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今
月
の
給
付

総人口

男

女

6月1日現在 前月比 前年同月比

128,508人

63,215人

65,293人

＋

＋

－

38人

48人

10人

－

－

－

387人

207人

180人

0件（-1）

5月件数（前年比）

●児童扶養手当 5月～6月分 7月11日（月）

振込日指定の口座に振り込みます

518件（+86）

●問 こども未来課 ☎88・2631

今
月
の
納
税

市・県民税

（第１期・全期）

納期限　7月11日（月）

●問 税務課 ☎88・2572
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デジタル放送 地上D121ch ラジオサンキュー FM84.5

瀬戸市の情報をお届けアプリで広報をチェック 瀬戸市公式LINE

６月に小学生が田植えを体験しました。

晴れた空に「わあ！足元深い！」「土がどろどろし

てる！」「気持ちがいい！」と色んな声が広がりま

した。

手元と足元はどろんこでも子ども達の笑顔は

ピカイチ！秋の収穫が楽しみですね。

十軒町で田植え体験

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載イベントなどは変更・

中止になる場合があります。くわしくは各問い合せ先に確認を。

イベントに参加する場合は感染対策にご協力をお願いします。
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粘土に触ろう

７/２(土)は無料開放日。その他にもイベント

デーなど企画が盛りだくさん。イベントデー

はホームページでチェックしてくださいね。

上本町1-1

市体育館 ☎48・0500

市民公園プール ☎48・3658

７月２日（土）、３日（日）、９日（土）、１０日（日）、

７月１６日（土）～８月３１日（水）　

９：00～16：４０（入場券販売は16：00まで）

一般２２０円、高校生１１０円、小中学生５０円、幼児無料

住 所

問い合わせ

営 業 期 間

時 間

料 金

住 所

問い合わせ

営 業 時 間

定 休 日

入 館 料

駐 車 場

泉町74-1

☎ 88・2668

10:00-17:00

月曜日(祝日の場合は翌平日) 

無料

※参加費が必要なプログラムが一部あります。

20台有料プログラムでは

こんな作品が作れるよ

アヒルプール・

ボールプールなどの

イベントデーも

あるよ

ノベルティ・こども創造館

泳いで涼もう

市民公園プール

•幼児は保護者（１８歳以上）１人につき２人まで入場可。※要保護者同伴 •オムツが取れていない子：水遊び用オ

ムツも着用のうえ、徒渉プールを利用してください。•小学生以下：５０ｍプールはフロアの敷かれたコースのみ利

用可。•営業日は駐車場が混雑します。また、体育館周辺道路が一方通行になります。

注意事項

汚れてもいい服で行っ

て思いっきり粘土の創

作体験を楽しみましょ

う。ノベルティミュージ

アムも併設されている

ので子どもから大人ま

で楽しめますよ。
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みんなで交流しよう

せとっ子ファミリー交流館

楽しく交通ルールを学ぼう

せとクルランド（交通児童遊園）

0歳～18歳を対象とした子育て支援センターです。

写真の他にも、児童室（小学生向け）もあります。子どもた

ちはもちろん、保護者の皆さんも楽しく交流しませんか。

宮脇町43

☎ 87・3636 

9:00-1６:00（せとっ子ファミリー交流館）

児童室、自習室は17:00まで

９：００-17:30(ファミリーサポートセンター)

月曜(祝日の場合は翌平日) 

無料

※参加費が必要なイベント・教室が一部あります。

31台

住 所

問い合わせ

営 業 時 間

定 休 日

入 館 料

駐 車 場

上松山町2-466（市民公園内）

☎ 48・2350

9:00-1６:30 

火曜(祝日の場合は翌平日) 

無料

※参加費が必要なイベント・教室が一部あります。

市民公園駐車場(隣接)をご利用ください。

住 所

問い合わせ

営 業 時 間

定 休 日

入 館 料

駐 車 場

児童館

ひよこ・うさぎ・ぱんだの部屋

（乳児向け）

自習室

（中高生など

向け）

外には

遊べる遊具も

あるよ

交通コース

本物の交通標識や踏切を使っ

て、安全に楽しく交通ルールが

学べます。自転車は貸出を行っ

ています。ヘルメットは持参し

てください。児童館では涼しく

遊べますよ。
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ノベルティ・こども創造館夏祭りノベルティ・こども創造館夏祭りノベルティ・こども創造館夏祭り
●問 ノベルティ・こども創造館 ☎88・2668

申込方法 7/13(水)午前10時～
　　　　 市ホームページで受付

作品のお渡し

■後日お渡し　●当日持ち帰り

◆絵付け作品は当日持ち帰り
　鋳込み作品は希望者のみ後日お渡し

その他、当日参加できるプログラムはホームページをご覧
ください。

★ なぜ浮くの？ノベルティ金魚

ノベルティ金魚の作り方や仕組みを

学んで、金魚すくいにチャレンジ

日　時 土・日曜 11：00～11：30

対　象 小学生以上

参加費 ３００円

定　員 各日１２人

※作品作りはしません。

■ カラフルガラスプレート

日　時 7月29日（金）

　　　 14：00～15：30

対　象 小学生以上

参加費 ７００円　　定　員 ５人

共
通
事
項

■ 大きさ選べる浮き金魚の上絵付け

日　時 7月26日（火）

　　　 13：30～15：30

対　象 小学生以上

参加費 ７００円～１５００円

定　員 １５人

● ねんどで国旗のガーランドをつくろう

日　時 8月3日（水） 10：30～12：00、13:30～15:00

対　象 どなたでも

　　　（未就学児は保護者同伴）

参加費 400円

定　員 各回5人

■ 転写でふしぎ模様

日　時 8月4日（木）

　　　 13：30～15：00

対　象 どなたでも

　　　 （未就学児は保護者同伴）

参加費 ５００円　　定　員 ２０人

● ねんどでおめかしレース人形

日　時 8月11日（木・祝）、17日（水）

　　　 13：30～15：00

対　象 小学生以上

参加費 7００円

定　員 各日６人

■ ねんどでMY HOME

日　時 8月12日（金）10:30～11:30、14：00～15：00

対　象 どなたでも

　　　 （未就学児は保護者同伴）

参加費 ７００円

定　員 各回4人

◆ スペシャルノベルティ体験

鋳込み・組み立てとアクリル絵付けの体験

日　時 8月16日（火）

　　　 13：30～16：00

対　象 小学3年生以上

参加費 １，０００円　　定　員 6人

● メモリアル石こう手形

日　時 8月25日（木） 10：30～12：00

　　　 13：30～15：00

対　象 どなたでも

　　　 （未就学児は保護者同伴）

参加費 ５００円　　定　員 各回４人

● 型おこしのりもの

日　時 8月23日（火） 10：30～11：30

　　　 14：00～15：00

対　象 ３歳以上

　　 （未就学児は保護者同伴）

参加費 3００円　　定　員 各回５人

7月23日　 ～ 8月31日 開館時間10:00～17：00●土 ●水

■ 練込色粘土で「ミニ小鉢」づくり

日　時 8月10日（水）13:30～16:00

対　象 小学生以上（小学生は保護者同伴）

参加費 1,0００円

定　員 16人

申込はこちら
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　パパとちょこっとタイム

7月31日(日)10：00～11：30

申込締切 7/11(月)

　木工教室「黒板づくり」

8月7日(日)
14：00～15：00、15：00～16：00
申込締切 7/18(月・祝)
参加費 400円

　世界のボードゲーム
で遊ぼう！
8月2日(火) 10：00～12：00
申込開始 7/2(土)～

　バルーン教室　ビーズ教室

…乳児と保護者

…小学生 …18歳

…幼児と保護者 …年長 …2歳～就園児と保護者

…中学生 …高校生

対
象

●問 せとっ子ファミリー交流館 ☎87・3636 (休館 月曜)

時間の記載がないイベントは10：45～12：00

※　 は当日受付申込方法

・　～　は7/1（金）～

12（火）に市ホームぺー

ジで（抽選）

・　～　 は開催日１週間

前の午前９時から窓口

か電話（先着）

　 ～　 は先着順 　　 抽選

８月１３日（土）9：00～12：00

※当日受付カブトムシがなくなり次第終了

参加費

持ち物

１００円

(カブトムシのお土産付)

飼育ケース、虫取り網

　虫とり大会

7月27日（水）

　10人

参加費 ２００円

　ミニガーデニング教室

８月１日（月）

　10人

参加費 3００円

　パパと木切れ工作教室

８月６日（土）13:30～14:45

　　　　5組　参加費 1００円

持ち物 エコバック、 金づち

　にぼしの解剖教室

８月３日（水）

　10人

参加費 1００円

　なぜなに教室

８月８日（月）

　10人

参加費 1００円

　かんたん手品教室

８月４日（木）

　10人

参加費 1００円

　ペーパークラフト教室

８月１０日（水）

　10人

参加費 1００円

　ポップ・アップカード教室

８月５日（金）

　10人

参加費 2００円

　推しグッズ作り教室

８月１８日（木）

　10人

参加費 1００円

7月28日（木）

　10人

参加費 ２００円

　上級編折り紙教室

７月２９日（金)

　10人

参加費 1００円

　風鈴教室

７月30日（土)

　10人

参加費 1００円

小 18歳～幼 父親と

小 父親と

　折り紙教室

７/９（土）

～

　スタッフと遊ぼう

７/１６（土）

　編み物教室

７/２３（土）

　子育て談笑「友だちとの

つき合い方（子ども＆ママ）」

７/11（月）

10：45～11：15

　ママとあそぼ♡たまごちゃん

8月5日(金) 10：15～11：15

申込開始 7/3（日）～

10組 10人 10組 各6人

　ふくちゃんと遊ぼう

（腹話術）

７/1３（水）

10：45～11：15

　７月生まれ誕生会

７/1４（木）

11：10～11：30

　卓球あそび
7月10日(日)・23日(土)
9：00～12:00、14：00～15:30
申込不要

～

　俳句教室

８/６（土） ～

小 18歳～

イベント詳細・申込はこちら

申込方法 市ホームページ

※　 、　は申込不要　申込開始は各日9：30～

　お絵かきあそび

7月21日(木) 9：30～、
10：00～、10：30～、11：00～
申込開始 7/7(木)～　参加費 100円

幼・ 各回7組乳

　ビーズでピンキーリングづくり

7月23日(土)～31日(日)

9：00～12：30、14：00～17：00

各回8人(2時間交代)小長 ～

高小6 ～

　映像作家と学ぶ
映像の見方・作り方講座
8月6日(土) 10：00～12：00
申込開始 7/2（土）～

　プラスチック工作で
環境問題を考えよう
7月28日(木) 10：00～12：00
申込開始 7/2(土)～
参加費 100円 10人 15人

各回10人

(多数の場合、1時間交代)

せとクルランド（交通児童遊園）

せとっ子ファミリー交流館

●問 交通児童遊園 ☎４８･２３５０ （休園 火曜）

イベント詳細・申込

はこちら
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第一線で活躍するプロの講師陣から最新の業界動

向や本格的なCG制作について学べます。

日程 ７月31日（日）～令和５年３月１９日（日）（全７回）

対象 デジタルコンテンツ業界に関心のある県内在
住・在学の高校生以上の学生

定員 ４０人（申込多数の場合、選考）

必要なもの パソコン、インターネット回線、
　　　　　 Googleアカウント、メールアドレス

締切 ７/14（木）

▲モーションキャプチャースタジオの見学もあります。

●問 情報政策課 ☎８８・２５３６

●問 情報政策課 ☎８８・２５３６

●問 ・場所 デジタルリサーチパークセンター ☎87・3100

日　程 ７月31日（日）午前10時～午後4時　

対　象 ・市内在住・在学の小学生

　　 　・９～１１期に受講した中学生

参加費 無料

場　所 デジタルリサーチパークセンター

定　員 ８０人（抽選）

持ち物 スマートフォンかタブレット（貸出あり）、

　　　 メールアドレス

締　切 ７/１４（木）

WeDo2.0を使って、LEGOロボットを組み立てなが

ら楽しくプログラミングを学びます。

日時 7月30日（土） 午前10時～午後3時

対象 小学4～6年生　　参加費 200円

定員 10人　　締切 7/20(水)

①DRPCキッズプログラミング初級（LEGO編）

Scratchを使用したプログラミングスキル検定です。

詳細はホームページをご覧ください。
日時 8月6日（土）　　締切 7/24(日)

②サーティファイ ジュニア・プログラミング検定

最小催行人数・対象・参加費・定員・持ち物
など、詳細はお電話・ホームページで

日時 8月20日(土)、21日(日)、28（日）

詳細はホームページをご覧ください。

申込方法 ①施設窓口②③電話・ホームページ

③PCinSETO (Programming camp in SETO)

～プロから学ぶ　感動！ものづくり～
３Ｄでオリジナルキャラクターを作ってeスポーツ

にチャレンジしよう

３月の完成記念イベントでは、作成したキャ

ラクターを使ってｅスポーツに挑戦します。

詳細・申込はこちら

詳細・申込はこちら

第12回 Seto CG Kid’s Program

オンライン講座
Seto CG Kid's Advance

DRPCキッズプログラミング

第4回 Rotary Youth Computer Graphics Award
本受講生を対象としたコンテストも開催

ネフライト 氏　TEAM GAMEWITH 所属

Fortnite チャプター１シーズン７で、ソロ31連勝達成と
いう世界記録を持つ。2022年3月31日にプロゲー
マー引退を宣言し、現在は総監督としてチームを率いて
いる。YouTubeのチャンネル登録者数は94万人

（2022年6月3日現在）

岩木勇一郎 氏　㈱スピード 代表取締役
監督/プロデューサー（瀬戸市出身）

講　師
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日 時

場 所

定 員

参 加 費

申込方法

締 切

郵 送 先

８月２７日（土）午前１０時～午後３時頃

文化センター文化交流館３１会議室

①小学校２年生以下②３・４年生③

５・６年生 各２４人(抽選)

５００円（当日徴収）

往復はがき、申込フォームに①郵便

番号②住所③氏名（ふりがな）④電

話番号⑤学校名⑥学年を記入

８月４日（木）必着

〒４８８－０８０１

尾張旭市東大道町原田３４－１ グ

リーンシティケーブルテレビ「５周年

記念瀬戸こども将棋大会」係

日時

場所

内容

申込

８月５日（金）午後６時～８時

やすらぎ会館正面玄関　

盆踊り・夜店・ゲーム

不要

直接会場へお越しください。

※荒天の場合中止

※徒歩・公共交通機関での来場にご協力ください。

日時

場所

対象

定員

申込

７月２６日（火）、８月２日（火）

午前９時３０分～午後３時

やすらぎ会館２階 視聴覚室

小学４～６年生（市内在住）

１５人

電話・FAXで①氏名（ふりがな）②学校名・学

年③住所④電話番号（FAX番号）を記入

FAX85･2275

（第2回大会の時の様子）

●問 瀬戸将棋文化振興協会（文化センター内） ☎８４・１８１１

●問 社会福祉協議会 ☎84･2011

●問 同上

申込フォーム

主催　瀬戸将棋文化振興協会、瀬戸市文化振興財団

主管　日本将棋連盟東海普及連合会、

　　　グリーンシティケーブルテレビ

助成　瀬戸信用金庫地域振興協力基金

協賛　リンタツ株式会社

くわしくはホーム

ページで

日 時

場 所

対 象

定 員

申込方法

申込期間

８月８日（月）・９日（火）

①午前10時30分～午後０時30分

②午後2時～４時

愛知県赤十字血液センター

小学４～６年生（保護者１人同伴）

各回15組30人（抽選)

QRコードで

７月８日（金）～15日（金）午後6時　

クイズ、献血バスの見学、血液型判定、マスコットとの

記念撮影など

●問 愛知県赤十字血液センター ☎85・4283

申込はこちら 動画も配信中

やすらぎ夏まつり

こどもふくし体験 きゃらばん

夏休み親子血液教室

５周年記念　瀬戸こども将棋大会

音声訳体験、ボッチャによる交流など
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日 時

場 所

対 象

定 員

内 容

申込方法

８月３０日（火）午後１時～4時

瀬戸蔵

市内在住・在学の小学４・５・６年生

※子１人につき大人1人まで付き添い可

１００人（抽選）

●防火セミナー「火とはなにか？なぜ燃え

るのか？どうすれば消えるのか？」

●消火体験、摩擦熱体験などの体験

ブース

チラシの応募券を消防署へ持参か郵送で

提出

チラシ配布場所 小学校・市ホームページ・瀬戸市危

険物安全協会ホームページで

●問 消防本部予防課 ☎８５・０４７９ ●問 文化課 ☎84・1740  FAX 85・0415

防火防災アカデミー 火ってなに？ リアル謎解きゲーム「過去からの写真」

チラシはこちら
申込はこちら

過去へ迷いこんだ少女：モモカを、写真を手がかりに

救出しましょう。古写真の撮影地を巡り、街の移り変

わりと歴史を学べます。大学コンソーシアムせと連携

ワークショップです。

日 時

集合場所

参 加 費

定 員

持 ち 物

申込方法

申込期間

申込結果

８月７日(日) 午前１０時～正午

パルティせと 大会議室（４階）

無料

２０人（抽選）※小中学生は保護者同伴

スマートフォン（アプリ、LINEを使用）

申込フォーム・電話・FAXで

７月１日（金）～２７日（水）

７月２９日（金）までにメールなどで連絡

場所 パルティせと4階 第２学習室

対象 小学３～６年生　　受講料 ５００円

定員 各１６人（抽選） ※5人未満の場合は中止あり

申込方法 往復はがき（１人１講座/枚）に①講座名・日

程(ⒶⒷⒸⒹ)②郵便番号③住所④氏名（ふりがな）

⑤学年⑥保護者名（続柄）⑦電話番号を記入

申込先 〒489-0044 栄町４５ パルティせと３階 学び

キャンパスせと「夏休み 宿題応援講座」係

締切 ７月２０日（水）（必着）

※くわしくはチラシ・ホームページで

Ⓐ７月２８日・Ⓑ８月４日

（木）午前9時30分～

11時30分

Ⓒ７月２９日・Ⓓ８月５日

（金）午後1時30分～

3時30分

宿題の習字を

完成させよう

宿題の絵を

完成させよう

①午前10時～正午（3・4年生）

②午後1時30分～3時30分（5・6年生）

午前10時～11時30分（1・2年生★）

7月28日(木)

7月29日(金)

①午前１０時～１１時３０分

②午後１時３０分～３時

(①②とも３～６年生）

7月26日(火)

【共通】 場所 図書館１階 集会室 定員 各回２０人(市内在

住)★は10組（保護者と子） ※3～6年生:保護者同席不

可、抽選・初受講者優先 申込方法 QRコー

ド・FAXで①講座名・希望日時②学校名・

学年③住所④氏名（ふりがな）⑤電話番号

⑥★は保護者氏名を記入 締切 7/12（火）

読書感想文を書こう！ ※1・2年生は保護者同伴

・ピカピカどろだんご作り  ・よく飛ぶ紙飛行機作り

講師　瀬戸市理科教育研究会教論

講師　瀬戸児童文学の会　奈雅月ありす 氏

本の選び方、文章の組み立てなど、書き方の基本を

学びます。 ※講座では感想文は完成しません。

夏休み子ども理科教室

●問 図書館 ☎82･2202　FAX85・2651 ●問 学びキャンパスせと事務局 ☎59・1859

講師のアドバイスを受けて、いつもとは

違う作品を作ろう。

小学生 夏休みの宿題応援企画

申込
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第４４回児童防火作品コンクールせと環境塾
カメ博士といきもの調査！

対 象

募集期間

テ ー マ

小学生（県内在学）

７月１５日（金）～９月１５日（木）

愛知環状鉄道と私の思い出

くわしくは愛知県交通
対策課ホームページで

対 象

募集期間

絵画の部

書道の部

小学生

７月２１日（木）～９月１日（木）

防火に関する内容

１～３年生が「かじ」、

４～６年生が「火の用心」

募集期間

募集資格

応募点数

作品サイズ

作画方法

応募方法

送 付 先

８月１５日（月）～９月３０日（金）（消印有効）

※持参は午後５時まで

市内在住・在学の18歳未満（4/1時点）で、

障がいがある方

※障がい種別・手帳の有無は不問

１人につき１点

四つ切（３９２ミリ×５４２ミリ）　

自由

窓口か郵送

※折ったり丸めたりしないでください。

〒489-0884 西茨町113-3 瀬戸市文化

センター「せと障がい児絵画展２０２２」担当

展示期間

展示場所

１１月２１日（月）～２７日（日）

午前９時～午後５時

（11/27(日)のみ午後３時まで）

文化センター文化交流館３階 会議室

くわしくは市ホームページで

●問 消防本部予防課 ☎８５・０４７９

愛知環状鉄道絵画

●問 愛知県交通対策課 ☎052･954･6126

●問 市文化振興財団（文化センター内） ☎84･1811

初開催「せと障がい児絵画展2022」 作品募集

自由で創造力の

溢れる絵画を

お待ちしています。 

申込はこちら

詳細はこちら

応募時の注意

「応募票」に必要事項を記入し、作品の裏中央に

貼りつけて提出

※応募票は文化センター窓口かホームページ

から取得可

「応募票」がない場合、作品裏面に①氏名（ふり

がな）②作品名（ふりがな）③年齢・生年月日④

郵便番号・住所⑤連絡先（電話・メールアドレ

ス）⑥学校名⑦備考（作品

に込めた思いや作成の背

景、取り扱い上の注意事項

等）を記入

●問  環境課 ☎88･2670
khozen＠city.seto.lg.jp

日 時

場 所

対 象

参 加 費

定 員

申込方法

申込期限

持 ち 物

7月30日（土）

午前9時～午後1時（昼食なし）

※天候・申込状況により、中止の場合あり

水野浄化センター下水道展示館（集合）、

定光寺公園、水野川

小・中学生と保護者（市内在住・在勤・在学）

※必ず1組につき1名以上の保護者同伴

無料

２０人（抽選）

市ホームページ・Eメール・電話

7/15（金）

ライフジャケット（小中学生のみ）、川に入れ

る服装・靴（サンダル

不可）、水筒、帽子、着

替え、タオル、マスク

※ライフジャケットのな

い方はご連絡ください

この展示会を通じて、障

がいがあるこども達へ芸

術・文化活動を促し、こど

も達の持つ芸術性への理

解を深めます。
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ロボ太郎

先生と

事前
申込

AIT鉄人ロボット
を作っている

ロボ太郎先生 瀬戸蔵
愛知工業大学  西山禎泰  客員講師

・愛知工業大学の
学生のみなさん

講師 場所

２チャンネルリモコンボックスを使って、

自由に動きをコントロールできるロボットを作ろう。

28人

対象：小学2年生～3年生対象：小学1年生～2年生

2,800円参加費28人定員 定員

１０：００～１１：３０ １３：３０～１６：３０

900円参加費

キツネ、テントウムシ、ネズミ型の

どれか1つ選んで振動で動くロボットを作ろう。

１０：００～１２：００ １４：００～１７：００

28人

対象：小学2年生～3年生

定員 2,860円参加費

３種類のロボットに組み替えて動か

すことができる、パソコンを使わない

プログラムロボットを作ろう。

28人

対象：小学4年生～6年生

定員 4,800円参加費

可動することが特徴のアソブロックを

自由に組み立て、コマ送りアニメーションを撮影しよう。

※作品はお持ち帰りできませんが、参加費相当のキットをお渡しします。

１０：００～１２：3０ １４：００～１７：００

定員 2,860円参加費

電池もモーターも使わず、からくりや

ゼンマイのチカラで動くロボットを作ろう。

28人28人

対象：小学4年生～6年生

定員 2,970円参加費

ロボットが倒れない秘密は何かな？

ジャイロのチカラを学んで、ロボットを作ろう。

対象：小学3年生～6年生

抽選結果は、7/25（月）までに郵送します。

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会　☎（0561）85－2730 

希望するコースが複数ある場合は、第2希望まで選択できます。第1希望に外れ

た場合は、第2希望に空きがある場合のみ、再度抽選を行います。

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、申し込み専用フォームにアクセスし、

お申し込みください。 瀬戸市 まるっと 検索　

新型コロナウイルス感染拡大

防止対策のため、教室内への

入場は、参加者（お子さま）のみ

とさせていただきます。

また、今後の状況によっては、

やむを得ず開催を中止する

場合がございます。
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妊婦母子健康手帳交付

ミニママ教室

毎週金曜
9：30～10：30

毎週金曜
10：00～10：45

（受付9：30～9：50）

不要

❶ 妊娠届出書
❷ 妊婦のマイナンバーカードまたはマイナン 
 バーのわかるもの
❸ 本人確認書類（免許証など）

※代理人は委任状が必要。ホームページで確認を
※日程・時間など都合が悪い場合はご相談ください。

１か月前から

乳幼児健康相談
7月25日(月)
8月29日(月)

9：00～11：00
乳幼児と保護者

母子健康手帳、
バスタオル（2歳未満児）

市ホームページ

7月12日(火)
8月9日(火)

14：00～15：30

１か月前から

市ホームページ

産後ママの

セルフケアサロン
乳児（4～７か月）の母親

（乳児同伴可）/15組

７･８月のこども相談・教室・予防接種など 健康課（やすらぎ会館） ☎0561・85・5090問

事 業 名 日 時 内 容／予 約対 象／定 員

7月25日(月)
14：00～16：00

（受付：15分前～）

マタニティ教室
妊婦（中期～後期）

/9組

前日まで

電話

母子健康手帳、
筆記用具、ハンドタオル

7月6日(水)
8月17日(水)

10：00～11：０0
（受付10：00～10：15）

離乳食教室
乳児（4～5か月頃）の
保護者（乳児同伴可）

/10組

乳幼児健康診査 個別に通知。市ホームページで確認を

予
防
接
種

個別に通知　
市ホームページで
確認を

BCG（集団接種）
7月27日(水)、

8月26日(金)・30日(火)
13：20～14：20

母子健康手帳、
予診票

こんにちは赤ちゃん訪問 生後2～4か月頃の乳児　 個別に連絡

こどもインフォメーション

母子健康手帳、
筆記用具、バスタオル

１か月前～１週間前

くわしくは
こちら市ホームページ

母
子
保
健

   こ     が　 　な ぎ

古賀 凪ちゃん

毎日ハイハイで家の中を探

検しています。お兄ちゃんと

仲良く元気に育ってね ！

９か月／掛下町

 み や  し た　　ぎ ん　  じ

宮下 銀仁くん

はたらく乗り物が大好き☆

特に消防車☆動物園が大

好き☆元気いっぱいの銀

ちゃんです♪

2歳／山手町

 つ き  も り　　  う　　か

月森 潤華ちゃん

卵みたいにまん丸でぷにぷに

で可愛いうーちゃん  お兄ちゃ

ん達にもたくさん可愛がられて

家族みんなの癒し♪生まれて

きてくれてありがとう！！！

４か月／原山台

 りゅう　 と

瑠音くん

笑顔がトレードマークのりゅ

うくん☆ダンスが大好きで

いつもノリノリなりゅうくん

がみんな大好きだよ

2歳／西吉田町

広報せとに

お子さんの写真を

載せませんか

対象

市内在住0～3歳児（申込時）

くわしくはこちら　

持ち物

持ち物

申 込

予 約

対 象

申 込

予 約

申 込

申 込

持ち物

持ち物

予 約

予 約

予 約

持
ち
物

市
Ｈ
Ｐ
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新着本のご案内 映画上映

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ ●問 図書館 ☎82・2202

開館 全日（午前９時～午後７時） 休館日 ７/２７(水)、８/２４(水)
※当面の間読み聞かせは中止。

　臨時休館はホームページで

※関連図書の展示もあります。

みんなでおふろ

ダイアン・マルドゥロー／文　デイヴィッド・ウォーカー／え
中井はるの／訳　イマジネイション・プラス

体をきれいにすることって

気持ちがいい！どうぶつ

たちもきれいにするの、

だーいすき！ねこやキリン、

にわとり、ふくろうみんな

それぞれきれいにするや

り方はちがうけど、みんな

おふろできれいになるよ。

情報ライブラリー（パルティせと３階）

開館 全日（午前９時～午後９時３０分）

地域図書館

場所 品野台小・西陵小・水野小・東山小・
　　 幡山西小・光陵中・にじの丘学園

開館 土・日曜、祝日（午前１０時～午後３時）

休館日 西陵小・水野小・東山小：7/10（日）

内容 インディラ・ガンディー（日本語字幕版５０分）

日時 7月20日（水）
午前１０時～１１時３０分（開場：９時４５分）

　　 ※上映後、感想などを参加者同士で話し合います。

場所 図書館１階 集会室

参加費 無料　　定員 ２５人（先着順）

申込方法 7/1（金）午前９時～電話

米 .............................. 2合

豚バラブロック肉 ..... 8０ｇ

かまぼこ ......１/３本（４０ｇ）

にんじん ......１/５本（４０ｇ）

乾燥ひじき ................. ４ｇ

こねぎ ............. 4本（１２ｇ）

しょうゆ .............. 大さじ１

みりん ................. 小さじ１

酒 ........................ 大さじ１

塩 .................... 小さじ１/２

油 ........................ 小さじ１

材料（４人分）

❶米を洗い、ざるにあげておく。

❷豚バラブロック肉、かまぼこ、にんじんは1cm角、こねぎは小口切りにする。ひじき
は水で戻し、水気を切っておく。

❸豚肉を茹でてざるにあげ、ゆで汁は取っておく。

❹茹でた豚肉、かまぼこ、にんじん、ひじきを油で炒める。火が通ったら、しょうゆ、
みりん、酒、塩、豚肉のゆで汁を加えて煮た後、具と煮汁を分ける。

❺米と煮汁を炊飯器に入れて、水を２合の目盛まで入れ全体を軽く混ぜる。

❻❺の上に❹で炒めた具を入れて、炊飯する。

❼炊きあがったら、混ぜ合わせ、こねぎを散らす。

作り方

●問 学校給食センター ☎48・7600

7月応募料理

ポイント
ジューシーとは沖縄県の郷土料理で、炊き込みごはんのことです。

豚肉のゆで汁を使用することで、肉のうま味がごはんに染み込みます。

※給食は大量調理のため、一部作り方や材料を変更することがあります。

な　ま  あ に　   も   の ふ  う       み

ジューシー
水野小学校 S.S. 様
みず の

瀬

戸
のこ

どもたち

に

食べてほしい

給食
食べてほしい

給食

保護者や児童生徒からの応募料理を学校給食に採用しています。

14 7 月号



●問 こども未来課 

☎88・2635

「子どもの権利」についての講議（野尻

紀恵教授）を踏まえ、子どもの権利につ

いてグループで意見交換

第１回会議（令和３年１２月）

本市では子どもにやさしいまちづくり向けて「子どもの権利条例」の

制定を目指しています。

この条例に、子ども・若者自身の意見や想いを反映するため、日本福

祉大学 野尻紀恵教授の協力のもと子どもの権利やまちづくりなどに

ついて話し合う「子ども・若者会議」を実施しています。

●学校の道徳や総合の授業で取り上げてもらうよう

に先生に提案してみる。

●子どもの権利条例についてのプリントを作って各ク

ラスに配る。

●朝礼や集会、校内放送で子どもの権利を紹介する。

●生徒会の意見ＢＯＸに委員会などで取り上げてもら

うよう投稿する。

●漫画やアニメ、せとちゃんとのコラボ動画など、みん

なが興味がわくようのものを作って、瀬戸市のホー

ムページやYouTube、ＳＮＳで発信したらどうかな。

●せともの祭などのイベントで、紹介ブースをつくった

らいいと思う。

●子どもの権利月間などがあったらいいな。

●子どもの権利について、自分達で市民に向けての

講演をしてみたい。

●自分達でフリーペーパー（こども広報など）を作って、子どもの権利条例を紹

介したり、瀬戸市のＰＲをしてみたい。

●市長と対談をして、自分達の想いを伝えられたらうれしい。

●プチ転校、交換留学など他の学校の生徒と交流する機会がもっとほしい。

子
ど
も
・
若
者
の

意
見
集
約
・
反
映

前回の会議で反映した条例案の内容について、グループ

ワーク。目指す理想の姿に近づくために、地域の大人や

市役所、自分がすることについて意見を交換しました。

第2回会議（令和4年3月）

今回出た意見は今後の子ども・若者会議で議論をしていきます。

周りの人に知ってもらうため、自ら活動を行う「行動計画」を立てました。

これから子ども若者会議のメンバーが実行に移していきます。

第３回テーマ

子どもの権利条例を知ってもらうためには子ども・若者の意見

5/28●土

開催

すぐに自分で

できそうなこと

時間をかけて

行いたいこと

これからの「子ども・若者会議」でやりたいことを話し合おう子ども・若者の意見2

1
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令和4年

　令和４年第２回臨時会が５月１０日に開催され、議長に

水野良一議員、副議長に髙島淳議員を選出しました。

　また、市長から提出された議案の審議と可決、専決処分

の承認及び議会選出の監査委員として朝井賢次議員の選

任の同意をしました。

　私たちは、このたび令和４年第２

回臨時会におきまして、議長ならび

に副議長の要職を担うこととなりま

した。

　身に余る光栄に存じますとともに、

改めてその職責の重大さを痛感し、

身の引き締まる思いであります。

　さて、市民の皆様には、日頃から

本市議会に対し深いご理解をいた

だいておりますことを、心よりお礼

申し上げます。

　本市議会では、市民の皆様の声

を政策へと反映させる政策サイクル

の実現にむけ、議会基本条例に基づ

き、議会活動に取り組んでおります。

　議会の果たす役割をしっかり認

識し、本市の発展と市民福祉の向

上にむけ、努力してまいります。

　新型コロナウイルス感染症は、私

たちの社会活動に多大な影響を及

ぼしています。議会として経済社会

活動の再興にむけ、コロナ禍におけ

るまちづくりをしっかりと進めてまい

ります。

　今後とも、市民の代表としての責

任を強く自覚し、職務にまい進して

まいりますので、市民の皆様には一

層のご理解とご協力を賜りますよ

う心よりお願い申し上げ、就任のご

あいさつとさせていただきます。
瀬戸市監査委員

朝井 賢次

第2回臨時会 号

正副議長就任あいさつ

議会の新体制が決まりました

正・副議長

議会選出監査委員

議長  水野 良一 副議長  髙島 淳

予算決算委員会

組合議会議員

公立陶生病院組合議会議員 瀬戸旭看護専門学校組合議会議員 尾張東部衛生組合議会議員

広報広聴協議会（広報部会・広聴部会） 会長  髙島　 淳

広報部会

委員会構成・組合議会議員は以下のとおりです
総務生活、厚生文教、都市活力、議会運営委員会について

は、委員の任期が２年のため、今年度は変更ありません。

髙島 　淳

冨田 宗一 副会長（広報部会長）　長江 公夫

副部会長　藤井 篤保

委員

松原 大介

宮薗 伸仁

浅井 寿美

臼井 　淳

全議員をもって構成

三宅 　聡

馬嶋 みゆき

山田 治義

小澤 　勝

池田 信子

三木 雪実

小澤 　勝

髙桑 茂樹

長江 公夫

長江 秀幸

宮薗 伸仁

戸田 由久

臼井 　淳

原田 　学

石神 栄治

山田 治義

伊藤 賢二

西本 　潤

馬嶋 みゆき

柴田 利勝

新井 亜由美

池田 信子

藤井 篤保

松原 大介

冨田 宗一

三木 雪実

三宅 　聡

浅井 寿美

広聴部会

西本 　潤

石神 栄治

柴田 利勝

長江 秀幸

新井 亜由美

中川 昌也

戸田 由久

冨田 宗一

髙桑 茂樹

伊藤 賢二

委 員 長

副委員長

委員

副会長（広聴部会長）　原田 　学

副部会長　朝井 賢次

委員
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　瀬戸市議会では、年4回の定

例会ごとに議会だよりを発行し

ています。今回は5月に第2回臨

時会が開かれ、議案の審議とと

もに議会の新しい体制が決まり

ました。これからも議会に対する

ご理解、ご協力をお願いします。

　さて、今年度の議会だよりの

表紙は、市内の４つの県立高校

（瀬戸高等学校・瀬戸北総合高

等学校・瀬戸工科高等学校・瀬

戸西高等学校）の生徒さんの作

品を順に掲載する予定です。

　どうぞお楽しみに。

　議員が、暑中見舞状などの時

候の挨拶状を出すことは、公職

選挙法により禁止さ

れていますので、ご

理解とご協力をお願

いします。

編集後記虚礼廃止について

特別職の職員の給与に関する条例の一部改

正について

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び

期末手当に関する条例の一部改正について

第３３号

議案

第３6号

議案

第３4号

議案

令和３年８月１０日付け人事院勧告の内容を考慮し、市議

会議員、特別職職員及び市職員の期末手当の支給割合

を引き下げるもの。

また、改定が行われなかった令和３年１２月期末手当の引

下げに相当する額について、令和４年６月支給の期末手当

から減額する特例措置を設けるもの。

令和４年度瀬戸市一般会計補正予算（第２号）

・行政手続きのオンライン化を進めるため、国庫補助金を

受け、プラットホーム型のホームページを整備するもの。

・特別支援教育における児童・生徒の学習環境向上のた

め、学校間での交流などを行うための大型提示装置及び

Webカメラを購入するもの。

・教育環境整備のため、品野

台小学校において、クラス数

増加に伴う普通教室の空調

設備を整備するもの。

主な内容

令和4年7月1日発行 編集/発行 瀬戸市議会●問 議会事務局議事課 ☎88･2740　Eメール  giji@city.seto.lg.jp

瀬戸市職員の給与に関する条例等の一部改

正について

第３5号

議案

【○】は賛成（同意）　【×】は反対（不同意）　議員名は左より会派ごとの議席順に記載。

なお、宮薗議員は議長職のため採決には加わりません。

伊

藤

賢

二

藤

井

篤

保

臼

井

　

淳

髙

桑

茂

樹

中

川

昌

也

石

神

栄

治

馬
嶋
み
ゆ
き

松

原

大

介

原

田

　

学

浅

井

寿

美

新
井
亜
由
美

長

江

秀

幸

池

田

信

子

三

宅

　

聡

長

江

公

夫

三

木

雪

実

山

田

治

義

戸

田

由

久

柴

田

利

勝

冨

田

宗

一

宮

薗

伸

仁

水

野

良

一

小

澤

　

勝

西

本

　

潤

髙

島

　

淳

朝

井

賢

次

第35号議案 ○

無
会
派

無
会
派

無
会
派

無
会
派

無
会
派

無
会
派

無
会
派

無
会
派

自民新政クラブ 日本共産党
瀬戸市議団

公 明 党
瀬戸市議団

議員名

議案番号

○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上記議案等のうち賛否の分かれたもののみ記載

第２回臨時会の主な議案概要第２回臨時会の主な議案概要

第33号議案

第34号議案

第35号議案

第36号議案

承 認 第１号

同 意 第１号

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について

瀬戸市職員の給与に関する条例等の一部改正について

令和４年度瀬戸市一般会計補正予算（第２号）

専決処分の承認について（瀬戸市市税条例等の一部改正）

瀬戸市監査委員の選任について

可決（全会一致）

可決（全会一致）

可決（賛成多数）

可決（全会一致）

承認（全会一致）

同意（全会一致）

◆市長提出議案

議案等審議結果議案等審議結果

議案番号 件　　名 採決結果
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❶ FAXで119番（局番なし）

❷ Ｅメールで通報

❸ ＮＥＴ１１９緊急通報（WEB機能通報）

※❷・❸は、事前登録が必要です。

　くわしくは市ホームページで

小・中学生が気軽にインターネットを利用し、以下の

トラブルに巻き込まれる事例が増加しています。

他人が使用した洗濯物の柔軟仕上げ剤のにおいに

よって頭痛などの体調不良を訴える相談が寄せられ

ています。

においの種類や強さの感じ方は個人差が大きく、慣

れたにおいは感じにくくなり、使用量が徐々に増える

場合があります。自分にとっては快適でも、他人には

不快に感じる、場合によって身体に影響することもあ

ることを認識し、洗濯物の量に対し、適切な量で使用

しましょう。

※国民生活センター

　ホームページより

●問 瀬戸警察署 ☎82･0110
●問 生活安全課 ☎88・2660

●問 消防指令センター ☎８5・1119

●問 危機管理課 ☎８８・２６００

●問 消防本部総務課 ☎８５・０４3９

　  seto@sg-m.jpへ空メールし、事前登録

が必要です。くわしくは市ホームページで。

「緊急情報・防犯情報・交通安全情報・安

全安心啓発情報・パトネットあいち」など

の情報をスマートフォンなどのメールへ

お知らせしています。 

●問 生活安全課 ☎８８・２６０1

暑さによる注意力低下や飲酒の機会増加により、

交通事故多発が懸念されます。

以下の重点項目に注意し、交通事故を防ぎましょう。

●子ども・高齢者を始めとする歩行者の安全確保

と保護意識の醸成

●飲酒運転根絶などに向けた安全運転意識向上

●自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

❶ 屋外で人と２ｍ以上離れて

いるときはマスクをはずす。

❷ 涼しい服装、日傘や帽子で

暑さを避ける。

❸ のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を。

❹ 部屋の温度に注意し、エアコンや扇風機を上手

に使い、こまめに換気を。

● ＳＮＳでの誹謗中傷や投稿画像が原因のトラブル

● ネットで知り合った相手と

直接会ってトラブルに発展

● 他人のＩＤやパスワードの

無断使用によるトラブル

話し合うポイント

● ＳＮＳなどに掲載する内容や設定に気をつける

● ネットで知り合った人に自分の情報を教えない、

直接会わない

● 他人のＩＤやパスワード

を勝手に使わない　

● 使用時間や利用方法の

約束・ルールをつくる

● 閲覧制限（ペアレンタル

コントロールやフィルタ

リング）を導入する

消費者ホットライン ☎188

瀬戸市消費生活センター ☎88･2679

詳細はP35「7月相談窓口」で確認を

困ったときはご連絡を

消費

生活

相談

画面で緊急通報 NET119

NET119

18 7 月号



●問 コールセンター ☎88・2822

●ひとり親世帯
対象 

❶令和4年4月分の児童扶養手当の支給を

受けている方 

→ 　

支給時期　6月末～7月上旬

❷公的年金等受給により児童扶養手当を受

けていない方で令和2年中の収入が児童

扶養手当の対象となる水準の方

❸新型コロナの影響により家計が急変し、収

入が児童扶養手当の対象となる水準に

なった方 

→ 

■ひとり親世帯以外
対象 

1本市から令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当の

支給を受けている方で、令和４年度の市民税（均等割）が非

課税の方　

※令和4年4月1日～令和5年2月28日生まれの新生児も含む 

→

支給時期　7月下旬～8月上旬

●令和4年度市民税均等割非課税の方

●新型コロナの影響を受けて家計が急

変し、令和4年度の市民税（均等割）

が非課税相当の収入となった方

1以外で18歳まで（障害児は20歳まで）の児童を養育

しており、以下のいずれかに該当する方は申請が必要です

申請不要

申請不要

特設サイトはこちら▼

新型コロナの影響を受けた子育て世帯を支援するため、児童1人当たり10万円　

（　　5万円 ＋ 　  5万円 ）を支給します。国 市

その他の支援事業は

市ホームページで  ▶

コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受

ける市民の負担軽減を目的に、市独自に次の３事業を

実施します。

❶水道料金のうち、基本料金とメーター使用料を3期

（６か月）分減免（無料）

開始時期　第4期（10月請求分）から

※水道使用開始・中止の時期により対象にならない場合があります。

対　　象　すべての世帯と事業所

●問 水道課 ☎85･1297

❷学校給食費の値上げをすることなく栄養バランス

や量を確保した給食を提供

●問 学校給食センター ☎48･7600

❸国の子育て世帯生活支援特別給付金5万円に市

独自で5万円を上乗せ

●問 コールセンター ☎88･2822

●問 市コールセンター ☎88･2888（平日 8：45～17：00）

対象　下記の❶か❷に該当する世帯へ1世帯あたり10万円

※既受給者を除く

❶住民税非課税世帯

令和4年度に新たに住民税非課税となった世帯

→対象（見込）の世帯に７月中旬以降順次確認書

を送付します

※令和３年度分で対象（見込）の世帯は、２月に確認書を送付済み

❷家計急変世帯

❶以外で新型コロナの影響で家計が急変し、世帯全員の収

入見込額（1月以降）が、非課税となる水準以下の世帯

※事前にコールセンターへ問い合わせを

共通事項　●住民税均等割課税者の扶養親族等のみの世帯

は除く●ＤＶ被害により住所登録地以外に避難している方も受

給できる場合があります。居住地の自治体にご確認ください。

※詳細はコールセンターか市ホームページへ

詳細は
こちら

要申請

要申請

要返送

詳
細
は
こ
ち
ら

申請締切　令和5年2月28日（火）　申請が必要な方には受付・審査後、随時、支給します。

19



●問 シティプロモーション課 ☎８８・２５２８

令和３年度「市長へのメッセージ」の集計結果　３５７件（令和３年４月～令和４年３月末）

内訳は、道路や交通などの生活環境整備、行政サービス（新型コロナウイルス関係）に対する意見や要

望が多くを占めています。魅力ある街づくりを推進していくため、皆さんのご意見をお聞かせください。

要望

55.7%
苦情

28.8%

その他

8.5%

施策・事務改善提案

2.8%

質問

2.5%

新施策提案

1.7%

施設整備

26.8%

行政サービス

（その他）

15.2%

その他

13.4%

生活環境

11.5%

行政サービス（環境）

7.9%

人事職員

7.9%

所管外

5.０%

行政サービス（福祉）

3.4%

行政サービス（教育）

8.9%

送付先
「市長へのメッセージ」ボックス（市役所１階）、市ホームページ

〒489-8701（住所不要）シティプロモーション課「市長へのメッセージ」宛

●60歳以上の方の接種券郵送スケジュール

●18～59歳の方で、基礎疾患を有する方、

　その他重症化リスクが高いと医師が認める方

接種には接種券の交付申請が必要です。

2/17～2/20

2/21～2/23

2/24～2/27

2/28～3/3

3/4～3/6

3/7～3/13

7月4日(月)

7月7日(木)

7月11日(月)

7月19日(火)

7月21日(木)

7月25日(月)

郵送開始日３回目接種時期

追加接種(４回目)接種券
の郵送を開始しています

●問 新型コロナワクチン接種コールセンター　

☎56・0200
生活に必要な食料品や日用品など買い物代行・

パルスオキシメーターの貸与※を行います。

※保健所から借用している方を除く

対　　象 保健所から新型コロナの感染者・濃厚接触者

として自宅待機を求められている方や世帯

期　　間 自宅待機期間（おおむね１０日間程度）

申込方法 健康課へ電話

応募条件 

●配達は１週間に２回まで（１回で約5 ,000円以内）

●購入店舗の指定不可

●希望の品物が揃わない場合もあります。

●問 健康課 ☎85･5511（平日 9：00～17：00）

新型コロナウイルス感染症対策緊急

生活支援

詳細は電話か

市ホームページへ

結果の詳細

メッセージ

送付

申請方法などは

こちらで確認
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●問 健康課 ☎８5・5511 FAX85・5120

健康メニューで市民の健康づくりに協力していただ
ける市内飲食店を募集します。お店や健康メニュー
の情報は、市ホームページやチラシで発信します。

募集期間 7月1日（金）～29日（金）

提供開始 10月1日（土）～

申込方法 窓口・FAXで応募用紙（窓口・
市ホームページで配布）を提出

認定条件（審査あり）
❶か❷に該当し、店内が全面禁煙であること
❶専用の茶わんとプレート皿でメニュー提供できる
❷１食のメニューでⓐ～ⓔを3つ以上満たしている

ⓐエネルギー：650kcal未満  ⓑ塩分：3.0g未満
ⓒ市内産の食材を使用  ⓓ野菜：120g以上使用
ⓔ主食･主菜･副菜がそろっている

※健康につながるメニューであることを重視します。

せといきいき健康グルメ事業

日　時７月１０日(日) 午後１時～４時３０分

場　所 パルティせと４階 マルチメディアルーム

内　容 第1部 先進事例を学ぶ講演会

　　　 第２部 グループワーク

講　師 札幌市中央図書館

　　　 利用サービス課長 淺野隆夫 氏

定　員５０人（先着順）

申　込 電話

「これからの図書館を考える」ミーティング

図書館の先進事例を学びながら、図書館

づくりや参画について考えます。

●問 図書館 ☎82･2202

日 時

集合場所

参 加 費

申込方法

締 切

申込結果

①７月１７日（日）②８月２０日（土）

午後７時～９時

下半田川町民会館

無料

申込フォーム・電話・FAX

※グループの場合はグループ単位で

７月10日（日）

７月13日（水）までにメールなどでお知らせ。

定 員 各２０人（抽選）

ガイダンス後、オオサンショウウオを観察しましょう。

※オオサンショウウオを発見できない場合もあります。

●問 文化課 ☎84・1740  FAX 85・0415

申込はこちら

くわしくは
こちら

●問 人事課 ☎88･2510

８～９月

１１月１日～２月１日（原則）

キャリア採 用（ 行 政 実 務 経 験 者・民

間企業等経験者）

技 術 職（ 土 木 、建 築 、電 気 、機 械 ）、

保育職

７/１（ 金 ）午 前８時３０分 ～７/２９

（金）午後５時１５分

人事課・市ホームページで配布

（第３回）

くわしくは募集要項で

試 験 日 程

採用予定日

試 験 区 分

募 集 職 種

申 込 期 間

募 集 要 項

21



打ち上げ花火の種類・協賛金額（税込）

●４号玉６,６００円/1本

●スターマイン１４０,０００円～

締　切７月８日（金）まで

9月10日（土）に花火の打ち上げを行います。

会社や商店の宣伝、開店、市民の皆さんの

祝い事を記念した花火を打ち上げませんか。

※花火のプログラムに、名前とメッセージを掲載

（新聞折込によるPR）。天候により翌日に順延。

●問 大せともの祭協賛会事務局
　（瀬戸商工会議所内）☎８２・３１２３

両親と共に引越し先の新しい家へ向かう10歳の少女、千尋。

やがて千尋たちの乗る車はいつの間にか“不思議の町”へと

迷い込んでしまう。その奇妙な町の珍しさにつられ、どんどん

足を踏み入れていく両親。彼らは“不思議の町”の掟を破った

ために豚にされてしまい……。現代日本を舞台に少女の成長

と友愛の物語を描く、“自分探し”の冒険ファンタジー。

声優キャスト  柊瑠美、入野自由、夏木マリ、内藤剛志、沢口靖子、神木隆之介 ほか

千と千尋の神隠し

●問 瀬戸蔵 ☎９７･１５５５

日　時 8月13日（土）
① 午前10時～ ② 午後1時30分～（上映開始）

場　所 瀬戸蔵2階 つばきホール 全席指定（各回300席）
入場料 大人 500円　3歳～中学生 200円
前売券 7月15日（金）から販売開始
　　　 午前9時30分～午後9時30分 1階受付で販売
　　　 ※7/15（金）は午前8時30分から整理券を配布

● 購入後の席の変更不可
● 開演後の入場不可
● 3歳未満児の入場不可

当日券 空席がある場合のみ会場入口横で
　　 販売

くわしくは
こちら

●問 せと末広町商店街振興組合 ☎50･2616（中村）

日 　 時

場 　 所

対 　 象

申込期間

申込方法

7月31日（日）午前10時～午後4時

せと末広町商店街内（雨天決行）

出店者・キャスト募集

市内在学の小・中学生（先着50ブース）

7月1日（金）午前10時～8日（金）

メールで①出店者（お子さん）の名前②学

校名・学年③保護者の電話番号を記入

※詳細をメールに返信します。

    info@sanryo.page

このイベントは、

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会が審査・認定しています。

子どもが中心となり商

店・飲食店・銀行・警察署

など1つの街を作ります。

買い物は専用の通貨で

お楽しみください。

注意事項

11月のジブリパーク開園を祝しジブリ映画の上映会を開催
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対象が記載されていないものは、どなたでも参加・利用できます。入場料・参加費が記載されていないものは無料です。

瀬戸染付体験教室
●問 瀬戸染付工芸館 ☎89･6001

魚やイルカの形の素地に呉須(ごす)という絵
具で絵付ができます。

７月１日（金）～８月３１日（水）

※素地が無くなり次第終了

午前１０時～午後４時（閉館：午後５時）

瀬戸染付工芸館 本館１階

小学生以上（未就学児は保護者同伴）

１つ３３０円（当日支払い）

火曜

※作品は焼成し、後日引き渡し

※４人以上の場合は要事前予約（電話）

日 程

受付時間

場 所

対 象

参 加 費

休 館 日

染付で海の生き物を描こう
●問 瀬戸染付工芸館 ☎89･600１

７月２３日（土）

①午前１０時～ ②午後２時～（各回２時間）

瀬戸染付工芸館

小学生以上（未就学児は保護者同伴）

６６０円（当日支払い）

各回８人（抽選） ※１応募２人まで申込可

往復はがき・メールで件名「７月２３日教

室応募」とし、 ①希望日時②住所③氏名④電話番

号⑤２人目の体験する方の住所・氏名を記入

※付き添い者の記名は不要　

〒489-0829

西郷町９８瀬戸染付工

芸館「７月２３日教室」係

７/１２(火)（必着）

７/１４（木）（発送）

※作品は焼成し、後日引き渡し

開 催 日

時 間

場 所

対 象

参 加 費

定 員

申込方法

送 付 先

締 切

抽選結果

ガラス作家  公開レクチャー
●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１

アメリカで活躍するガラス作家が来歴やアメ
リカのアート、ガラス文化について語ります。 愛知県陶磁器工業協同組合陶芸部会会員

9名による企画展です。７月１０日（日）　午後１時～４時

瀬戸蔵4階 多目的ホール

田中香菜 氏

４０人（先着順）

当日会場にて受付

日 　 時

場 所

講 　 師

定 員

申込方法

●問 瀬戸蔵ミュージアム ☎97・1190

7月16日（土）～10月2日（日）

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

瀬戸蔵ミュージアム

一般520円、65歳以上・高大生310円、

中学生以下・妊婦・障害者手帳をお持ち

の方無料

7/25(月)、8/22（月）、9/26（月）

日 程

時 間

場 所

入 館 料

休 館 日

企画展
「土の詩～愛陶工陶芸部会展～」

風鈴に呉須という絵具で絵付します。
ご　 す

sometsuke@gctv.ne.jp 
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対象が記載されていないものは、どなたでも参加・利用できます。入場料・参加費が記載されていないものは無料です。

夏休み企画  夏の花を飾ろう
●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１

ガラスの器で涼しく飾ります。ドライフラワー

にもできる花と器で夏を楽しみます。

８月７日（日）　午前１０時～１１時３０分

新世紀工芸館

小学生以上

１，０００円

８人（先着順）

７/９（土）午前１０時より電話受付

ｉｒｏｄｏｒｉ（イロドリ）　沢田まいこ 氏

詳細はこちら▶

日 時

場 所

対 象

参 加 費

定 員

申込方法

講 師

手びねりで！楽しい埴輪作り
●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１

表情や装飾、ポーズを工夫して愉快なオリジ

ナル埴輪を作りましょう。

８月７日（日）

①午前１０時～正午 ②午後２時～４時

体験工房（３階）

５歳以上（８歳以下保護者同伴）

１，６７０円（当日支払い）

各回６人（先着順）

７/２（土）午前１０時～電話

日 時

場 所

対 象

参 加 費

定 員

申込方法

　　広久手窯跡群の
発掘調査を見に行こう
●問 文化課 ☎84・１７４０  FAX 85・0415

広久手窯跡は、東海地方のやきもの文化が市

内に広まった出発点です。「広久手C3窯跡」

「広久手F窯跡」の発掘調査現場の見学と海

上の森の植生について解説します。

８月１３日（土）

①午前９時～１１時 ②午後１時～３時

文化センター北駐車場

各回20人（抽選）

申込フォーム・電話・FAX

８月２日（火）まで

８月４日（木）までにメールなどで連絡

日 時

集合場所

定 員

申込方法

締 切

申込結果

わおふぇす2022 in 愛知
ストリートピアノYouTuber「みやけん」 
with friends
●問 瀬戸市文化振興財団 ☎84･1811

登録者数１８万人を超えるストリートピアノ

YouTuberが、“ストピ仲間”とともにコンサー

トを開催します。

９月１９日（月・祝） 午後３時開演

文化センター文化ホール

３，５００円（全席指定）

日 時

場 所

入場料

瀬戸市文化センター開館４０周年記念

(1)文化センター窓口 午前8時30分～

(2)チケットぴあ（Ｐコード 220-592）

ストリートピアノ

YouTuber 7人

みやけん、くっちー、

ももばた、よしかねさん

チケット販売 ７月２３日（土）～

出演者

申込はこちら

※未就学児入場不可※交換・払戻不可
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対象が記載されていないものは、どなたでも参加・利用できます。入場料・参加費が記載されていないものは無料です。

ノベルティ・こども創造館×瀬戸染付工芸館

コラボレーション企画

瀬戸染付で金魚風鈴

陶器を買ったらまずはこれ！

目止めのススメ

陶器を買ったらまずはこれ！

目止めのススメ

瀬戸焼の楽しみ方のススメ vol.1

●問 ノベルティ・こども創造館 ☎88･2668

７月１８日（月･祝）午後１時３０分～３時

ノベルティ・こども創造館

小学生以上

１，０００円

１５人

７/２（土）午前１０時～ 申込フォームで受付

※作品は焼成後、後日お渡しします。

日 時

場 所

対 象

参 加 費

定 員

申込方法

日時 7月15日（金）午後3時～8時　※8月も実施（広報せと8月号に掲載）

お願い ●線香・ロウソクは、火災予防のため持ち込まないでください。  ●なるべく車での来場は避けてください。

●問 クリーンセンター ☎82・5454

ノベルティ・こども創造館でつくった金魚風鈴
に瀬戸染付工芸館のスタッフ指導のもと呉須
で絵付けします。

ご　 す

●問 ものづくり商業振興課 ☎88・2807

瀬戸焼で暮らしを楽しもう条例が制定さ

れたことに伴い、やきものに関するちょっ

と役立つお話をお伝えします。

「目止め」のお話

陶器は吸水性があるため、食材の水分がしみ

こんで変色したり、においが移ったりすること

があります。それを防ぐため「目止め」という作

業を行います。米のとぎ汁に器を沈ませて、弱

火で約20分煮ることで、でんぷん質が穴をふ

さぐ役割をしてくれます。お気に入りの器を長

く使うために、ぜひやってみてくださいね。

印の場所で回収しますお供え回収場所

◆市役所南側駐車場　 ◆十三橋北詰 ◆瘤木児童遊園 ◆やすらぎ会館第２駐車場

◆中橋南詰 ◆宮前公園◆瀬戸信用金庫品野 ◆原山台集会所
◆萩山公民館
◆八幡台集会所
◆幡山支所
◆西陵地域交流センター

駐車場
◆宗宮橋東寄り
◆八王子町集会所（新設)
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瀬戸市国際センター

88･2790　FAX 97・1171

 setokoku@gctv.ne.jp

ブラジル人講師から発音や文法の

基礎を学びましょう。

日時

７月２７日、８月１０日・２４日・３１日

（全４回・水曜）  午前１０時～11時30分

場所　パルティせと４階 大会議室

講師

守永和枝 氏（ポルトガル語相談員）

参加費 会員1,000円、非会員3,000円

定員　１２人（先着順）

申込

FAX・Eメールで件名を「ポルトガル

語」とし①氏名（ふりがな）②電話・

FAX③国際センター会員か非会員

かを記入

���せ�ら����

基幹型地域包括支援センター　

88･1294

�����������

��知���������

日時 ７月７日（木）

　　　午前９時３０分～１１時３０分

場所　新郷地域交流センター ホー

ルＡ・Ｂ

内容　コグニサイズ（認知症予防

運動プログラム）、認知症クイズ、認

知症や介護の相談　など

持ち物 飲み物（熱中症予防のため）

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

瀬戸市国際センター

88･2790　FAX 97・1171

 setokoku@gctv.ne.jp

福　祉

���せ�ら�����������������せ��せ���せ�せ�せ�せ�せ�せ�せ�せ�せ�せ�せ�せ�せ�����らら�らららら�らら��������������������������������

基幹型地域包括支援センター　

88･1294

申込　不要。直接会場へ

※靴の着脱が必要です。サポートが

必要な方はお知らせください。

�知����������

地域包括支援センター中央東　

87･5083

認知症について正しく学び、安心して

暮らせる地域づくりを考えましょう。

日時 ７月１９日（火）

　　　午後２時～３時３０分

場所　宝泉寺　観音堂

対象　道泉・深川・古瀬戸連区在住

で初めて受講の方

定員　２０人（先着順）

申込　７/１日（金）～電話

������������

������

高齢者福祉課　 88･2626

本人や家族の同意を得て、聞き取り

を行います。

�������

・７５歳以上のひとり暮らしの方

・７５歳以上の高齢者のみの世帯の方

・要介護認定区分３～５までの在宅の方

・療育手帳Ａ判定の方

・身体障害者手帳３級以上で視覚

障害、聴覚障害、肢体不自由、じ

ん臓機能障害の方

������

・７５歳以上のひとり暮らしの方

・その他、見守りが必要な方

�知�����������知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知��知���知���知��知���知������知�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

地域包括支援センター中央東　

87･5083
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高齢者福祉課　 88･2626

子ども

�����の申�

学校教育課　 88・2762

令和５年度入学の小学１年生・中学

１年生の校区外通学申請を受け付

けています。

・特定区域

・隣接学校選択（廃止後の移行措置）

・小規模特認校

申請締切　８/１８（木）

詳細は市ホームページで▶

�������せ�

お�����

学びキャンパスせと　 59･1859

日時 8月8日・9日・10日

　　　（全5講座）

場所　パルティせと4階 第2学習室

対象　18歳以上（市外の方も可）

受講料　1講座500円（当日徴収）

・教材費別途必要

申込方法　往復はがき（1人1講座

/枚）で①講座番号②講座名③郵便

番号・住所④氏名（ふりがな）⑤電話

番号を記入

宛先　〒489-0044　栄町45　パ

ルティせと３階　学びキャンパスせと

「おためし講座」係

締切　7/20（水）（必着）

※抽選あり。5人未満の場

合は開講しません。

詳細はチラシ・ホームページで▶
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学校教育課　 88・2762

教室・講座
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学びキャンパスせと 59･1859

参加費が記載されていないものは無料です。
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名古屋スマホ倶楽部

080･3620･1825

情報政策課　 88・2536

���ら�������

・スマホの基礎・LINEの基礎

日時 7/10（日）　午後1時～4時

場所 パルティせと　大会議室

����������

���て��人����

日時 7/17（日）　午前10時～午後3時

場所 パルティせと　第一学習室

���������������

・LINEの応用

・スマホカメラ～Googleフォト

日時 7/24（日）　午後1時～4時

場所 パルティせと　大会議室

����

定員　各20人（先着順）

申込方法　電話（☎080・3620・

1825）かQRコードで

申込期間　6/29（水）午前10時～

7/9（土）午後３時

※電話受付：午前10時～午後5時

持ち物 スマートフォン（ある方のみ）

※高齢者が支えあうデジタルディバ

イド対策瀬戸まちの課題解決応

援補助金を活用した事業です。

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

名古屋スマホ倶楽部

080･3620･1825

情報政策課　 88・2536

��������

社会福祉協議会　

84・2011　FAX 85･2275

 info@seto-shakyo.or.jp

日時 ８/９・２３・３０、９/６・１３・２０
（全6回・火曜）　午前１０時～正午

場所 やすらぎ会館１階 第２作業室

対象　６０歳以上か障害者手帳を

お持ちの方（市内在住）※付き添い

が必要な場合あり

定員　６人

申込 FAX・往復はがきで①氏名

（ふりがな）②住所③電話・FAX④年

齢⑤教室名⑥車椅子の有無を記入

宛先　〒489-0919　川端町1-31

　　　「福祉パソコン教室」係

申込期間 7/15(金)～29(金)（必着）

�護保������の��

高齢者福祉課　 ８８・２６20

現在、介護認定を受けている方や

事業対象者の負担割合証は、７月

３１日に有効期限が終了します。

8月1日以降の新しい負担割合証を

７月中旬に発送します。

負担割合の判定基準などは、送付

する同封チラシをご確認ください。

※令和４年度の負担割合は、令和３

年１～１２月の１年間の合計所得

金額、年金収入で判定します。

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

社会福祉協議会　

84・2011　FAX 85･2275

 info@seto-shakyo.or.jp
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高齢者福祉課　 ８８・２６20

�������の��

国保年金課　 88・2643

○障 障害者医療費受給者証と○福 後

期高齢者福祉医療費受給者証の対

象者には、7月下旬に新しい受給者

証を郵送します。8/1から使用して

ください。

新しい受給者証は受診の際に保

険証と一緒に提示してください。

古い受給者証（有効期限が満了

になったもの）は市役所・支所・市

民サービスセンターへ返却して

ください。
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社会福祉課　 88･2610

�����������立�

��������の����

犯罪や非行の防止と、あやまちを犯

した人の立ち直りについて理解を

深め、それぞれの立場において力を

合わせ、犯罪や非行のない安全で

安心な地域社会を築きましょう。
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国保年金課　 88・2643
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社会福祉課　 88･2610

27



定員　50人（先着順）

持ち物　運動靴、タオル、飲み物

駐車場料金　1時間無料、以降1時

間毎に100円

運動ができる服装（更衣室なし）

申込方法　７/１（金）午前8時30分

～電話・FAXで①住所②氏名③年

齢④生年月日⑤電話番号⑥講座名

を記入

�����������

お���������

スポーツ課　 48・0589

対象　スポーツや文化活動で、全

国大会や国際大会などへ出場する

市内在住、在学の児童、生徒、学生

補助対象の大会

市ホームページで確認のうえ、対象

になるか事前に問い合せてください。

補助金額

・全国大会

（1）東海四県（愛知・岐阜・三重・

静岡）での大会

個人：１万円　団体：上限１０万円

（2）東海四県以外での大会

個人：２万円　団体：上限２０万円

・国際大会

個人：５万円　団体：上限５０万円

※個人：１０人以下　団体：１１人以上

申請方法

申請書と必要書類を体育館窓口へ

申請書類配布場所

市体育館、市ホームページ

申請受付　平日 午前8時30分～

午後5時15分

申請期間　令和５年３月９日（木）

●今年度の全国・国際大会で各１回
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スポーツ課　 48・0589

��������

�用����

市体育館　 48･0589

地区運営委員会（８月～１１月利用分）

に必ず出席してください（要登録）。

※①午後７時②午後７時３０分③午

前９時３０分④午後１時

※下品野・品野台・掛川は随時受付

（品野スポーツ ４１・４４４０）

場所 各地域の公民館、地域交流センター

������������

健康課　

８５・５５１１　FAX 85・5120

ウォーキングで脂肪を燃焼し、全身

を引き締めます。

日時 ８月４日･１８日･２５日、

　　　９月１日･８日・１５日

　　　（全6回・木曜）

　　　午後２時～３時３０分

　　　（受付：午後１時３０分～２時）

場所　パルティせと5階 アリーナ

講師　加藤智子先生

対象　40～69歳の方

スポーツ
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市体育館　 48･0589

日時　７月
１１（月）…效範①・
幡山東②・東山①

３（日）…西陵④ １２（火）…水南①

７（木）…陶原① 1３（水）…原山①

８（金）…
水野②・長根②

１５（金）…
幡山西①

９（土）…八幡① ２３（土）…萩山③

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

健康課　

８５・５５１１　FAX 85・5120

限り申請可、翌年度での申請不可

●令和５年３/１０～３１の大会は出

場前に要申請。

申請書はこちら

����������

����������

市体育館　 48･0500

営業時間　午前９時～午後９時

　　　　　（受付は午後８時まで）

料金　１人１回１１０円

　　　１か月定期券１，６５０円

※中学生以下使用不可

※事前にトレーニング室利用登録

が必要
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シティプロモーション課

88・2530

 citypromo@city.seto.lg.jp

���の���お��て��

の�������

SNSなどで自主的に瀬戸市のPRを

する「せとまちサポーター」の方、サ

ポータになりたい方におすすめの

講座です。

日時 ８月７日（日）

　　　午前９時３０分～正午

場所　瀬戸蔵４階4・5会議室
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市体育館　 48･0500

イベント
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シティプロモーション課

88・2530

 citypromo@city.seto.lg.jp
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文化課　 84・1093

場所　文化センター文化交流館２階

店舗面積　１３８．６㎡

出店時期　応相談

営業時間　開館時間内で協議

休館日　１２月２８日～１月４日

※月１回程度の臨時休館あり

使用料等　約３０，０００円、他実費

申込期間　７/１（金）～８/３1（水）

申込方法　申込書を郵送か窓口へ

送付先　〒489-0884　西茨町

113-3　文化センター

※出店・原状回復費も出店者負担。

※現地確認は事前予約を

くわしくは、市ホーム

ページの募集要項で▶
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ものづくり商業振興課

88・2807　FAX 82・2931

monosho＠city.seto.lg.jp

閲覧場所

ものづくり商業振興課（市役所３階）、

市政情報コーナー（市役所１階）、

支所、市民サービスセンター、

市ホームページ

募集期間 ７/１（金）～８/１（月）

　　　　  （必着）

対象　市内在住・在勤・在学者など

提出方法 窓口・FAX・郵送・Eメー

ルで①住所②氏名③意見を記入
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文化課　 84・1093
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ものづくり商業振興課

88・2807　FAX 82・2931

monosho＠city.seto.lg.jp

※フィールドワークとして、45分程

度付近を散策します。

内容　①撮影の基本についての

講義②「せとの夏」をテーマにした

フィールドワークでの撮影、撮影し

た写真の共有・発表など

定員　２０人（抽選）

講師　林かなこ氏

持ち物 スマホなど撮影できるもの

申込方法

QRコード・電話・メール

申請締切　７月1日（金）～２４日（日）

申込結果　７月２９日（金）にメール

などで連絡
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文化課　 84・1740

国登録有形文化財旧山繁商店の保

存活用整備について、民間事業者

が有する様々なアイデアや意見を

募集します。

対象　旧山繁商店の利活用事業実

施に関心のある事業者

申込期限　７/２９（金）午後５時

※サウンディング実施は８月上旬、

結果の公表は８月下旬を予定

くわしくは市ホームぺー

ジで▶

募　集
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文化課　 84・1740

宛先　〒489-8701市役所ものづ

くり商業振興課（住所不要）宛

※いただいた意見の概

要と回答は、個人情

報を除いて市ホーム

ページで公表します

（個別回答なし）。
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産業政策課　 88･2653

�������������

対象　市内農業従事者

対象経費　農地に設置する電気柵・

メッシュフェンスなどの資材費

補助額 対象経費の１/２（上限３万円）

申込方法 資材購入前に書類を産

業政策課へ提出　※随時受付

���������

対象　市内在住でわな猟免許を取

得後、品野猟友会などへ入会可能

な方

※狩猟目的の方は対象外

対象経費　試験手数料、講習会受

講料等、診断書料

補助額　対象経費の額（上限２万

円）

申込方法 試験前に書類を産業政

策課へ提出

申込締切　7月22日（金）

※それぞれ予算に達した

　場合終了

くわしくはホームページ

で▶

詳細はこちら

お知らせ
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産業政策課　 88･2653
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まちづくり協働課

88・2801　FAX 88・2803

machidukuri@city.seto.lg.jp

皆さんが思う「名もない家事」や「見

えない家事」を募集します。家族で

の家事の分担を見直すきっかけに

考えてみませんか。

例：部屋中のごみ箱からごみを回収

する　など

※寄せられた内容は今後ホーム

ページなどで周知します。

応募方法

窓口・はがき・FAX・Eメール・申込

フォームで①応募内容②性別③年

代を記入

用紙配布場所　市ホームページで

送付先　〒489-8701市役所（住

所不要）まちづくり協働課　第1係

締切　8/31(水)(消印有効)

メール送信用

申込フォーム
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まちづくり協働課

88・2801　FAX 88・2803

machidukuri@city.seto.lg.jp

��用の���お��の��

税務課　 88･2579

土地や家屋以外の資産で事業にい

つでも使用できる資産は、償却資産

に該当し、固定資産税の対象となり

ます。償却資産の所有者は、毎年1

月1日現在の所有状況を申告する

必要があります。

くわしくはお問い合わせください。

�������������

市民課（予約専用電話）　

88・2882

平日　午前８時３０分～午後５時１５分

　　　（予約優先）

夜間　午後５時２０分～７時４０分

　　　７月１２日（火）・２８日（木）

　　　８月９日（火）・２５日（木）

休日　午前８時３０分～午後５時

　　　７月１６日（土）・２４日（日）

　　　８月１３日（土）・２８日（日）

◎夜間・休日は要予約

予約方法

予約サイト・予約専用電話から

※くわしくは交付通知書で

　　　予約サイトはこちら▶
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税務課　 88･2579
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市民課（予約専用電話）

88・2882
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まちづくり協働課

88・2801　FAX 88・2803

machidukuri@city.seto.lg.jp

募集内容　テーマ「多様な性」

LGBTQなどの多様な性のあり方を認

め合い、誰もが自分らしくいきいきと活

躍している社会をイメージできる川柳

対象 市内在住・在勤・在学の小学生以上

表彰　最優秀賞、優秀賞、佳作

　　　（小中学・一般の部）

申込方法　窓口・はがき・FAX・E

メール・申込フォームで①応募作品

②郵便番号・住所③氏名(ふりがな)

④年齢⑤職業または学校名・学年

⑥電話番号を記入(二句以上可)

送付先　〒489-8701（住所不要）

まちづくり協働課

応募用紙配布　市ホームページで

締切　8/31(水)(消印有効)

メール送信用

申込フォーム

令和�年度��護保��

����知�の��

高齢者福祉課　 88・2621

65歳以上の方の介護保険料の通知

書と納付書（口座振替・年金天引き

の方以外）を７月１５日に郵送します。
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まちづくり協働課

88・2801　FAX 88・2803

machidukuri@city.seto.lg.jp

令和�年度��護保��

����知�の������知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��

����知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�����知�����知�����知�

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�����知�����知�のの

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

����知�のののの��

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

のの��の����

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

の��������

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

��������

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

������

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

��

令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��令和�年度��護保��

高齢者福祉課　 88・2621
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７月郵送分：赤茶色

（有効期限：8/1～9/30）

９月郵送分：青色
（有効期限：10/1～7/31）

※10/1～医療費２割負担になる方が
新たに加わるため一斉に更新

�度��用�����度��

用・����������の

��

国保年金課　 88・2643

対象者には保険証とは別に郵送し

ます。8/1から使用してください。

●後期高齢者医療保険制度につい

ては、市か愛知県後期高齢者医

療広域連合のホームページで確

認を。保険料や負担割合につい

てのお問合せは下記コールセン

ターへ

あいち後期高齢者

医療コールセンター

0570・011・558

開設期間

7/11 月）～12/28（水）

8：45～17：15

国保年金課　 88・2643

����保���の��

令和�年度����保��

����知�の��

国保年金課　 88･2641

国民健康保険料の通知書と第１～

８期分の納付書（口座振替・年金天

引きの方以外）を7月下旬に郵送し

ます。

����������の��

国保年金課　 88・2640

前年所得に応じて医療費の自己負

担割合を判定し、対象者に7月下旬

に郵送します。8/1から使用してく

ださい。

対象　70～74歳（昭和22年8月2

日～昭和２７年7月1日生）

�������保�
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令和�年度�������保

������知�の��

国保年金課　 88･2641

後期高齢者医療保険料の通知書と第１

～8期分の納付書（口座振替・年金天引

きの方以外）を7月下旬に郵送します。

�保���の��

国保年金課　 88・2643

今年度は保険証を2回更新します。

７月と９月に郵送しますので、各証

の有効期限と負担割合の変更にご

注意ください。
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国保年金課　 88･2641

国保年金課　 88・2640
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国保年金課　 88･2641
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�������の�����

シティプロモーション課

88・2658 

募集月　令和5年3月まで

　　　　（1か月単位）

募集枠数　2枠（先着順）

掲載料（1枠）　1か月10,000円

掲載箇所　市ホームページ「トップ

ページ」下段

※ パソコン版のみトップページを開

いた際に、表示画面の下部にもラ

ンダムで６枠分表示します。

��・���・�����の

��

瀬戸市シルバー人材センター

84･2090　 FAX 85･1345

申込方法

希望する作業月の２か月前の１日か

ら電話・FAX・ホームページで

（往復はがきでの申込不可）

※１日が休日の場合は、月初の開所日

※予定件数に達した場合は翌日に

抽選。当選者には受付開始日の

翌日中に連絡します。

ご要望にそえない場合

があります。

　　　ホームページ▶
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シティプロモーション課

88・2658 
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瀬戸市シルバー人材センター

84･2090　 FAX 85･1345
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デジタルリサーチパークセンター 87・3100（休館 月曜 祝日の場合は翌平日）

各講座の最小催行人数・対象・定員・申込方法は電話・ホームページで確認を

※各講座抽選の際、結果はメールします。

※教材を持っている場合は受講料から差し引く場合あり

持ち物　筆記用具　　場所　デジタルリサーチパークセンター

 同時開催

「メルカリ教室

 ～出品実践編～」  ▶

 順次開催

講座 日時 受講料 締切

No.23
スマホ講座(VLLOを使って動画を作ろう！)

8月3日～17日(全3回・水曜)
午前10時～正午

4,500円 7/23(土)

No.24
スマホ講座(Youtubeの動画の見方)

8月4日（木）
午前10時～正午

1,900円 7/25(月)

No.25
親子でたのしむプログラミング体験(スクラッチ編)

8月6日（土）
午前10時～午後3時

4,000円
（教材費1,320円含む）

7/27(水)

No.26
ITパスポート試験対策講座

8月11日（木・祝）、8月13日（土）
午前10時～午後3時

6,600円
（教材費1,298円含む）

8/1(月)

No.27
ワード・エクセル・パワポ体験講座

8月18日～9月1日(全3回・木曜)
午前10時～正午

4,500円 8/8(月)

No.R04
オンライン講座(ドキュメント編)

8月18日（木）
午後3時30分～5時

無料 8/8(月)

No.28
パソコン講座（インターネットを使いこなそう）

8月24日、31日(全2回・水曜)
午前10時～正午

3,200円 8/13(土)

������

申請方法

国保年金課（市役所１階）、瀬戸年

金事務所へ申請書と添付書類を提

出かマイナポータルで電子申請

持ち物

●年金手帳・基礎年金番号通知書・

マイナンバーカードのいずれか●

本人確認書類●失業した方は雇用

保険受給資格者証や雇用保険被保

険者離職票などの写し

※新型コロナウイルス感染症の影響

で減収した方の特例があります。

詳細は日本年金機構ホー

ムページで▶

��年�保��の���

�������申��

国保年金課　 88・2642　

　 瀬戸年金事務所　 83・2412

免除対象　7月～令和5年6月分の

国民年金保険料

受付開始　7/1（金）～

※継続申請が認められた方を除く。

対象　国民年金加入中の20～59

歳で、本人、配偶者、世帯主の所得

が一定額以下の方（納付猶予申請

の対象年齢は50歳未満、所得審査

対象は本人・配偶者）
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国保年金課　 88・2642　

　 瀬戸年金事務所　 83・2412

�����の��用�

������������

選挙管理委員会　 88・2559

利用できる投票区

水野、十軒家、掛川、品野、上品野

※他の投票区の方は利用不可

利用可能日時

７月１０日（日）　９時～１６時

利用区間　自宅～投票所

希望者は当日下記へ直接電話して

ください。

マルセタクシー 82・2220

※乗り合わせになる場合があります。
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選挙管理委員会　 88・2559

詳細はこちら
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①ママさんバレー★
7/24(日)
市内ママ（未婚35歳以上）
無料
申 7/1(金) ～13(水)

②一般6人制バレー★
7/31(日)
市内高校生以上
無料
申 7/15（金）～26（火）

③瀬戸地方　夏季ソフト　
　バレーボール大会　
8/7（日） 市内
１チーム2,000円
申 7/15（金）～26（火）

④バドミントン・シングルス★
7/31（日） 市内
500円
申 7/7（木）～20（水）

⑤ソフトテニス選手権大会
7/31（日） 市内
一般　１組　1,200円
中・高生　１組600円
申 7/6（水） ～20（水）

⑥高校生選手権大会
　ソフトテニス
8/4（木） 市内高校生
1組600円
申 7/6（水）～20（水）

⑦市民グラウンドゴルフ大会
8/3（水） 市内
900円
申 7/16（土）～ 25（月）

⑧瀬戸地方  卓球選手権大会
　社会人・高校・中学1・2年
8/21（日） 市内 ほか
600円（中学生400円）
申 7/20（水）～8/3（水）

Aキッズ柔道  一日体験教室
11:00～12:00 1回

５歳～小6
無料
申込不要。当日、直接武道館へ

Bフルコンタクト空手道教室
8/2（火）～30（火）
11:00～11:45
５歳～中3
1,800円
申 7/6（水）～20（水）

C後期剣道教室
8/3（水）～9/24（土） 水・土曜、15回

(土)9:00～11:00  (水)19:00～21:00 4歳以上
中学生以下3,800円、高校生～64歳4,200円、
65歳以上4,200円
申 7/6（水）～27（水）

D子どもボウリング教室
8/7（日）1回 中学生以下
9:30～11:30
1,300円
申 7/13（水）～8/3（水）

21・6131（東名ボール）へ
申込

E夏季ナイターテニス教室
7/30（土）～8/20（土）
18:00～21:00 市内
中学生以下 3,450円
高校生～64歳 3,850円
65歳以上 4,500円
申 7/1（金）～20（水）

F初級・中級ナイターソフトテニス教室
8/25（木）～28（日）１８：００～21:00 4回

小4年～一般
小中学生2,500円　一般3,500円
申 7/20（水）～8/10（水）

火曜・4回

土曜・4回

Gウォーキング＆かんたん体操教室（木曜）9/1～10/20　9:30～11:00
参加費　64歳以下 6,650円
　　　　65歳以上 6,000円
申込方法

7/14（木）までに往復はがきで
①教室名②住所・郵便番号③
氏名④電話番号を記入
送付先

〒489-0061　上本町1　
瀬戸市体育館「中期体操教室」

Hウォーキング＆健康づくり教室 （金曜）9/2～10/28　13:30～15:00

Iウォーキング＆かんたん体操教室（月曜）9/5～11/7　9:30～11:00

Jやさしいエアロフィットネス教室 （木曜）9/1～10/20　9:30～11:00 女性

Kやさしいエアロフィットネス教室 （月曜）9/5～11/7　9:30～11:00 女性

Lやさしいエアロフィットネス教室 （火曜）9/6～10/25　9:30～11:00 女性

市内 は市内在住（在勤・在学）の方　 申 は申込期間　

場所　①②⑧市体育館 第1競技場　③④GHKL市体育館 第3競技場　⑤⑥EF市民公園 テニスコート

　　　⑦南グラウンド　IJパルティせと　ABC市武道館　D東名ボール 

������・��の����

★は市民体育大会

市体育館 48・0500　申し込みは市体育館窓口で������

市体育館 48・0500　申し込みは市体育館窓口で������
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瀬戸市企業アンバサダー認定企業を紹介します

企業アンバサダーについてはこちら企業も瀬戸市の魅力をPR

愛日緑化造園株式会社（フォレストニア）日本生命保険相互会社　瀬戸営業部

アンバサダー活動紹介 アンバサダー活動紹介

事業内容事業内容

行政課 88-2525
個人情報保護制度・情報公開制度・不服申立ての

令和３年度運用状況のお知らせ

個人情報保護制度

個人情報保護制度は、市が保有する皆さん

の情報の取扱いに関するルールを定め、プ

ライバシーを保護し、本人の請求に応じて

開示するなどのための制度です。

情報公開制度

情報公開制度は、市政に対する理解と信頼を深めていただくため、

市政情報を請求に応じて公開する制度です。

不服申立て

不服申立ては、市などの行政庁が行った処分に対し見直しを求める

もので、皆さんの権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保

するための制度です。

令和３年度は、全体で８件の審査請求がありました。

区分 件数
処理状況 審査

請求全部開示 部分開示 不開示 取下げ

請求・申出 １７０ ７８ ７５ １３ ４ ８
▼個人情報取扱事務登録件数

機関名 件数 機関名 件数

市長 ５８６ その他 １１９

　合計 ７０５件

開示請求などの件数 ２０件

審査請求の件数 0件
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★正午~午後1時は昼休み

相談種類 相談日 時 間 相談場所 問い合わせ先

消費生活相談
（多重債務相談も含む）

毎週 月・火・木・金曜
（祝日を除く）

★午前10時~
　午後4時

市役所 （2階生活安全課）

で当日受付

生活安全課 ☎88・2660消費生活法律相談
（事前に消費生活相談が必要）

６日(水) 午後1時～4時
市役所

（2階消費生活センター）

行政相談 １５日(金) 午後1時～4時 市役所（1階案内）

で当日受付人権相談（予約優先） １３日(水） ★午前10時~午後3時 社会福祉課 ☎88・2610

登記相談
（相続・遺言・贈与・売買・法人）

７日(木） 午前9時～正午
市役所（1階案内）

で当日受付

受付:午前8時30分～

（先着順）

愛知県司法書士会

☎052・683・6683

遺言・相続の困りごと相談 ２５日（月） 午前9時～正午
愛知県行政書士会東名支部

☎84・8484（金林）

不動産相談 ２１日（木） 午前9時～正午
宅建業協会東尾張支部

☎52・6977

ひとり親家庭相談（要予約） 毎週 月・火・金曜（祝日を除く） 午前9時～午後4時 市役所（2階） こども未来課 ☎88・2631

子ども・若者相談
※事前予約可

毎週 月～金曜（祝日を除く）、
３日（日）・１６日（土）

午前9時15分～
午後6時

パルティせと（3階）

子ども・若者センター

☎82・1990　☎88・2636

若者自立就労相談
（若者ひきこもり）（要予約）

１３日(水）・２７日（水）
午後1時30分～
4時30分

春日井若者サポートステーション

☎0568・37・1583

女性の悩みごと相談
（要予約）

金曜：1日・8日・15日
火曜：１9日・２6日

★午前10時~
　午後3時

女性相談受付

☎97・1333

外国人相談（スペイン語）

Consulta en español 毎週火曜 ★午前10時~
　午後5時
受付:
午後4時30分まで

外国人相談窓口

☎83・7719外国人相談（ポルトガル語）

Consulta em português ６日(水)・２０日（水）

NPO相談 毎週 月～土曜 午前9時～午後5時
瀬戸まちの活動センター

☎97・1161

心配ごと相談（面接相談） 毎週 木曜 午後1時～4時

やすらぎ会館

社会福祉協議会

☎84・2011

法律相談（要予約）
予約は相談日2週間前の

午前8時30分から先着順です

第１～第4木曜
午前9時～
11時30分

ボランティア相談 毎週 月～金曜（祝日を除く）
午前8時30分～
午後5時15分

内職相談 毎週 月曜（祝日を除く） ★午前10時~午後3時

成年後見巡回相談（要予約） 5日(火)
午後1時30分～
4時15分

尾張東部権利擁護支援センター

☎75・5008

小中学生の不登校
などの相談 毎週 月～金曜（祝日を除く）

★午前9時~
　午後5時

適応指導教室オアシス21

☎84・5005

学校生活など
教育全般相談 毎週 月～金曜（祝日を除く）

★午前9時~
　午後5時

市役所（3階学校教育課）
教育相談室サン・テレフォン

☎84・8740

認知症相談（家族会） 15日(金） 午後1時30分～3時30分 市役所（3階301会議室） 高齢者福祉課 ☎88・2626

新事業展開・工場管理
技術支援・IT導入

創業相談など
（要予約）

毎週 火～木曜 
※１３日、19日を除く

★午前9時~
　午後4時

産業支援センター

せと（瀬戸蔵3階）

（同左）

☎97・1191

ITスキルアップ相談
（要予約）

8日(金)、15日(金)、
16日(土)、27日(水)

午後1時～4時
デジタルリサーチパーク

センター

（同左）

 ☎87・3100

相談窓口7月
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土曜か日曜（週１回）  午後６時３０分～９時

祖母懐公民館

令和5年7月に瀬戸蔵つばきホールで公演

予定の出演者を募集します。

大人 ３，０００円/月、 大学生以下 ２，０００円/月

家族 ４，０００円/月

ホームページ、電話

瀬戸まちの活動センター 
☎97・1161　FAX 97・1171
    seto-npo@ma.gctv.ne.jp　
ホームページ http://www.gc-net.jp/seto-npo/　 

問

内 容

日 時

場　所

定 員

申　込

性別役割・家族間コミュニケーションにつ

いて４名のパネリストが意見交換します。

7月30日（土） 午前10時～11時30分

・パルティせと４階マルチメディアルーム

・オンライン

30人（先着順）

電話･FAX･Eメール･LINE公式アカウント

日 時

場　所

定 員

申　込

8月6日（土） 午後1時30分～3時30分

パルティせと4階 マルチメディアルーム

30人（先着順）

電話･FAX･Eメール･LINE公式アカウント

※参加方法（会場・オンライン）をお知らせください。

　オンラインの方にはZOOM IDを連絡します。

瀬戸メサイア合唱団演奏会

瀬戸メサイア合唱団　☎０９０・７６８６・４４４２（井上）問

日　時

場　所

内　容

７月１０日（日） 開演：午後２時～（開場：1時30分）

瀬戸蔵つばきホール

第１部 日本の歌 

第２部 ヘンデル作曲オラトリオ「メサイア」より抜粋

※要整理券、詳細はお問い合わせください。

楽しく歌おうジャズスタンダード　体験会

SCCジャズクワイヤー　☎２１・２５５６(丹羽)問

日　時

　　　

　　　

場　所

内 容

参加費

対　象

定　員

申　込

締　切

７月  ①１３日(水) ②２７日(水)

８月  ③１０日(水) ④２４日(水)

午後１時３０分～３時

水南公民館２階大集会室

お馴染みのジャズの名曲を皆で歌いま

しょう。英語や譜面が苦手でも大丈夫で

す。まずは楽しく歌ってみましょう。

１，０００円(全４回) 　

大人 ＊全４回参加できない方は要相談。

２０人(先着順)

電話　

７月１２日（火）まで

交通安全マジックショー

スーパーグレートマジシャンズ

☎０９０・３９３５・１９６３（マッスルまりちゃん）

問

①７月７日（木） ②８月６日（土） ③９月１５日（木）

午後１時～２時

愛・地球博記念公園  地球市民交流センター

「交通安全」がテーマの、ゆかいな仲間の楽

しいマジックショー・マジック教室・バルーン

アート教室

教室参加のみ材料費２００円

各日３０人（先着順）

不要

日 時

　　　

場 所

内 容

参加費

定 員

申 込

東京大学赤津研究林

夏休み親子「水生動物観察会」
東京大学赤津研究林サポーターズクラブ シデコブシの会問

日　時

場　所

対　象

参加費

申　込

８月７日（日）  午前９時３０分～正午

東京大学生態水文学研究所赤津研究林

小学生と保護者

一組５００円　定 員 １０組（先着順）

ホームページ（７月１０日（日）～）　

申込

申込

「サウンドオブミュージック」合唱団員募集

瀬戸ピース合唱団　☎０９０・４１９８・２１５９（松原）問

日　時

場　所

内　容

　　　

参加費

　　　

申　込

男女共同参画推進事業

パネルディスカッション  家族はチーム
～私たちの幸せはここにある～

第3回なるほどザ学習会「SDGｓ講座」

瀬戸まちの活動センターからの

お知らせ

LINE

ホームページ

参加費が記載されていないものは無料です
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無料クーポン券を郵送

健康よろず相談

●生活習慣病などの相談

●体組成測定●禁煙相談

●骨密度測定（やすらぎ会

館のみ）

持ち物 健康手帳（お持ちの方）

市内在住の方

骨密度測定は
定員5人（先着順）

骨密度測定は、7/1（金）～電話

7/14（木）

午前9時～11時

（受付：11時まで）

やすらぎ会館

7/26（火）

午前10時～11時

（受付：11時まで）

市体育館

こころの

健康相談

精神科医師による、こころの

不調などの無料相談

産業医のいない

事業所の事業

主・労働者

電話

●問 瀬戸地域産業保健センター

（瀬戸旭医師会館内）☎84･1139

7/20（水）

午後２時～４時

瀬戸旭医師会館相談室

（西長根町１０）

日時・場所 対象/定員 申込方法

出張がん相談

治療、仕事やお金、がんの

予防や検診、医療者との関

わりなど

どなたでも可

申込不要

●問 公立陶生病院 がん相談支援

センター ☎070・5038・6270

7/22(金)

午後２時～４時

市役所3階301会議室

不妊・不育症治療

支援相談

助産師・保健師による無料

相談
3人（先着順）

くわしくはこちら

電話 ☎85･5090

くわしくは市ホーム

ページで

7/6(水)

午前10時～11時30分

やすらぎ会館

7月イベントカレンダー

参加費の記載がないものは無料

●問 健康課（やすらぎ会館4階）
　 ☎85・5511　FAX 85・5120  　　 kenko@city.seto.lg.jp

対象 平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれの女性

期間 令和７年３月まで

対象 平成９年４月２日～平成１８年４月１日生まれの女性
　　 （接種を完了していない方）

予防ワクチンを無料で接種できます

がん検診は８月も実施

がん検診は10月まで、

子宮頸がん検診・乳がん検診は11月まで実施

9～10月は混雑しますので、早めに受診しましょう。

子宮頸がんの予防・早期発見が大切

子宮頸がんは、20～30代で増加傾向にあります。初期症

状がほとんどなく、自覚症状が

あらわれる頃には病状が進行し

ていることも。20歳を過ぎたら

継続的に検診を受けましょう。

受付 平日 午前8時30分～午後5時15分

場所 健康課（やすらぎ会館）

対象 令和4年3月～令和5年2月治療分

締切 令和5年3月17日（金）

不育症治療費助成

日程 毎週火・木曜  土曜（月２回）

時間 ①午前10時～正午
　　 ②午後1時～4時
　　 （受付は終了30分前まで。
　　 なるべく事前予約を）

予約 NPO法人ミーネット事務局
　　 ☎052・252・7277

がんサポートほっとライン

がん患者と家族が対象の電話相談

●問 ほっとライン ☎052・684・8686
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小学生対象の令和3年度 ●問 健康課 ☎85・5090

■ 調査結果 ●脂質、ナトリウムの取りすぎや、食物繊維が不足している児童が多かった。

●身長や体重では異常のない児童でも、脂質を取りすぎている傾向があった。

■対策

以下の食生活を心がけると、若いうちから

生活習慣病リスクを下げることができます。

●1日3食、腹8分目、野菜は1日小鉢5つ分

●1食に・主食・主菜・副菜のそろった食事

児童の生活習慣病対策のため、市内３校の小学５年生（１９８人）を対象に調査を実施しました。

取りすぎ 不足

バランスの良い食事は、将来の生活
習慣病を予防できます。
詳細は「子どもの食育（農
林水産省）」サイトで

誰でも楽しみながら気軽に健康づくりにチャレンジ。

健康マイレージで自分の生活習慣を見直してみませんか。

せと健康マイレージアプリ

iPhone Android

アプリ版は歩数カウント
でもポイントGET

参加方法は
市ホームページで

▼

県内協力店で各種優待を受けられるあいち健康づく
り応援カード：MyCa（まいか）を全員にプレゼント

全員に記念品をプレゼント

抽選で賞品をプレゼント

● 30ポイント以上のチャレンジシート1枚を1口として健康課へ提出 ※1人2口まで申込可
● 賞品は１人１つまで（３月に抽選）。結果は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※ 賞品は変更になる場合があります。賞品への問い合わせ、指定は受け付けません。

申込方法

協賛店・賞品

中日新聞＊中日新聞＊ 東名ブレース

株式会社＊
東名ブレース

株式会社＊
東名ボール東名ボール

せとにゃんマグ 5名
せとにゃんメモ 5名

スプーンとフォークの
セット 15名

ボウリング無料券
(2,000円分相当) 10名ペットボトルオープナー 20名

JAあいち
尾東瀬戸支店
JAあいち
尾東瀬戸支店

とれたてレストラン
ランチチケットペア 5組

あいち尾東米　
ゆめまつり 5㎏ 3名

スポーツクラブ
アクトス
スポーツクラブ
アクトス

施設（新瀬戸店）
利用券1回券 5名

瀬戸旭医師会＊瀬戸旭医師会＊

体組成計 1名

瀬戸蔵セラミック
プラザ
瀬戸蔵セラミック
プラザ

せとちゃん貯金箱 5名

瀬戸蔵ミュージアム瀬戸蔵ミュージアム

ペア招待券 5組

瀬戸旭長久手
薬剤師会＊
瀬戸旭長久手
薬剤師会＊

ヘルスメーター 2名

（ を除く協賛店でチャレンジシート配布）＊

瀬戸信用金庫
（市内の支店等）

瀬戸信用金庫
（市内の支店等）

健康課健康課

電動ハブラシ 1名
アロマセット 1名  など

ラジオサンキューラジオサンキュー 和食器「さかえ」和食器「さかえ」

食器セット 3名防災ラジオ 1名

中北薬品株式会社＊中北薬品株式会社＊

手指消毒用エタノール
10名

ハンドクリーム 10名

波多野耕文堂＊波多野耕文堂＊

三菱鉛筆
ジェット
ストリーム４&1　　5名

森永乳業株式会社＊森永乳業株式会社＊

ミルク生活プラス 10名

1特典

2特典

3特典

2％

1％

27％

99％

79％

21％

71％

脂質

野菜嫌い

ナトリウム

食物繊維

※簡易型自記式食事歴法質問票
食事調査（ＢＤＨＱ１５ｙ）

目標量以上

目標量範囲内

目標量未満

提出特典提出特典提出特典

健康とお得をGET ●問 健康課 ☎85・5511

２０ポイントでまいかとプレゼントがもらえます。
対象 ３歳～小学６年生

せとKIDS健康マイレージ同時開催

お菓子や
ジュース
揚げ物

インスタント
食品

ドラゴンズマフラータオル
15名
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まちかど スナップ

生徒の皆さんが、同校の創立記念日のこの日に、日頃

からお世話になっている公共機関や１年生の出身中

学校などへお花を届けてくださいました。こうした動

きが豊かな地域づくりのきっかけになりますように。

大きな災害の備えとして、災害時の帰宅困難者等を

想定し、テクノエイト株式会社様の会社施設を一時的

な避難場所として活用できるよう協定を結びました。

聖カピタニオ女子高等学校から

「感謝の花」
５/１３
（金）

５/２６
（木）

「災害時における施設使用等に関する

協定」を締結

６月の水道週間にあわせ、児童20名が蛇ヶ洞浄水場

施設見学を行いました。代表者２名が一日浄水場長と

なり挨拶。児童は興味津々な様子で市職員から説明

を受けていました。

昨年10/1に交流連携協定を締結した熊本県天草市

を伊藤市長が訪問しました。馬場昭治天草市長を表

敬訪問し、天草市高浜焼寿芳窯で作成された白磁製

の「陶板製協定書」をいただきました。

じゅ ほう がま

熊本県天草市を表敬訪問
５/３０
（月）

品野台小児童が水の大切さについて

学びました
６/１
（水）

瀬戸の里山。
田んぼの水鏡。

#瀬戸市

#瀬戸

#せとジェニック

#せとまちサポーター

せとまちサポーターPhoto 瀬戸市をPRしてくださる「せとまちサポーター」を募集しています。

@sami.ssn さん

サポーター登録方法

電話・メール・窓口などでシティプロモーション課へ

＃せとまちサポーター＃いいもんせともん＃せとジェニック

で検索

瀬戸のいいもんを見つけたら、

「＃いいもんせともん」で投稿を

市PR公式Instagram

@seto_citypromo

Followme!
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１日

６日
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１３日

１１日

１２日
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水

水

木

水

月
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月

木
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金

金 ごみ・資源物収集カレンダーは市役所・支所・市民サービス
センターで配布。

びん・缶・

ペットボトル
紙類・古布

燃える

ごみ

聴覚などに障害のある方専用

FAX 82・8751
※収集日などは後日、連絡します

燃えないごみ

収集日の午前8時30分までに、

予約時の指定場所へ

氏名・収集日を

書いた紙

氏名・収集日を

書いた処理券

粗大ごみ

●陶　原※…

●效範北※…

●效範南※…

●品野1※…

●品野2※…

原山町を除く

名鉄瀬戸線の北側　

名鉄瀬戸線の南側　

品野町1丁目～6丁目、窯町

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

燃えないごみ・粗大ごみ

予約時に収集日・場所を決めます。

電話・インターネット予約

紙・処理券を貼る

ごみを

出す

☎0561・84・5371
月～金曜 ※祝日も可

午前9時～午後5時

予約サイト

▶診療時間以外の場合、可
能な方はかかりつけの医
師にご相談を。その他の方
は救急医療情報センター

（☎0561・82・1133）へ

▶公立陶生病院は、救命救急
センターとして３次救急（重

篤な救急患者を24時間体

制で受け入れ）を主に対応
します。

西 陵 歯 科 医 院

加 藤 歯 科 医 院

瀬戸ファミリア歯科医院

な え ば 歯 科

東 京 堂 歯 科

赤 津 歯 科

瀬戸旭休日急病診療所

（西長根町７）

●症状が比較的軽い方の応急的な診療
を行います。

●「付き添い者」と一緒にご来院ください。

●保険証等や問診票（市ホームページか
ら取得可）を持参してください。

歯　科

診療時間
午前9時～正午

●歯科当直医は必ず事前に
右記「案内電話」で確認を

受付：午前８時４５分～１１時３０分

　　  午後１時４５分～４時３０分

午前9時～正午、午後2時～5時

内科・小児科

3（日）

10（日）

17（日）

18（月・祝）

24（日）

31（日）

休日急病診療

案内電話

☎0561・
82・0022

この広報紙は、植物油
インキを使用しています。

QRコードは(株)デンソー
ウェーブの登録商標です。

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

個人情報の

利 用 目 的


