※周辺道路が大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。
（周辺道路駐車禁止）
※公園内の駐車場には限りがありますので、臨時駐車場をご利用ください。

道の駅瀬戸しなの無料ジャンボタクシー

定光寺

問 アグリカルチャー推進プロジェクトチーム ☎88・2653
●

道の駅瀬戸しなの ☎41・3900

運行日時 11月11日（土）
・12日（日）
・18日（土）
・19日（日）午前10時〜午後5時(約30分間隔で運行)
ルート 道の駅瀬戸しなの 岩屋堂公園 定光寺公園 愛環中水野駅 道の駅瀬戸しなの（1周約50分）
※11日(土)・12日(日)は道の駅瀬戸しなので新米まつりを開催します。
19日
（日）
は品野陶磁器センター芝生広場
（道の駅瀬戸しなの隣接）
でせと農業展を開催します。
くわしくは9ページをご覧ください。

っと
まる

市民イベント

このコーナーに掲載するイベントは、
瀬戸市まるっとミュージ
アム・観光協会企画事業委員会が審査・認定しています。

問

11月11日 土

午前10時〜午後4時

11月18日 土

午前10時〜午後2時

場所 パルティせと１・２階

※雨天決行

内容 ・マルシェ（体験、飲食、物販） ・占い ・ステージ

問

場所 銀座通り商店街内 黒塀
対象 小学生以下
参加費 無料
内容 紙袋に絵をかいたり、紙や切り絵を貼って紙あかりを作ります。
完成作品は12月23日(土)に並べてライトアップします。

11月25日 土

瀬戸まちづくり(株) ☎97・1600

問

irodori ☎65・5328

定員 40人（先着順）

聖霊中学・高等学校 ☎21・3121(磯村)

午前10時30分〜正午(開場：午前10時)

場所 聖霊中学・高等学校 マリアホール内容 弁護士法人 松尾法律事務所所属 菊間 千乃氏による講演
申込方法 往復はがき・Eメールで①氏名②住所③電話番号④参加人数を記入し、お申し込みください。
dosemi̲seirei@yahoo.co.jp
送付先 〒489-0863 せいれい町2 聖霊中学・高等学校 土曜セミナー係
締切 １１月６日(月)消印有効
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問 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 ☎85・2730
●

歴史文化基本構想推進事業
歴史文化基本構想推進事業

瀬戸の魅力再発見

3つの登録文化財を巡る見学バスツアー

問

文化課 ☎84・1093

日時／ 11月23日 木・祝 ①午前9時30分〜正午 ②午後1時30分〜4時
集合場所／名鉄尾張瀬戸駅前パルティせと南口
参加費／無料
定員／各部50人（先着順）
内容／市内にある３か所の国登録文化財（雲興寺鐘楼・瀬戸永泉教会礼拝堂・旧山繁商店）をバスで巡り、建築士
による解説を行います。
申込方法／11月1日（水）午前10時から電話・FAXで①氏名②参加希望時間を記入し、お申し込みください。
FAX 85・0415
その他／雨天決行・荒天中止。動きやすい服装でご参加ください。

コ

ロ

ボ

自律型ロボット・KOROBO
を作り、プログラミングを
初心者でもわかりやすく
学びます。

（お子さんだけの参加です）

雲興寺 鐘楼
（お子さんだけの参加です）

※作品はお持ち帰りできます。
※お持ち帰り後、
プログラムで動かす場合
は、
以下に適したパソコンが必要です。

パソコンを使わずカムを使い、プログラムの原理がわか
る工作型ロボットを作ろう！ ※作品はお持ち帰りできます。

OS

W i n d o u w s V i s t a / 7/8パソコンにソフトをインス
トールする必要があります。
※Windows10については、下記サイトをご確認ください。
https://www.elekit.co.jp/software/SW-1013

はがき・瀬戸市まるっとミュージアム･観
光協会ホームページから、参加者の①郵
便番号・住所②氏名（ふりがな）③性別
④年齢(学年)⑤電話番号⑥参加希望日
を記入し、お申し込みください。

〒489−0813 蔵所町1−1
瀬戸市まるっとミュージアム･観光協会
送付先 「瀬戸蔵ロボットアカデミー係」
http://www.seto-marutto.info/

締

切
日木

月

必着
申込多数の場合は
抽選。抽選結果は、
12月12日
（火）

女性
限定

「ひなミッド」に飾る
瀬戸染付のお雛さま作り体験
問 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 ☎85・2730
●

素焼きした人形(男雛と女雛）
に瀬戸染付の絵付け体験ができます。
作品は焼成後、
ひなミッドに展示します。

作品例

ワ

♪

日時 12月16日
（土）
・17日
（日）午前10時〜 場所 瀬戸蔵4階 会議室4・5 対象 16歳以上の女性
参加費 500円 ※お雛めぐり期間中に使える、瀬戸蔵ミュージアム入館券付 定員 各日30人（先着順）
申込方法 11月1日
（水）午前９時から電話でお申し込みください。
ンコイン
その他 展示した作品は、3月7日
（水）以降にお渡しします。

ひなミッド展 示期間：平成 3 0 年2月3日(土)〜3月4日(日)
12

2017年11月1日号

市内の地域資源の保存・活用を図り、これらの地域資源を活かしたま
「歴史文化基本構想」とは、 ちづくりを推進するとともに、瀬戸市に対する誇りや郷土愛を深め
るために策定した構想です。
問（公財）
瀬戸市文化振興財団

☎84・1093

俳句・短歌・川柳・詩の各部門において、2,000作品を超える応募の中から特選・入選作品が決定しました。特選
作品の表彰式を行います。表彰式の後には、短歌の選者である近田順子先生の記念講演会も開催します。

までにご連絡します。

陶のまち瀬戸のお雛めぐり

旧山繁商店 離れ・塀

第66回瀬戸市文芸発表会表彰式・記念講演会

出 力 USB通信：USB端子が必要

10:00▶瀬戸蔵出発
11:30〜12:15▶昼休憩
10:20▶愛知工業大学到着
12:15〜16:30▶ロボットワークショップ
10:30〜11:30▶愛知工業大学ロボットミュージアム見学
16:40▶愛知工業大学出発
（2足歩行できる鉄人9号・14号やお魚ロボットのデモンストレーション見学） 17:00▶瀬戸蔵到着

瀬戸永泉教会 礼拝堂

日時／ 11月5日 日 場所／文化センター文化交流館 31会議室
表彰式

時間／午後1時30分〜2時

記念講演会

時間／午後２時〜３時
講師／近田順子氏
（瀬戸市文芸発表会短歌選者）
演題／
「短歌の魅力―様々な個性」

特選に選ばれた作品を掲示します。
【瀬戸蔵】 期間／11月8日（水）〜14日（火）午前9時〜午後9時
【やすらぎ会館】 期間／11月16日（木）〜22日（水）午前9時〜午後4時

瀬戸蔵ミュージアム企画展

問

瀬戸蔵ミュージアム ☎97・1190

セトノベルティの魅力〜なつかしの昭和ファンシー〜
昭和50年代から平成初期にかけて瀬戸でつくられた国内向けノベルティを紹介
します。
期間／11月11日 土 〜平成30年1月21日 日

SAMS陶展
瀬戸陶磁器青年研修会
（愛称SAMS）
会員による作品展です。

期間／11月18日 土 〜平成30年1月14日 日
イベントの
お知らせ

型紙カードづくり 11月19日
（日）
午後1時〜3時 定員／20人
（先着順） 参加費／無料
（要入館料）
呈茶コーナー 11月19日
（日）正午〜午後3時 一服／400円 生菓子付
（要入館料）

入館料／一般500円、65歳以上・高大生300円、中学生以下・妊婦・障害者手帳をお持ちの方無料
開館時間／午前9時〜午後6時
（入館は午後5時30分まで）
休館日／11月27日(月)
文化センターは、
保守点検のため11月14日
（火）
を臨時休館します。

文化センター ☎84・1811

瀬戸蔵は、
保守点検のため11月27日
（月）
全館休館
（駐車場は利用可）
します。 瀬戸蔵 ☎97・1555
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午前10 時〜正午
場所 せとっ子ファミリー交流館

瀬戸市文化振興財団企画展
瀬戸市文化振興財団企画展

遺跡からみた瀬戸焼の歴史

問

せとっ子ファミリー交流館
教室・講座
展示品(瀬戸・美濃窯製品)

☎ 87・3636（休館日:月曜）
開館時間 午前9 時30 分〜午後4 時30 分

※事前申込不要

日時

問

新世紀工芸館 ☎97・1001

内容 自由に絵を描き「絵に表れる

12 月 13 日（水）

午前10 時〜 11時 30 分

場所 せとっ子ファミリー交流館
講師 愛知県コロニー 療育支援課
職員 森田 浩正 氏

申込方法 11月12日（日）午前 9 時

11 月 14 日（火）

内容

親子で体操やふれあい遊び、

運動遊びを楽しみます。
対象

市内在住の1歳 6 か月から入

園までの子と保護者
参加費

無料

定員 25 組（先着順）
申込方法 11月1日（水）
午前 9 時か

料理教室
季節のキッチンへようこそ!
日時

定員 20人（先着順）※託児あり（20人）

11 月 25 日（土）

回は拾ったおもしろい形の石に絵を
描いて楽しみました。
日時

11 月 18 日（土）

午前10 時〜 11時 30 分

対象 小学生
定員 15 人（先着順）
申込方法 11月11日（土）午前 9 時
から窓口・電話でお申し込みください。

尾張地区子育て支援地域交流会
こども家庭課 ☎ 88・2635
日程

11 月 25 日（土）

から窓口・電話でお申し込みください。 場所 長久手市文化の家（長久手市
野田農 201）

午前10 時15 分〜 11時 30 分

場所 せとっ子ファミリー交流館

描いたり作ったりして遊ぼう！前

対象 市内在住の乳幼児の保護者

わくわく運動遊び
日時

造形教室

せとクルランド（交通児童遊園）
教室
交通児童遊園 (市民公園内)
☎ 48・2350（休園日:火曜）
開園時間 午前 9 時〜午後 4 時30 分
俳句教室
散歩をしながら季節の言葉を探し

参加費 無料
○午前の部「子育て支援を考える交流会」
時間 午前 9 時 45 分〜 11時 30 分
内容

紙のグライダーや紙コップけん

玉、クリスマスブーツなどを作ります。
対象 乳幼児、小学校低学年と保護者
○午後の部「家庭教育を考える学習会」
時間 午後1時〜 4 時
（受付：午後 0 時 45 分〜）

て五・七・五の言葉遊びを楽しもう!

内容 地域活動発表会（尾張旭市、東郷町）

日時

加藤利彦氏講演会「子育ての極意」

11 月 4 日（土）

午前10 時〜 11時 30 分

対象 小学生〜高校生

お知らせ
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締切 11月13日（月）
必着

※当日受付

イベント

共通事項

③午後３時〜（約１時間）

せとっ子ファミリー交流館

参加費 無料

ら窓口・電話でお申し込みください。
日時／ 12月2日 土 ①午前１０時〜 ②午後１時〜
参加費／500円
締切／１１月１４日
（火）
必着
※抽選結果は１１月１７日
（金）
に発送します。

宮脇町 43

でお越しください。

す

来年の干支の置物
（戌）
１体に、
呉須という絵具で絵付をする体験ができます。

〒489-0074

対象 幼児と保護者・小学生

募 集

日時／ 11月18日 土 ①午前１０時〜 ②午後２時〜（約２時間）
参加費／１,０００円
締切／１１月７日
（火）
必着
※抽選結果は１１月１０日
（金）
に発送します。 本焼成後：高さ5.2㎝、
口径12.0㎝

送 付先

日時

※事前申込不要。汚れてもいい服装

す

し、
お申し込みください。

場所 せとっ子ファミリー交流館

参加費 100 円

飯碗２客に、
呉須という絵具で絵付をする体験ができます。

電話番号⑥教室名（開催日）を記入

午前 9 時 45 分〜 10 時15 分）

午前10 時〜正午（受付時間：

対象 市内在住の乳幼児と保護者

瀬戸染付工芸館 ☎89・6001

（ふりがな）②学校名③学年④住所⑤

育児講座
子育て困った時にやさしいアドバイスを

心」
について個々にお話があります。

イメージ

ージ「お知らせ」から①参加者氏名

午前10 時 30 分〜 11時 30 分

スポーツ

問

11 月 8 日（水）

往復はがき・市ホームペ

福 祉

参加費／無料

お絵かきあそび

申込方法

11 月 11 日（土）

講 座・教 室

せとっ子ファミリー交流館

日時／ 11月26日 日
第1部：午前11時〜正午 第2部：午後0時30分〜１時30分
場所／新世紀工芸館工房棟2階 ガラス工房
対象／中学生以上
※今年4月以降の吹きガラス体験に参加された方はキャンセル待ちでの
受付になります。
参加費／1,640円
定員／各部4人
（先着順）
申込方法／11月12日(日)午前10時から電話でお申し込みください。
※1度の申し込みにつき、2人までお申し込みできます。
※作品は、後日着払いでの郵送
（別途箱代が必要）
または展示棟受付でお渡しします。

ご

う！今回の作品は「かぼちゃ」
。

定員 16 人（申込多数の場合は抽選） 日時

吹きガラスで色付きの器を作ろう！

ご

日本の伝統遊び、折り紙を楽しも

参加費 300 円

新世紀工芸館企画ガラス体験
新世紀工芸館企画ガラス体験

瀬戸染付体験教室 参加者募集

い！色あざやかなお弁当を作ります。 折り紙教室

子 育 て

展示説明会

※当日受付

見てたのしい！食べておいし

対象 市内在住の小学生

日時／ 11月11日 土 午後１時30分〜3時
場所／スカイワードあさひ６階 ひまわりホール
講師／中嶋 隆 氏
演題／小牧山城・小牧城下町の発掘調査と瀬戸・美濃大窯製品
参加費／無料 ※事前申込不要
日時／ 11月11日 土 午前10時30分〜
場所／スカイワードあさひ3階 歴史民俗フロア

内容

埋蔵文化財センター ☎21・1951

期間／11月19日 日 まで
開館時間／午前９時〜午後５時
場所／スカイワードあさひ３階
歴史民俗フロア
（尾張旭市城山町長池下4517-1）
入館料／無料
歴史講演会

持ち物 筆記用具・ノート

〜保護者から親になるために〜

場所／瀬戸染付工芸館
対象／どなたでも参加可
定員／各日各回１０人
（申込多数の場合は抽選、初めての方を優先）
申込方法／往復はがきに①希望時間②住所③氏名④電話番号⑤一緒に参加する人の住所・氏名を記
入し、お申し込みください。はがき１枚につき２人までお申し込みできます。
送付先／〒489-0829 西郷町９８ 瀬戸染付工芸館
「１１月１８日教室」
または
「１２月２日教室」係
※作品は焼成し、後日お渡しします。
2017年11月1日号
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就学に向けての保護者懇談会
学校教育課 ☎ 88・2760
子 育 て

日時

12 月 9 日（土）

さんがいる保護者の方
申込用紙配布場所

市内保育園、幼

稚園、のぞみ学園、学校教育課（市役
所 3 階）
申込方法 申込用紙に必要事項を記

午前10 時〜 11時 45 分

入してFAX、またはEメールで件名を

場所 文化センター文化交流館 11会議室 「保護者懇談会」とし、①お子さんの
小学校入学に向けて、集団活

氏名②在籍園名③参加される方の氏

動や友達とのかかわりが苦手、身体

名④電話番号を記入し、お申し込み

のことで心配があるなど、お子さん

ください。

の就学に不安がある方を対象に「心

FAX 88・2755

のアドバイザー西村則子先生」
が、就

Eメール kyoiku@city.seto.lg.jp

学先を考えるためのポイントなどに

締切 11月30日（木）

内容

講 座・教 室

ついてお話しし、その後、相談・懇談

発達支援室 ☎ 88・2415
どうしてそんなことをするの？
〜自閉症スペクトラム障害を理解す
るということ〜

福 祉
スポーツ

モアスタディ学童クラブ新瀬戸校
モアスタディ学童クラブ品野校

場所 瀬戸蔵つばきホール
講師 医師 内山 登紀夫 氏（よこ
はま発達クリニック院長）

募 集
イベント
お知らせ

きっずクローバー水野店
きっずクローバー西陵店
キッズアカデミー学童クラブ 效範・東山学区
道泉小学校せとっ子モアスクール
長根小学校せとっ子モアスクール
キッズアカデミー学童クラブ 幡山西学区
下品野小学校せとっ子モアスクール
效範育成クラブ
（どんぐり児童クラブ）
幡山・八幡児童クラブ
（宝島児童クラブ）
流れ星児童クラブ
おひさま児童クラブ
たいよう児童クラブ
幡山東児童クラブ
陶原小学校せとっ子モアスクール
なかよし児童クラブ
八幡小学校せとっ子モアスクール
原山小学校せとっ子モアスクール
效範小学校せとっ子モアスクール
水南小学校せとっ子モアスクール
くすの木児童クラブ
東山児童クラブ

幡山西・幡山東・效範
水野
西陵
效範・東山
道泉 その他近隣小学校
長根 その他近隣小学校
幡山西 その他近隣小学校
下品野・品野台 その他近隣小学校
效範
幡山東
幡山東
祖母懐
深川・東明・古瀬戸
幡山東
陶原
陶原
八幡
原山
效範
水南
水南
東山

デジタルリサーチパークセンター
☎ 87・3100
（休館日：月曜、
祝日の場合は翌日）
パソコン&スマホでインターネット
ショッピング No.76
インターネットで買い物をするた

在住外国人支援者養成講座
瀬戸市国際センター

市では、小中学校で外国人児童生
問 こども家庭課

パソコン講座

めの商品検索や注文、支払い方法な
どを学びます。
日時

☎ 88・2790

☎８８・２635

1月21日（日）
午後1時〜
☎ 48･0807
西陵地域交流センター

東山・效範・陶原・水南・長根・西陵
11月から毎週土曜
☎ 89･3400
下品野・品野台・古瀬戸・東明・祖母懐・水野 午前11時〜各児童クラブ

セカンドホーム

締切 11月30日（木）

午前10 時〜正午

就労、疾病、介護、障害などにより、保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、適切な遊びや生活の場を提供する児童クラブの
申し込み説明会を開催します。
くわしくは、保育園・幼稚園で配布するチラシをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
児 童 クラブ
対象小学校
開 催 日 時・場 所
問い合わせ先
西陵・水野

Eメール hatatsu-shien@city.seto.lg.jp

12 月 17 日（日）

児童クラブ申し込み説明会

水野学童保育所

FAX 85・6536

ちの行動の理由を紐解いてみましょう。

定員 300 人(先着順）

対象 発達に心配がある年中のお子

入し、
お申し込みください。

自閉症スペクトラム障害の子どもた
日時

締切 11月15日（水）

氏名②住所③電話番号④お立場を記

参加費 無料

を行います。

平成30年度

申込方法 電話・FAX・Eメールで①

発達支援講演会

11月23日（木・祝）
午前10時〜、午後2時〜 ☎ 67･1915
児童クラブ
11月から随時
☎ 57･9848
各児童クラブ
☎ 82･7416
☎ 85･0372
各小学校
☎ 85･1950
入学説明会終了後
☎ 65･3737
☎ 41･1180
☎ 82･8932
☎ 85･5541
☎ 84･1200
☎ 84･7883
☎ 070･1219･5063
12月17日（日）
※合同で開催します。 ☎ 82･3336
☎ 83･6013
午前10時〜正午
☎ 83･7810
文化センター
☎ 82･6009
文化交流館
☎ 84･5141
☎ 89･4330
☎ 87･3003
☎ 070･1219･5050
☎ 87･0811

徒の授業理解をサポートする「外国
人児童生徒サポーター」を学校教育
課から派遣しています。この講座で
は、小中学校でサポーターとして、日
本語教室でボランティア活動をする
ため、外国人を支援するのに必要な

11 月 18 日〜 12 月 2 日
（全 3 回・土曜）

午前 9 時 30 分〜 11時 30 分

対象

簡単なマウス操作ができる方

ディアルーム

心のある方
受講料 無料
定員 30 人（先着順）
申込方法 FAX・Eメールで件名を

Eメール setokoku@gctv.ne.jp

11 月 25 日、12 月 2 日
（全 2 回・土曜）
午前10 時〜 11時 30 分

対象 小学1 〜 3 年生
受講料 2,592 円
持ち物 筆記用具
定員 10 人
締切 11月15日（水）
ワードで作る年賀状 No.79
インターネットから好きなイラス

持ち物

日時

筆記用具 ※スマートフォ

ン持ち込み可
定員 10 人
締切 11月12日（日）

体的な利用法を学習します。

日時

12 月 6 日・13 日

（全 2 回・水曜）

午前 9 時 30 分〜 11時 30 分
対象 簡単な文字入力ができる方
受講料 2,592 円
持ち物 筆記用具
定員 10 人
締切 11月26日（日）

11 月 28 日 〜 12 月 19 日
（全 4 回・火曜）
午前10 時〜正午

対象

スマホ・タブレットの基礎編

を受けた方または基本的な操作がで
きる方
受講料 5,384 円

タブレット

ルアドレス⑤話せる外国語（あれば） 定員 10 人
締切 11月18日（土）
を記入し、
お申し込みください。
FAX 97・1171

日時

って年賀状を作りましょう。

「在住外国人支援者養成講座」とし、 持ち物 筆記用具、アプリをインス
①講座名②氏名（ふりがな）③郵便 トール可能なスマートフォンまたは
番号・住所④電話・FAX番号・Eメー

グゲームを作りましょう。

受講料 3,888 円

対象 学校などで外国人の児童・生
徒の学習ををサポートする活動に関

トを使って、水族館やシューティン

トを入れたり、デジカメの写真を使

少人数ゆっくりスマホ・タブレット
日時 11 月 25 日、12 月 2 日・
（応用）No.77
16日（全 3回・土曜）
楽しくて便利なアプリの紹介と具
午前10 時〜正午
パルティせと4 階 マルチメ

ビスケットというウェブ上のソフ

でメールアドレスをお持ちの方

知識や心構えを学びます。

場所

小学生のためのプログラム教室
（ビスケット編）No.78

共通事項
場所 デジタルリサーチパークセンター
申込方法 電話・ホームページから
お申し込みください。
http://www.drp.jp
※申込多数の場合は抽選
※一定の申込人数に満たない講座は
中止となる場合があります。

２０１７年
月

11

日号

1

16

事前予約 【受付時間】
ダイヤル 9：00-18：00
信 頼と実 績 の 6 0 年 司 法 書 士・行 政 書 士

住
所
17

第 2回甲種
（新規）
・乙種
防火管理講習
消防課 ☎ 85・0480

もお申し込みできます。

ガイシヤテアテ」
「セトシシヨウガイ

申込 期間 11月6日（月）〜 20日

ジフクシテアテ」
「セトシケイカテキ

（月）
午前 8 時 30 分〜午後 9 時
その他

使用図書は図説防火管理、

子 育 て

防火管理維持台帳です。

扶養手当を11月10日（金）に指定

必要な資格を取得するための講習です。

日時 甲種：12 月 7 日（木）
・8 日（金）

の口座に振り込みますので、入金を

乙種：12 月 7 日（木）

ご確認ください。
※支払内容は通用での記帳にてご確

講 座・教 室

午前 9時 30 分〜午後 4 時 30 分

受講料 3,500 円（教材費）※申込
当日になるべくお釣りのないように
お支払ください。
定員 甲種・乙種合わせて80人（先着順）

福 祉

申込書配布場所 消防本部・東分署・
南分署 ※市ホームページからもダ
ウンロードできます。
申込方法 申込書に必要事項を記入
し、
消防本部・東分署・南分署窓口に

スポーツ

ご提出ください。※火災出動などに
より不在となる場合があります。ご
了承ください。
市ホームページ「お知らせ」から

特別児童扶養手当
8 月から11月分までの特別児童

甲種（新規）
・乙種防火管理者の選任に

場所 文化センター文化交流館 31会議室

フクシテアテ」
と表示されます。

障害者手当の入金確認を
社会福祉課 ☎ 88・2612
FAX 88・2615
Eメール shafuku@city.seto.lg.jp
特別障害者手当など

認ください。
「コウセイロウドウシヨウ
ダイジンカンボウ」
と表示されます。
資格喪失について
次の場合は手当の受給資格を失い
ますので社会福祉課（市役所 2 階）
に届け出が必要です。

8 月から10 月分までの特別障害
者手当・障害児福祉手当・経過的福
祉手当を11月10日（金）に指定の
口座に振り込みますので、入金をご
確認ください。
※支払内容は通帳での記帳にてご確

全手当

特別養護老人ホーム、養護

老人ホーム、障害者（児）入所支援施
設に入所した場合。
特別障害者手当

11月13日〜 19 日
全国一斉「女性の人権
ホットライン」
強化週間
名古屋法務局人権擁護部
☎ 052・952・8111（内線1831）
DV、セクハラ、ストーカー行為な
ど、女性をめぐるさまざまな人権問題

します。融資には要件があります。
申
込方法や必要書類など、くわしくは
お問い合わせください。
資金の種類

スポーツ大会

不慮の事故、結婚、出

産、医療、教育、葬祭、住宅修繕、生活

市体育館 ☎ 48・0500

必需品の購入など

申し込みは市体育館窓口へ
あっせん金額 80 万円以内（生活必 （午前 9 時〜午後 8 時）
需品の購入などは 50 万円以内）
秋季バドミントン大会 団体戦
対象 次の要件を全て満たす方

秘密は固く守られますので、一人で悩

・満 20 歳以上満 60 歳以下であること。 日程 11 月 26 日（日）
・1年以上継続して市内に居住し、住 場所 市体育館 第1競技場

まず、
お気軽にご相談ください。

民登録をしていること。

日時

・1年以上継続した職業を有し、年額

に関する相談に応じます。
相談内容の

11月13日（月）〜 19日（日）
午前 8 時 30 分〜午後 7 時

対象 市内在住・在勤・在学の方

（水）
〜15日
（水）
150 万円以上の総収入があること。 申込期間 11月1日

※18日（土）
・19日（日）は午前10時〜午後5時

ただし、自営業者は 2 年以上の実績

相談専用電話 ☎ 0570・070・810

があり、年額 150 万円以上の所得が

（全国共通）

・納期までの市税を完納していること。

5 時15 分に受け付けています。

・瀬戸市生活資金融資制度による融資
を受けた者は、全て償還していること。
・融資あっせん金融機関の指定保証

設および病院に継続して 3 か月以上

ラグビー講演会

あること。

※通常は、平日午前 8 時 30 分〜午後

介護老人保健施

参加費 1チーム 6,000 円

交流学び課 ☎ 48・0589
「夢はかなう」-2019 年ラグビーワー
ルドカップがやってくる-

保険に加入する資格を有すること。

入所（入院）
された場合。

・暴力団と関係がない、
またはそのお

認ください。
「セトシトクベツシヨウ

それのないこと。

募 集
イベント
お知らせ
２０１７年
月

11

日号

1
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瀬戸商工会議所

「創業したい！」
「自分のお店を持ちたい！」
そんな夢をお持ちの方や、
創業された方を対象に、
創業のための基礎
知識を学ぶ創業塾を開催します。
講師には愛知県を拠点に企業家や経営者を支援する女性の士業グループ
「からふる女性応援士隊」
の専門家を
招きます。
夢の実現に向けて、
最初の一歩を踏み出しませんか？
日時 11月26日､12月3日 (全2回･日曜 ) 午後1時30分〜3時30分 ※各回終了後に予約制の個別相談の時間も設けます｡
場所 瀬戸商工会議所
（見付町38−2）
内容 第１回
「法人と個人事業〜税金・会計面での違いについて〜」
講師 川村美香 税理士
「資金調達のポイントと創業時の事例紹介」
講師 長坂幸子 氏
（日本政策金融公庫 名古屋ビジネスサポートプラザ）

第２回
「創業時に気を付けたい事〜法律面から〜」
講師 中根志保 弁護士
瀬戸市と瀬戸商工会議所の支援紹介

対象 創業したい方や創業してまもない方 参加費 無料 定員 20人 (先着順 )
申込書配布場所 瀬戸商工会議所､産業課 (市役所3階 )
申込方法 申込書に必要事項を記入し､FAXでお申し込みください｡ FAX 83･5204
締切 11月20日
（月）

※別に信用保証料（平成 29 年度は

☎ 82・3123

川村美香 氏 長坂幸子 氏 中根志保 氏

年 2.0%）
が必要

生活資金融資をあっせんします
社会福祉課 ☎ 88・2610
FAX 88・2615
Eメール shafuku@city.seto.lg.jp

プが日本で開催されることに伴い、
ラグビーの魅力についての講演会を
行います。

貸付利率 年1.8%

創業塾 in 瀬戸

2019 年にラグビーワールドカッ

償還方法 5 年以内の元利均等毎月払
※担保、保証人は不要。ただし、信用
保証保険に加入すること。

日時

11 月 19 日（日）

午前10 時〜 11時 30 分

場所 パルティせと5 階 アリーナ
講師

元日本ラグビーフットボール

協会公認A級レフリー・松岡辰也 氏

※審査、融資は指定の金融機関で行い、 対象 小学生以上
可否決定まで 3〜4週間程度かかります。 参加費 無料

※駐車台数に限りがあるため、公共
交通機関をご利用ください。

一時的に必要となった資金を調達

※事前申込不要

できない方へ、市で融資をあっせん

学校体育施設を開放します

市体育館 ☎4８・0589

地域スポーツ活動普及のため学校体育施設の一般開放を行っています。
12 月から 3 月までの小学校体育館と校庭の利用について、次の日程で地区運営委員会を行い、
利用団体の調整を行います。利用を希望する団体の代表者は必ず出席してください。
なお、施設の利用資格は、すでに登録を済ませている団体に限ります。
学校名
陶 原
深 川
祖母懐
道 泉
效 範
東 明
古瀬戸
水 野
水 南
幡山東

日程(11月)
場 所
時 間
10日(金)
陶原公民館
午後７時〜
9日(木)
深川公民館
午後７時〜
8日(水)
祖母懐小学校
午後６時〜
道泉地域交流センター 午後６時３０分〜
16日(木)
效範公民館
8日(水)
午後７時〜
東明小学校
13日(月)
午後７時〜
古瀬戸公民館
6日(月)
午後７時〜
水野地域交流センター 午後７時３０分〜
10日(金)
水南公民館
14日(火)
午後７時〜
山口公民館
13日(月)
午後７時３０分〜

学校名
幡山西
下品野
品野台
掛 川
長 根
原 山
東 山
萩 山
八 幡
西 陵

日程(11月)
13日(月)

場 所
幡山公民館

時 間
午後7時〜

品野スポーツクラブ事務所で、随時
受け付けています。
（☎41・4440）
7日(火)
2日(木)
8日(水)
12日(日)
10日(金)
5日(日)

長根公民館
原山台集会所
效範公民館
萩山公民館
八幡公民館
西陵地域交流センター

午後7時30分〜
午後7時〜
午後7時〜
午後7時30分〜
午後7時〜
午後1時〜

19

年末調整等説明会

マイナンバーの休日窓口
子 育 て

マイナンバーコールセンター
☎ 88・2881
日時

11 月 26 日（日）

午前 8 時 30 分〜午後 0時 30 分

講 座・教 室

場所 市民課（市役所1階）
内容

番号通知カード受け取り、個

※11月1日（水）からタブレット端
できます。くわしくは事前にお問い

福 祉

合わせください。

青色申告決算・消費税軽減税
率制度・年末調整等説明会
スポーツ

尾張瀬戸税務署
☎ 下記のとおり
平成 29 年分の青色申告決算・消費
税軽減税率制度・年末調整等の説明

募 集

日程

場所

11 月 15 日（水）

文化センター文化交流館 31

青色申告決算説明会
イベント

個人課税第一部門 ☎ 82・4114
時間 午前10 時〜正午
（受付：午前 9 時 30 分〜）
内容 青色申告の個人事業者を対象と
した、決算および年末調整等の説明会

お知らせ

※説明会で使用する資料は、当日に
会場で配布します。
消費税軽減税率制度説明会

続きなどの説明会
※説明会にご出席される方は、事前
に税務署から送付した「年末調整の
しかた」と「給与所得の源泉徴収票

選挙管理委員会 ☎ 88・2525
入賞者は、
次の皆さんです。
小学生の部
塩谷 優月さん（西陵小 2 年）
滝井 伶奈さん（陶原小 5 年）

等の法定調書の作成と提出の手引」 長江 未来さん（陶原小 5 年）
をお持ちください。
中学生の部
松下 万里子さん（本山中1年）

都市計画案の縦覧
維持管理課 ☎ 88・2726
都市計画を変更するにあたり、都市
計画案が縦覧できます。
変更案につい
て意見のある方は、縦覧期間中、市に

吉川 栞さん（南山中 2 年）
市原 咲耶さん（水野中 3 年）
高校生の部
水谷 優里さん（瀬戸窯業高 2 年）
荒木 梨乃さん（瀬戸窯業高 3 年）
山口 航矢さん（瀬戸窯業高 3 年）

意見書を提出することができます。
く
縦覧内容 公園の変更（ 5・5・105

な餌やりは、ふん尿被害などによる
生活環境悪化や、周辺住民とのトラ
ブルにつながるおそれがあります。
餌やりは、餌場やトイレの管理、猫
に不妊去勢手術を受けさせ増えない
ようにするなど、周辺環境や地域住
民に十分配慮し、猫を最後まで責任

個人課税第一部門 ☎ 82・4114

もって飼養することのできる場合の

２０１７年

時間 午後1時〜 2 時15 分
内容

みにしてください。

事業者を対象とした、平成 31

月

年10 月1日から実施される消費税

日号

軽減税率制度の概要や制度対応に係
※説明会で使用する資料は、当日に
会場で配布します。

税務課 ☎ 88・2572
市・県民税（第 3 期）
の納期限は11
月10日(金）
です。

毎週 月・火・木・金曜
（3日・23日・30日を除く）

消費生活法律相談（要予約） 8日
（水）

秘書室 ☎８８・２５３０
発行部数

約 53 ，000 部

全世帯

配布
掲載料金
（１枠） 30 ，000 円
広告スペース 縦43ｍｍ×横173ｍｍ
※広告のデザイン原稿は各自でご用
意ください。
※掲載できる広告は、市の広報誌な
どに掲載する広告としてふさわしい
ものに限ります。
ムページ「ビジネス・産業」→「有料
広告」→「募集中の広告媒体」をご覧
ください。

相談場所

午前10時～午後4 時

市役所
（２階生活
安全課）
で当日受付

午後1時～4 時

市役所
（２階消費 生活安全課 ☎88・2660
生活センター）

午後1時～4 時

人権相談（予約優先）

8日(水)

午前10時～午後3時

登記相談

（相続・遺言・贈与・売買・法人）

9日(木)

午前9 時～正午

遺言・相続の困りごと相談 27日
（月）
不動産相談
せとっ子すくすく相談

（子育て相談）
※事前予約可

午前9 時～正午

16日(木)
毎週 月～金曜
（3日・23日を除く）

社会福祉課 ☎88・2610

☎89・6440

宅建業協会東尾張支部
☎52・6977

1日
（水）
・8日(水)・15日(水)
21日
（火）
・28日
（火）

午前10時～午後3時

7日(火) ・ 21日(火)

午前10時～午後5時

14日
（火）・ 28日(火)

午前10時～午後5時

毎週 月～土曜

午後1時～3 時30 分

9日(木)

午前9時～11時30 分

成年後見巡回相談（要予約) 7日(火)

パルティせと

パルティせと

女性相談受付
☎ 97・1333
外国人相談窓口
☎83・7719
市民活動センター ☎97・1161

午後1時～4 時

2日
（木）
・16日(木)

毎週 月曜

家庭児童相談室
☎82・1990

市役所
午前10時～午後5時 （1階市民課）
午前9 時～午後5 時

毎週 月～金曜
（23日を除く）

市役所
こども家庭課 ☎88・2636
（２階こども家庭課）

午前10時～午後4 時

毎週 月～金曜 5日
（日）
・18日(土)
午前9 時～午後6 時
(3日・23日を除く）

家庭児童相談

内職相談

午前8 時30 分～
午後5 時15 分

問い合わせ先

愛知県司法書士会
市役所
（１階案内） ☎ 052・683・6683
で当日受付
愛知県行政書士会東名支部

午前9 時～正午

（3日を除く）
ひとり親家庭相談（要予約） 毎週 月・水・金曜

ボランティア相談

瀬戸市の広報に広告を載せ
てみませんか

時間

17日(金)

法律相談

松下 万里子さんの作品

（要予約）
の相談は、
事前に電話予約をお願いします。
※正午〜午後１時は昼休みの場合があります。

行政相談

予約は相談日 2 週間前の
午前 8 時 30 分から先着順です

※申込方法など、くわしくは市ホー

市税の納期限

相談日

心配ごと相談（面接相談） 毎週 木曜
（23日を除く）

飼い主のいない猫に餌やり
をしている方へ

飼い主のいない猫に対する無責任

消費生活相談

（多重債務相談も含む）

NPO相談

縦覧場所 維持管理課（市役所 5 階）

☎ 0565・58・2323

相談種類

外国人相談（ポルトガル語） 1日(水) ・ 15日(水)

縦覧期間 11月13日（月）～ 27日（月）

愛知県動物保護管理センター

相談窓口

N
Novem
ovemb
ber
er

外国人相談（スペイン語）

号東公園）

生活安全課 ☎ 88・2661

11 月

女性悩みごと相談（要予約）

わしくはお問い合わせください。

法人課税第一部門 ☎ 82・4574

る支援制度などの説明会

20

内容 年末調整等の具体的な事務手

会を開催します。
※事前申込不要

会議室

1

時間 午後 2 時 30 分〜 4 時 30 分

人番号カード受け取り
末を使用した個人番号カード申請が

11

法人課税第一部門 ☎ 82・4574

選挙啓発ポスターコンクー
ルの入賞者

やすらぎ会館 ☎84・2011
やすらぎ会館
※3日（金・祝）
3日は午前9時30分～午後3時 のボランティア
相談は文化セン
午前10時～午後 3時
ターで実施
午後1時 30 分～
尾張東部成年後見センター
4 時15 分
☎75・5008
午前 8時 30分～
午後 5時15分

小中学生の不登校などの相談

毎週 月～金曜
（3日・23日を除く）

午前 9 時～午後 5 時

学校生活など教育全般相談

毎週 月～金曜
（3日・23日を除く）

午前 9 時～午後 5 時

市役所
教育相談室サン・テレフォン
（３階学校教育課） ☎84・8740

午後1時 30 分～
3 時 30 分

市役所
高齢者福祉課
（4階 401会議室） ☎88・2626

認知症相談（家族会）

10日(金)

若年者向け就職相談（要予約) 17日(金)

適応指導教室オアシス21
☎84・5005

午後 1時～ 4 時

新事業展開・販路開拓相談
毎週 月～金曜
技術相談 IT・知財相談
経営相談
（3日・23日・27日を除く）
海外展開・創業相談 (要予約)

平成29年6月中旬〜
平成30年1月31日

瀬戸蔵
（３階産業支援
午前10 時～午後 4 時 センターせと）

産業課 ☎88・2651
産業支援センターせと
☎ 97・1191

1万円以上（金額によって特典が変わります）

広告

※一例：２万円（半てん＋餅つき行事・奉納パレード参加）

瀬戸市奉賛会会員募集
◆申込書・振 込 用紙等配布場所 ①各連区自治会事務所 ② 瀬 戸商工会議 所 ③深川
神社・山口八幡社 ④瀬 戸信用金庫本店及び瀬 戸市内各支店・JAあいち尾東農協瀬 戸
「申込書・振込用紙等配布場所」 市内各支店・愛知銀行、大垣共立銀行、十六銀行、名古屋銀行の各瀬 戸支店 ⑤ 瀬 戸市
にて申込書、振 込 用紙、返信用 奉賛会事務所（瀬 戸市道泉町70（株）成田製陶所敷地内）⑥ 瀬 戸市奉賛会 会員宅・店
封筒を受領してください。
舗等（瀬 戸市奉賛会ののぼり旗が掲出してあります。）

【お問い合わせ先】
瀬戸市奉賛会事務所
瀬戸市道泉町70番地
（株）
成田製陶所内
TEL
（0561）
65-3352
瀬戸市奉賛会 検索
FAX
（0561）
65-3353
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一般不妊治療費などの
助成について
問

歯科節目健康診査は
お済みですか
問

健康課（やすらぎ会館４階）☎85・5511

一般不妊治療などに要する費用の一部を助成してい

ます。
（特定不妊治療除く）

健康課（やすらぎ会館４階）☎85・5511

対象

申請日において以下の条件を満たす方

①法律上の夫婦であって、国内の産科、婦人科または産

瀬戸歯科医師会のご協力により、歯科節目健康診査を

婦人科あるいは泌尿器 科において不妊症と診断さ

１２月まで実施しています。

歯周疾患は、健康に大きな影響を及ぼすといわれていま

す。対象の方（昭和62、57、52、47、42、37、32、27、22年生

まれの方）
は、
５月末に送付した受診券を利用して、ぜひこの
機会に受診してください。

れ、その治療を受けた方

②夫婦の一方または両方が瀬戸市内に住所を有している方
③健康保険の被保険者または被扶養者である方
④市税を滞納していない方

⑤市国民健康保険料を滞納していない方
助成要件

円未満であること

こころの健康相談
問

瀬戸地域産業保健センター（瀬戸旭医師会館内）☎84・1139
FAX 84・5776 Eメール sanpo@setoasahi.com

｢仕事のことを考えると夜眠れない｣ ｢部下への接し方が分

からない｣ ｢体の調子がすぐれない｣ことはありませんか。一
度、お気軽にお電話ください。相談内容などの個人情報は秘

密を厳守します。

11月29日
（水）午後2時〜4時

対象

産業医のいない事業所の事業主・労働者

申込方法

精神科医師

費用

負担額の2分の1以内の額で5万円まで（千円未満切捨て）

②助成期間は治療開始から連続した2年間（24か月）

申請期限

平成29年3月から平成30年2月までの診

療分は、平成30年3月15日
（木）
が締め切りです。

その他

申請時には領収書が必要です。

しくは
「くらしの情報」→「健康・福祉・医療」→「医療助成」
を

電話でお申し込みください。

ご覧ください。

平成29年度
「高齢者予防接種実施医療機関一覧表」
一部変更のお知らせ
平成29年度
「高齢者予防接種実施医療機関一覧表」
一部変更のお知らせ
問
問

健康課
（やすらぎ会館４階）
健康課
（やすらぎ会館４階）☎85
☎85・
・5511
5511

広報10月1日号27ページの高齢者予防接種実施医療機関一覧表のうち、まつもと皮フ科クリニック
（☎89・4112）は、都

合によりインフルエンザ予防接種は行わないこととなりましたので、
ご注意ください。

妊産婦・乳児健康診査受診票
問

母子健康手帳には乳児健康診査受診票2枚と、産後健康診査受診票1枚（産後8週以内に使用）がついています。この受
診票により健診費用を助成しています。受診の際は、医療機関にお問い合わせのうえ、使用してください。
使用時期
使用期限

1回目：生後１か月ごろ
2回目：生後10か月ごろ
1歳のお誕生日の前日

産後健康診査受診票
使用時期
使用期限
健診内容

産後１か月ごろ
（４月１日以降の使用に限る）
産後８週以内
一般診察、尿検査（蛋白および糖）
、血圧測定、
産後の健康状態（子宮復古・悪露）
、
メンタルチェック

●愛知県外医療機関および助産所で受診される方は別途申請が必要です。
（産後健康診査は医療機関のみ受診可）
●紛失、転入の方は再発行、差し替えができますのでご連絡ください。
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2017年11月1日号

健康課（やすらぎ会館４階）☎85・5511

薬についての日頃の疑問や心配を解消しましょう。
12月14日
（木）午後2時〜3時30分
（受付：午後1時30分〜）
場所 やすらぎ会館5階 大集会室
内容 薬剤師による講話
講師 （一社）
愛知県薬剤師会
薬剤師 今井勝雄 先生
対象 市内在住の方
参加費 無料
定員 100人（先着順）
申込方法 11月1日（水）午前8時30分から電話・FAX
で①氏名②生年月日③住所④電話番号⑤講座名を記
入し、お申し込みください。FAX 85・5120

日時

瀬戸旭在宅医療介護連携推進協議会

市民フォーラム
問

日時 12月2日
（土）午後2時〜4時
場所 瀬戸旭医師会館1階ホール
（西長根町10）
内容 認知症をテーマとした講演
❶講演「認知症のおはなし〜今、私が伝えたい症状や予防〜」
講師：公立陶生病院 認知症看護認定看護師 伊藤裕美 氏
❷体操「笑って動こうコグニサイズ！」
講師：瀬戸市体操協会 会長 加藤智子 氏
❸講演「認知症とは〜正しい診断を受けましょう！〜」
講師：公立陶生病院 神経内科主任部長 湯浅浩之 先生
対象 どなたでも参加可
参加費 無料
定員 200人（先着順）
申込方法 電話・FAX・Eメールで①氏名（ふりがな）②
電話番号③参加人数を記入し、
お申し込みください。

健康課

FAX 85・5120

Eメール kenko@city.seto.lg.jp

ハチ
ハチ ゴー
ゴー ニイ
ニイ マル
マル

世界糖尿病デー
in愛知医科大学病院
愛知医科大学病院 糖尿病療養支援チーム
（病院管理課）☎62・3311

問

11月14日の世界糖尿病デーにちなんでイベントを開
催します。
11月13日
（月）〜17日
（金）
午前9時〜午後3時
場所 愛知医科大学病院1階オアシスホール、
2階健康情報教室アイブラリー ほか
内容 糖尿病教室、ポスター展示、血糖測定体験、
運動療法体験 ほか

日時

※参加費無料、
事前申込不要

くわしくはホームページをご覧ください。
http://www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/

入浴中の事故について
問

瀬戸旭医師会 ☎84・1155
FAX 84・5776 Eメール isikai@setoasahi.com

ハチ
ハチ マル
マル ニイ
ニイ マル
マル

健康課（やすらぎ会館４階）☎85・5511

乳児健康診査受診票

問

※年度末は大変混み合います。転出予定がある方は転出され

※申請書などは市ホームページからダウンロードできます。
くわ

無料

お薬との上手なつきあい方

①助成額は、1組の夫婦に対して1年度毎に、治療費の本人

合は、速やかに申請してください。

瀬戸旭医師会館相談室
（西長根町10）

専門医

助成内容

る前に、平成29年度対象分の診療がすでに終わっている場

日時

場所

夫および妻の前年所得の合計額が730万

あなたの疑問にお答えします！

消防課 ☎85・0494

脱衣場と浴室の温度差や入浴により、血圧の変動、脈
拍の増加などが起こり、脳卒中や心筋梗塞・不整脈を発
症し、意識消失による溺水で突然死する恐れがありま
す。特に、高齢者や心疾患、糖尿病などの慢性疾患があ
る方は、
リスクが高くなるので注意が必要です。
また、
お
風呂場は滑りやすく、転倒などによる怪我も多く発生し
ています。
入浴中の事故を防ぐポイント
●脱衣場や浴室内の温度を上げておく。
●湯温は41度以下に設定する。
●長湯は避ける。
●
「半身浴」
や
「かけ湯」
など入浴法を工夫する。
●降圧剤など薬やアルコールは、入浴前後に摂取しない。
●浴室内に手すりなどを取り付ける。
●家族はときどき声をかける。

キュウ
キュウ マル
マル ニイ
ニイ マル
マル

8020運動
歯科講演会
8020運動・
・8520運動
8520運動・
・9020運動表彰式、
9020運動表彰式、
歯科講演会
問
問

健康課
（やすらぎ会館４階）
健康課
（やすらぎ会館４階）☎85
☎85・
・5511
5511

8020運動・8520運動・9020運動とは、
「 80歳、85歳、90歳になっても20本以上自分の歯を保とう」
という運動で
す。今年度は、8020運動で194人、8520運動で57人、9020運動で29人の方に愛知県歯科医師会、瀬戸歯科医師会
から表彰状が贈られます。講演は表彰者以外の方も参加できますので、
ぜひお越しください。
日時 11月30日
（木）
表彰式：午後1時30分〜2時20分 歯科講演会：午後2時30分〜3時15分
場所 やすらぎ会館5階 大集会室
内容 8020運動・8520運動・9020運動表彰式
講演「食べる楽しみいつまでも」講師：原 裕司 歯科医師（原歯科医院 院長）
その他 表彰者以外の方は電話でお申し込みください。
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休日急病診療予定表

☎ 82・0022

案内電話

▼歯科当直医は変更されることがありますので、必ず上記「案内電話」でご確認ください。

11月

内 科・小 児 科

3
（金・祝）
5(日)
12(日)

歯

科

むぎ歯科

瀬戸旭休日急病
ゆうデンタルクリニック
診療所
Kデンタルクリニック

▶内科・小児科は8月に開設された「瀬戸旭休日急病診療所」
で行います。住所：西長根町7（瀬戸旭医師会館敷地内）
▶診療時間帯以外の急病やケガなどの場合、可能な方はかか
りつけの医師(ご自分の主治医)にご相談ください。

ごみ収集予定日 (11月1日〜)
びん・缶・
ペットボトル
道

泉

７日

火

深

川

８日

水

燃える
ごみ

紙類・古布
１４日

火

月・木

１日・
１５日 水

月・木

１５日 水
古 瀬 戸 １日・

８日

水

火・金

東

３日

金

月・木

明

１０日

金

祖 母 懐

８日

水

１日・
１５日 水

月・木

陶 原 ※

８日

水

１日・
１５日 水

月・木

原 山 町

９日

木

２日

木

火・金

１５日 水
根 １日・

８日

水

火・金

長

效 範 北※

６日

月

１３日

月

水・土

效 範 南※

７日

火

１４日

火

水・土

水

南

１０日

金

３日

金

水・土

水

野

１４日

火

７日

火

月・木

品 野１※

２日

木

９日

木

火・金

品 野２※

９日

木

２日

木

火・金

山

２日

木

９日

木

火・金

１３日

月

６日

月

火・金

口

菱野・本地
新

郷

９日

木

２日

木

火・金

西

陵

１４日

火

７日

火

月・木

原 山 台

３日

金

１０日

金

月・木

萩 山 台

３日

金

１０日

金

月・木

八 幡 台

３日

金

１０日

金

月・木

グリーンシティケーブルテレビご加入の方
デジタル放送

地上D121ch

放送時間

内科・
小児科

受付時間：午前8時45分〜11時30分
午後1時45分〜4時30分
診療時間：午前9時〜正午、
午後2時〜5時

歯 科 診療時間：午前9時〜正午
▶かかりつけの医師が不在のときは、救急医療情報センター
(☎82・1133)へお問い合わせください。
▶公立陶生病院は、救命救急センターとして、3次救急を主体
に対応します。(救命救急センターとは、重篤な救急患者を
24時間体制で受け入れ、高度な医療技術を提供することが
できる医療施設です。)

燃えないごみ・粗大ごみ
予約制の戸別収集（予約時に収集日を決める方式）です。
電話かインターネットで予約をしてください。
電話予約：0561・84・5371
月〜金曜：午前9時〜午後5時 ※祝日も可
インターネット予約（携帯電話も可）

http://www.setogomi.com/
燃えないごみ 氏名・収集日を書いた紙を貼ってください
粗 大 ご み 氏名・収集日を書いた処理券を貼ってください
注意

収集日の午前8時30分までに、予約時に指定した
場所へ出してください

FAXは聴覚などに障害のある方専用の予約方法です。
収集日などのお知らせは後日になります。
FAX予約：0561・82・8751
◆陶 原※… 原山町を除く

◆效範北※… 名鉄瀬戸線の北側
◆效範南※… 名鉄瀬戸線の南側

◆品野１※… 品野町1丁目〜6丁目、
窯町

◆品野２※… 品野町7丁目〜8丁目、
中品野町、
上品野町、
白岩町、
片草町、
落合町、
広之田町、
北丘町、
八床町、
井山町、
鳥原町、
岩屋町、
上半田川町、
下半田川町、
定光寺町

平成29年 火災発生・救急車出動件数 平成29年10月1日現在
火災発 生
救急車出動
3,962件 (前年同月比＋68件)
36件 (前年同月比＋3件)
市ホームページからも
ご覧いただけます。

1日6回放送、15分番組

ラジオサンキューFM84.5
iPhoneをご利用の方

それぞれ必要な範囲内で個人の情報を収集、利用します。収集した個
個人情報の 広報せとで募集するものは、
その他の目的で無断利用することはいたしません。
利 用 目 的 人情報は、

Androidをご利用の方

「せとまちナビ
インスタグラム」

この広報紙は、
植物油インキを使用しています。

［編集・発行］瀬戸市役所 経営戦略部 秘書室 〒489-8701 瀬戸市追分町64番地の1 TEL: 0561･82･7111（代表）
Eメール：koho@city.seto.lg.jp

ht tp：//w w w.cit y. seto. aichi.jp FAX:

0561･88･2533

