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128,488人

63,180人

65,308人
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20人

19人

1人

－

－

－

447人

251人

196人

2件（+2）

7月件数（前年比）

救急 569件（+98） ●児童扶養手当

●市遺児修学手当

7～8月分 9月9日（金）

振込日指定の口座に振り込みます

●問 こども未来課 ☎88・2631

9月28日（水）
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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

@setocity

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

タミヤ製オリジナルRCカー「モンスタービートル」を実車化
した車両が、道の駅瀬戸しなので展示されました。これは、
市内で自動車整備業を営む尾谷春宣さん（写真右）が２年
の歳月をかけて製作したものです。普段見慣れない車に皆
さん興味津々で見入っていました。

実車版「モンスタービートル」が登場

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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今
月
の
納
税
・
納
付

市・県民税（第2期）

納期限
9月12日（月）

口座振替が
便利です

●問 税務課 ☎88・2572

国民健康保険料（第2期）
後期高齢者医療保険料（第2期）

介護保険料（第2期）

●問 国保年金課 ☎88・2641

●問 高齢者福祉課 ☎８８・２６２１
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認知症の人の状態に応じて必要なサービスが適切に提供
されるよう、認知症の人やその家族を対象とした相談に応
じたり、地域のネットワークづくりに関わるなど様々な場面
で活動します。

本市では、２団体「瀬戸市基幹型地域包括支援センター」
「瀬戸旭医師会」で活動しています。

“「認知症」ってよく聞くけれど、実際ど
んな暮らしをしているの？”という声をよく
聞きます。

本市では、認知症の人にやさしいまちづくりを目
指し、せとらカフェ（認知症カフェ）や啓発活動を
行っていますが、できれば、それらの活動に「誰も
が」気軽に参加できる社会になってほしい。

そのためには、もう一歩踏み込んで、“認知症の
人自身が、普段どのような想いを持って過ごして
いるか”を知っていただくことが大切です。

＊
ぜひ、人生の先輩たちの話を聞く感覚でお読み
いただけると嬉しいです。

認知症かもと
おもったら

●問 瀬戸市基幹型地域包括支援センター
☎８８・１２９４

●問 (一社)瀬戸旭医師会（もーやっこダイヤル）
☎２１・８８２２

認知症地域支援推進員
近並 友里
こんなみ  ゆうり

●問 高齢者福祉課
☎88・2626
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認知症が進行してると感じる。頭がはっきりし
なくて、社会の厄介者になった気になって。でも、
認知症同士だと、同じ事を何回話しても許され
るから気が楽だ。

自分は、今までやれていたことができなくなっ
てしまったなあ。

そういうことはあるよ。

認知症と言われた時「認知症かぁ…」って。意
味は分かるけど、「なるほど」って、納得はでき
なかったね。

失くしものをした時、真っ先に、家に来てた妹が
捨てたのかも？と疑ったんだ。結局、自分が別
のところに置いてたんだけれど…。人のせいに
してしまうのを、反省してるよ。きっと自分を守
るために怒ってしまうんだと思う。

そうだね。私は、認知症になって、妻が散歩に
誘ってくれるようになったよ。今は2人で歩ける
のが嬉しいね。

家族がいると安心するし、ほっとするよね。

認知症になってわかったこと

毎月第2金曜
午後1時30分～3時30分

日時

市役所１階
105会議室(要予約)

場所
本人交流会「おれんじドア・せと」

共通
事項

認知症介護家族交流会
場所 市役所１階１０４会議室 (当日受付)
次回のテーマ医師にいろいろ聞いてみよう
講師 黒川豊 医師

Aさん

Aさん

Cさん

認知症地域
支援推進員

Aさん

Bさん

Bさん

Dさん

Dさん

Aさん

認知症本人同士の交流会「おれんじドア・せ
と」に参加している方にインタビューしました。

●問 高齢者福祉課 ☎88・2626

妻と二人暮らし。
「おれんじドア・せ
と」の中心的存在。

息子と二人暮らし。
太極拳やカラオケ
等おでかけが好き。

Bさん

Dさん

妻と二人暮らし。３
度の飯より囲碁が
好き。

妻と二人暮らし。絵
画やピアノ、ハーモ
ニカなど、多趣味。

次回は
9/9(金)

Ｃさんは認知症と診断されていませんが、「だん
だん分からないことが増えた気がして心配」と
いうことで毎月参加していただいていますよね？

話をしたくて来てます。家でぼーっとしたりする
のが嫌で。どんな方がいらっしゃるか、毎月楽
しみですよ。

今は、太極拳をやることが楽しみですね。
あとは、友達とおしゃべりすることとカラオケ。
曲を覚えるのは大変だし、音痴だけどとっても
楽しいですよ。

やすらぎ会館のせとらカフェに行ってみたい。
行きたいところはいっぱいあるけど、一人では
行けないからなぁ。

実は先日、施設の体験入所をして、入る決心
をしたところなんだ。施設に入ることは、ネガ
ティブに考えてないよ。まだまだ人生を楽しみ
たいし。
引っ越し後も楽しみなことがありそうだ。

Cさん

Bさん

Cさん

Aさん

「おれんじドア・せと」について

いま楽しみなことやこれからのこと

認知症になってわかったこと

Aさん

Cさん

「おれんじドア・せと」について

写真とイラストはイメージです。
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あなたも認知症サポーターに

チームオレンジ
認知症の人や家族がもつ、困りごとなどの支援ニーズと、
「オレンジサポーター(※右図)」を結びつける活動です。
●個別活動：認知症の人が「やりたいこと、やってみた
いこと」をオレンジサポーターと一緒に行います。
●個別活動の他に  3つのプロジェクト  が活動中です。

認知症サポーターは、何か特別なことをするわけではあ
りません。講座で認知症を理解し、自分に関係があるこ
ととして認識する。そして、認知症の人や家族に優しい
気持ちで接する人が増えることを目指しています。

日時
場所
対象

認知症サポーター養成講座
１０月１２日（水）午後１時３０分～３時
八幡公民館
祖母懐連区・原山台・萩山台・
八幡台在住で初受講の方

※他地区の方は、近くの地域包括支援
センター(折込チラシ裏面)へ

認知症サポーターの証
「オレンジリング」

出張！せとらカフェ♪
認知症の普及啓発、認
知症についての講座、
コグニサイズ（認知症
予防運動）、口腔ダン
ス・ラップ「瀬戸の情熱」

脳にいいこと教えます！～認知症に備えましょう～
●問 基幹型地域包括支援センター☎88・1294
日時９月5日（月）午前９時30分～１１時３０分
場所日本調剤 瀬戸薬局 西追分町160

【 加齢による物忘れ 】
体験の一部を忘れる
朝ご飯に何を食べ

たか思い出せない

【認知症による記憶障害】
体験そのものを忘れる
朝ご飯を食べたこと自

体を忘れてしまう

•すぐ忘れる、新しいことが
覚えられない
•時間・場所・人が分から
なくなるなど

「もの忘れ」と「認知症」は違うの？

どんな症状がでるの？

まわりの人の
助けがあれば
よくなります

•時間・場所・人が分から
なくなるなど

中核症状
まわりの人の
助けがあれば
よくなります

行動心理
症状

•元気がなくなる
•「ものを盗まれた」と思い込む
•歩き回って道に迷うなど

脳の細胞が壊れること
で直接起こる症状

性格や環境、心の状態に
よって出る症状

オレンジガーデニング
認知症の啓発カラーであるオレンジ色の花を、まち
の各所に咲かせる全国的な活動です。

について知る
認知症とは、さまざまな原因により脳の働きが衰え
ることで生活に支障が出てくる状態のことです。若
年者も脳血管障害やアルツハイマー病などにより
認知症を発症することがあります。

認知症サポーターに登録

オレンジサポーター※
に登録

チームオレンジの
メンバーへ

9月に実施します

認 知 症

例 例

次
回
の
開
催

ステップアップ研修

認知症サポーターに登録

ステップアップ研修

認知症サポーター養成講座
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おいでんサロンの厚村さんにインタビュー

　啓発パネル展示 　図書コーナー

•陶生病院1階
市役所1階ATM前
9月1日(木)～30日(金)
•パルティせと3階
9月8日(木)～21日(水)

•BOOKSえみたすアピタ瀬戸店
  (アピタ瀬戸店2階)
•こみかるはうすバロー新瀬戸店
  （バロー新瀬戸店1階）
•瀬戸市立図書館
8月25日(木)～9月18日(日)

　家庭でできる！脳生き生きトレーニング
●問 高齢者福祉課 ☎88・2626
脳の活性化や機能維持のトレーニングで、
楽しく認知症予防を学んでみませんか。

９月７日（水）午後2時～4時
パルティせと４階マルチメディアルーム
市内在住６５歳以上と家族
無料
４０人（先着順）
●問の窓口か電話

日 時
場 所
対 象
参加費
定　員
申 込

おいでんサロン
「病院を訪れるついでに…」「今、認知症と診断を受けたがどう
したら…」というような人でもすぐに相談ができるサロンです。

日程
場所

毎月第２・４水曜 午前９時３０分～１１時３０分
瀬戸みどりのまち病院コミュニティーセンター

開設したばかりのここでは、認知症についての知識
はもちろん、生活の上で「聞きたい事・知りたかった
事」などについて、参加者が広く勉強できます。中に
は、参加者側からアドバイスが出たりと、自由な雰
囲気で何度でも来たくな
る場所を目指しています。
サポーターさんの知識向
上の場としても、認知症
予防のため、おしゃべり
の場としても、どなたでも
大歓迎です。

今年3月にスタートしました

　啓発パネル展示

•陶生病院
市役所
9月
•パルティせと
9月

世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
啓
発
イ
ベ
ン
ト

認知症地域支援推進員
瀬戸旭医師会 厚村 睦子

あつむら  ちかこ

啓
発
イ
ベ
ン
ト 昨年の様子

「やりたいこと・
やってみたいこと」を
一緒に叶えます

オレンジサポーターとおいでんサロン参加者の皆さん
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●9月の接種体制

12歳以上の方 12歳以上の方

・60歳以上の方
・18歳～59歳の基礎疾患を有
する方
・18歳～59歳の医療従事者等
や高齢者施設等従事者

なし 2回目接種から
5か月以上経過後

3回目接種から
5か月以上経過後

青山病院 市内医療機関 市内医療機関

ファイザー

※ファイザー社製ワクチンは、国から供給された在庫がなくなり次第終了

ファイザー、モデルナ ファイザー、モデルナ

対象

初回（1・2回目）接種 ３回目 ４回目

国は、新型コロナワクチン接種の事業期間を延長する方向で調整しています。
本市の今後の接種体制などは国の方針に合わせて、随時お知らせします。
９月の接種体制は以下のとおりです。 

詳細はこちら▶

接種間隔

接種場所

使用ワクチン

新型コロナワクチン接種について
●問 新型コロナワクチン接種コールセンター　☎56・0200

対　象 全世帯と事業者（官公署除く）
　　　　※手続きは必要なし

期　間 第４期（１０月請求分）～第６期（２月請求分）
※基本料金を超えた分と下水道使用料は対象外

●問 水道課 ☎８５・１２９７

原油・物価高対策で

●問 市コールセンター ☎88･2888
（平日 8：45～17：00）

下記の世帯へ1世帯あたり10万円給付します。

対象　※既受給者を除く

要申請

要返送

要返送

詳細は
こちら

5歳～11歳の方

なし

青山病院、あさいクリニック、
みずの坂こどもクリニック

小児用ファイザー

小児接種

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。
●購入した品物代金は自己負担です。

●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・ホームページで▶

提
出
期
限
間
近

注意　●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を。

❶令和３年度住民税非課税世帯
締切　9/30（金）　
対象（見込）の世帯に2月に確認書を送付済み

❷令和４年度住民税非課税世帯
締切　10/31（月）　
対象（見込）の世帯に7月から確認書を送付済み

❸家計急変世帯
締切　10/31（月）　
❶❷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、住民税非課税
となる水準以下の世帯　※事前に問い合わせを

8 9 月号



●問 市民課（予約専用電話） ☎８８・２８８２

午前８時３０分～午後５時１５分
（予約優先）

午後５時２０分～７時４０分
９月１３日（火）・２２日（木）
１０月１１日（火）・２７日（木）
午前８時３０分～午後５時
９月１７日（土）・２５日（日）
１０月８日（土）・２３日（日）
◎夜間・休日は要予約

予約専用電話・
右記サイトから▶

交付通知書・
右記サイトから▶

平 日

夜 間

休 日

予約方法

詳 細

●問 市民課 ☎88・2881

❶申請書のQRからスマホで申請 
　　　　申請書がない方は右記
　　　　サイトから請求可能➡

❷市役所１階市民課で申請
　持ち物 本人確認書類

❸出張申請サポート
　日時・場所　９月13日（火）
　アピタ瀬戸店：午前９時３０分～正午
　ドミー瀬戸菱野店：午後２時～４時３０分
　持ち物 ●本人確認書類
　　　　●個人番号(マイナンバー)カード

交付申請書
カードは申請から約1か月後に市役所でお渡し

マイナンバーカードのメリット

カードを
９月末までに
申請した人が
対象だよ

自宅からでも
簡単に

申請できるよ

顔写真が
ついているから
さまざまな場面で
活躍するよ

平日の早朝や夕方、
休日などの市役所が
開いてない日も
交付できるよ

●問 人事課 ☎88･2510

試験区分 
❶キャリア採用（行政実務・民間企業等経験者）
❷育児休業等代替任期付職員（採用候補者登録試
験）：任期以外は正規職員と同勤務条件。
　試験合格後、候補者に登録され、必要に応じて採
用されます。

募集職種
❶管理栄養士職、保育職
❷事務職、管理栄養士職、保健師職、保育職

試験日程 １０～１１月

採用・登録予定日 
❶１月１日～４月１日採用（原則）
❷令和５年４月１日登録予定（有効期間５年間）

申込期間
９月１日（木）午前８時３０分～
３０日（金）午後５時１５分

（通年・任期付）

市役所１階市民課では平日開庁日に申請サポートを行っています。

申請方法

※詳細は募集要項で
　（人事課、市ホームページで配布）

対面やオンラインでの
本人確認に利用可能

コンビニで住民票などの
証明書が交付可能

ふるさと納税の
確定申告手続きなども
オンラインで可能

最大20,000円分の
マイナポイントがもらえる

顔写真も
無料で
撮影するよ
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●問 政策推進課 ☎88・2500

●問 学校教育課 ☎88･2760

小中学校児童生徒や保護者、地域の代表の方、教職員
による投票で、デザインを選定しました。

ブレザーの良い点 
●寒暖の調節がしやすい
●活動がしやすい
●ジェンダーレス

※引き続き、詰襟学生服・
セーラー服も着用でき
ます。

※にじの丘中学校は、令和
2年度開校時からブレ
ザーを着用しています。

瀬戸市制施行93周年記念式典

令和５年度から

●問 健康課 ☎85・5090

HPV（子宮頸がん）

予防接種の積極的勧奨の差し控え期間に自費で任意
接種を受けた方に対して費用を助成します。

対　　象　平成９年４月２日～平成１７年４月１日生ま
れの女性（25～16歳）で❶～❹全てに該当する方
❶瀬戸市に住民票がある（令和4年4月1日時点）
❷定期接種の対象年齢で３回接種を完了していない
❸令和４年３月３１日までに国内でサーバリックスか
ガーダシルを任意接種した
❹キャッチアップ接種を受けていない

助 成 額　接種費用か１回１7,853円のどちらか低い
額。（領収書がない場合12,000円）

申込方法　令和７年３月３１日までに健康課窓口か郵
送で必要書類を提出

本市は昭和４年１０月１日に県下５番目の市として誕生
し、今年で９３周年を迎えます。

●市制施行９３周年記念式典
日　　時　１０月１日（土）午前１０時～
内　　容　記念式典、本市の発展に貢献された方の

表彰 など
視聴方法　
市ホームページ「市政情報」→「市の紹介」
→「瀬戸市制施行93周年記念」から
※後日、ダイジェスト版も掲載します。

詳細はホームページで▶

10月4日は陶器の日10月4日は陶器の日

瀬戸焼の楽しみ方のススメ vol.2

●問 ものづくり商業振興課 ☎88・2807

古代の日本では陶器を陶瓷（とうし）と呼んで
いました。昭和５９年（１９８４年）に日本陶磁器
卸商業協同組合連合会が陶瓷の陶（とう）を十
とし、瓷（し）を四となぞらえて、１０月４日を「陶
器の日」と制定しました。１０月の陶器の日に
は、お気に入りの器を楽しむ時間を作ってみま
せんか。
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●問 生活安全課 ☎８８・２６０1

組集合場所・一時（いっとき）集合場所
災害発生時に近隣同士が安否確認をする場所として、
組や町内会で決められている場所を確認しましょう。

指定緊急避難場所・指定避難場所
地震や風水害時の避難場所をホームペー
ジや広報せと５月号で確認しましょう。

分散避難のススメ
より快適な避難生活や感染症拡大防止のため、指
定避難所以外の避難場所や方法を検討しましょう。
●自宅が安全な場合、自宅に留まる「在宅避難」
●安全な場所に住む親戚や知人の家への避難　など

●問 危機管理課 ☎８８・２６００

高齢者の方へ　
●横断歩道を渡るときも、しっかり左右の確認を
●夕暮れ時、自宅付近での事故被害多発

運転者へ
●歩行者等を守る「思いやり運転」を忘れずに
●夕暮れ時、早めにライトの点灯を

ネットで通常5千円のシャンプーが初回500円で購
入できると広告があり注文した。後で、注文画面に
細かい文字で「5回継続購入」の記載があることに
気付き、事業者に解約したいと連絡したが、「5回継
続購入が条件だ」と言われ断られた。（60代男性）

アドバイス
「初回限定」など、お得感を強調し、気付きにくい場
所に購入条件が小さく表示されていることがありま
す。注文の前に、定期購入が条件になっていないか、
継続期間や支払総額を確認しましょう。
※「国民生活センターホームページ」より

●問 瀬戸警察署 ☎82･0110

尊い命を救うため、緊急性の低い救急要請や、タク
シー代わりに利用することはやめてください。
急な病気やけがで救急車を要請するか迷ったら？

救急車を呼ぶ目安に　
「Ｑ助」アプリが便利です▶

●問 消防本部総務課 ☎８５・０４３９

大規模な災害発生時には、災害情報
投稿サイトを開設します。災害状況を
写真や動画で情報提供してください。
【注意】
周囲の安全に配意し、
無理のない範囲で撮影を

心安全安 情報

サイトはこちらから▶

高齢者交通安全週間　9/14（水）～20（火）

●子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保
●夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの防止と飲酒
運転の根絶
●自転車の交通ルール遵守の徹底

秋の全国交通安全運動　9/21（水）～30（金）

9/9は救急の日、9/4～10は救急医療週間

●問 生活安全課 ☎88・2660

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P27の「相談窓口一覧」で確認を

困ったときはご連絡ください

消費
生活
相談
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特別支援教育

自ら考え・学び・生き抜く力を育む

支援が必要な子どもや保護者に、それぞれが抱える問題
や悩みを解消するための「相談活動」や「居場所づくり」
など、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援を
行い、将来の自立と社会参加を目指します。

誰もがお互いの個性を
尊重し、認め合い、支え合う
「共生社会」に向けて

第6回

学校教育課
☎88・2762

問

特別支援教育支援員によるサポート

小中学校に特別支援教育支援員を配置し、児童生徒一人ひと
りが円滑で充実した学校生活や学習活動ができるようサポート
を行っています。
支援員は、研修会を通して、ケース検討や情報交換を行い、
日々のサポートに活かしています。

通級指導教室

通常の学級に在籍している児童生
徒に、それぞれの困りごとや課題に
応じた特別の指導を行う教室です。

担当教師が一人ひとりの子どもの
特性に合わせた指導を継続し、子
どもの自立を促していきます。

医療的ケア（のぞみ学園・特別支援学校）

医療措置を必要とする子どもたちが、安心
安全に学校生活等が送れるよう、看護師に
よる医療的ケアを実施しています。

市立の特別支援学校（通称：さくらんぼ学園）
本市では、肢体不自由の児童生徒の通学等の就学環境の
改善、ノーマライゼーションの理念に基づく教育の実現のため、
平成22年に市立の特別支援学校を設立しました。
特別支援学校では、小学部から高等部までの一貫教育により、
一人ひとりの障害の状況や能力に応じた教育を行っています。

さくらんぼ学園
★ノーマライゼーション…社会的弱者とされる人を特別視せず、社会
生活を共にすることが望ましいという考え方

★医療的ケア…
主治医の指示に基づき、吸引・経管栄養・
導尿の3つの行為を基本として行うケア

さくらんぼ学園の小学部
と萩山小の児童が交流・
共同学習しました
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「障害者の権利に関する条約」に基づき、
障害のある子どもが他の子どもと平等に
教育を受けるため、環境整備を充実させ
たり、教育機器を導入したりしています。

大学や地域との連携 愛知県立大学（❶）や大学コンソーシアムせと（❷）、NPO団体や地域等（❸）と
連携し、特別支援教育のさらなる充実を図っています。

❶特別支援教育リーダー養成プログラム
小中・特別支援学校、幼稚園、保育園等の教員、保育
士を対象に、年10回程度の講座を行っています。
知識向上やケース検討などを行うプログラムを通し
て、特別支援教育のリーダーとして活躍できる人材を
養成しています。

❷小中学校の教員への巡回相談
臨床心理等専攻の大学教授や関係職員が学校
を巡回し、教員とともに、どのような教育環境が最
適か検討しています。教員、保育士等が参加する
ことで、幼児期から学齢期の切れ目ない支援を目
指しています。

★大学コンソーシアムせと…本市と近隣6大学との
協働による地域貢献を目的とした組織

ボッチャ講習会

教育における合理的配慮

❸障害者の生涯学習プログラムの開発
学校卒業後も、地域で教育や文化、スポーツなどに
親しむことができるようにNPO団体・地域・大学等と
瀬戸市が連携し、障害者の生涯学習の在り方を検討
しています。

昨年の様子・詳細
はこちらから▶

児童はイヤホンで聞きながら
授業を受けています

集音する機器
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青の広場
（民吉像公開制作）

場所

せともの祭は江戸時代に磁器の製法を九州で学び、瀬戸に伝えた磁祖加藤民吉翁の遺徳をたたえる産業祭として昭
和７年に開催され、今年で91回を迎えます。
瀬戸川沿いに約150軒もの陶磁器店が並ぶ「せともの大廉売市」は、全国最大級の規模で、全国からたくさんの人出
でにぎわいます。今年は、磁祖加藤民吉に関する各種催し物があります。

磁祖加藤民吉生誕２５０年記念

9

名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」周辺および瀬戸市一円
※お出かけには公共交通機関をご利用ください。

第９１回
●問 大せともの祭協賛会（瀬戸商工会議所内）☎８２・３１２３、瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 ☎８５・２７３０

１０日●土 午前９時～午後６時
１１日●日 午前９時～午後５時３０分 ●磁祖加藤民吉像公開制作

１０日●土・１１日●日
午前10時～午後5時
●磁祖加藤民吉の足跡を
　辿るパネル展示
●瀬戸染付焼の展示・販売
１０日●土 午前９時～午後６時
１１日●日 午前９時～午後５時３０分
●染付ワークショップ
１０日●土・１１日●日
午前10時～午後3時まで当日受付
各日6回 各回16人
五寸皿（約１５cm）/５００円
作品は焼成後、後日お渡しか郵送（有料）

その他のイベント詳細はこちら

せともの大廉売市 青の広場

子どもたちによる世界に一つだけの作品を販売
●水無瀬中学校 廉売市
１０日●土 午前9時～午後5時
●水野小学校陶芸部 手づくり市
１０日●土 午前9時～午後6時
１１日●日 午前9時～午後5時30分

１０日●土 午前9時～午後5時
１１日●日 午前9時～午後4時

瀬戸蔵屋外広場

１０日●土・１１日●日 午前９時～午後５時
瀬戸蔵４階 多目的ホール
市内小中特別支援学校児童生徒の陶芸作品約１５０
点展示。天草市（交流連携都市）、甲賀市・丹波篠山
市・備前市（日本六古窯の産地）の児童の陶芸作品
もあわせて展示。

第９０回
瀬戸市小中学校子ども陶芸展

１０日●土・１１日●日
午前９時～午後５時
観光PRと物産販売。窯神
橋ステージ、瀬戸蔵つば
きホールでステージを行
います。

熊本県天草市・長洲町・
御船町・熊本県大阪事務所
ＰＲブース

１０日●土 午後６時３０分～６時４５分
（荒天の場合は１１日（日）午後６時～６時１５分）
※会場での見物による密を防ぐため、ご自宅等からの鑑賞をお願いします。

花火打上げ 場所：権現山

10 土 11日

地元小中学校せともの廉売市

県立瀬戸工科高等学校
せともの祭！チャレンジフェスタ

くまモン
©2010熊本県くまモン
協力：熊本県大阪事務所

ふねまる
熊本県御船町

せとちゃん

ふれきんちゃん
熊本県長洲町
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タクシーのりば

バス停留所

信号交差点

インフォメーションコーナー

駐車禁止

矢印方向のみ進行可

会場までの徒歩時間

一般車両無料駐車場
10日・11日両日とも
8：30に開錠し２0：00に施錠します。
※小・中学校の駐車場は、雨天時は使用できません。
※旧本山中学校は駐車場として利用できません。

車両通行禁止
（10日７：００～19：45/11日8：００～２0：00）

車両通行禁止
（10日７：００～11日２0：００）

車両進入禁止
（10日６：００～11日２0：00）

【15分】 

交通規制・駐車場案内図
路上駐車絶対禁止 駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。

バスに関するお問い合わせ 名鉄バス 名古屋営業所 ☎0561・62・7677
瀬戸市コミュニティバス 瀬戸自動車運送 ☎0120・70・3745
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s e t o m o n o - m a t s u r i

今年は３年ぶりの「せともの祭」。陶磁器のお店がたくさ
ん並ぶのはもちろん、花火に露店に出し物に…と楽し
いことが盛りだくさん。
そんなせともの祭の前に「知っていると１０倍楽しめる」
豆知識を皆さんに紹介します。

せともの祭生中継
9/10(土)

午前10時～11時
グリーンシティ
ケーブルテレビ
「モリアワセ」
そらまめ12ch

天草市公式
YouTube

「天草Cityチャンネル」

熊本県天草市でも
せともの祭を放送

豆知識も踏まえて、
お祭りを楽しんで
くださいね。

せともの祭は、磁祖加藤民吉が、瀬戸染付焼の
完成を神に感謝するための遙拝所として建立し
た窯神社で行っていた祭礼を原点としています。
大正5年(1915)から、当時の「瀬戸町」全体の祭
りとして行うことが決まり、昭和7年(1932)に窯
神祭の催物として廉売市が行われるようになって
から、「せともの祭」の名称が使われはじめました。

せともの祭は今年で91回目です。

せともの祭はその規模から「全国最大級」とも言われています。
「日本三大陶器祭り」の一つとしても数えられるくらい全国有数の
有名なお祭りだと思うと、ちょっと誇らしい気持ちになりますよね。

「日本三大陶器祭り」の残り二つは佐賀県「有田陶器市」と岐
阜県「土岐美濃焼まつり」です。

「せともの祭には、加藤民吉が九州に残してきた妻子の涙の雨が
降る」という言い伝え、実は「九州に残してきた妻子」というのは間
違った情報です。昭和初期に上演された歌舞伎の物語がそのまま
本当のことのように信じられてしまったようです。
では、実際にせともの祭で雨が降っているのか調べてみました。

年月 1日目（土） 2日目（日）

9/14･15

9/8･9

9/9･10

9/10･11

9/12･13

2019/

2018/

2017/

2016/

2015/

第88回

第87回

第86回

第85回

第84回

過去5回だと雨の日の方が少ないですね。

●問シティプロモーション課 ☎88・2658

よう  はいじょ

知っていると10倍楽しめる

“磁祖加藤民吉って誰だっけ？“
という方はこちらで復習s e t o m o n o - m a t s u r i

ん並ぶのはもちろん、花火に露店に出し物に…と楽し
いことが盛りだくさん。
そんなせともの祭の前に「知っていると１０倍楽しめる」
豆知識を皆さんに紹介します。

せともの祭は、磁祖加藤民吉が、瀬戸染付焼の
完成を神に感謝するための遙拝所として建立し
た窯神社で行っていた祭礼を原点としています。
大正5年(1915)から、当時の「瀬戸町」全体の祭
りとして行うことが決まり、昭和7年(1932)に窯
神祭の催物として廉売市が行われるようになって
から、「せともの祭」の名称が使われはじめました。

せともの祭は今年で91回目です。

せともの祭はその規模から「全国最大級」とも言われています。
「日本三大陶器祭り」の一つとしても数えられるくらい全国有数の
有名なお祭りだと思うと、ちょっと誇らしい気持ちになりますよね。

「日本三大陶器祭り」の残り二つは佐賀県「有田陶器市」と岐
阜県「土岐美濃焼まつり」です。

●●問●シティプロモーション課 ☎88・2658

よう  はいじょ

知 める

“磁祖加藤民吉って誰だっけ？“
という方はこちらで復習
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瀬戸の「磁祖」加藤民吉が修業した天草・高浜の庄屋「上田家」が
やきもの作りを始めた歴史を紹介します。上田家のやきものの歴史

上田資料館

なぜ上田家はやきものを作り始めたのか

Amakusa City information 交流
連携
都市 熊本県天草市

熊本県天草市とは、令和3年10月1日に協定
を締結し、やきもの(陶磁器)等を通した交流
など連携・協力しています。

天草市天草町高浜南723

交流連携協定

第18回天草大陶磁器展
「AMAKUSA CERAMIC ART 2022」

高浜焼の開始期から明治32（1899）年に
いったん終了するまでの代表的な作品や資
料が展示されています。
上田家がやきもの作りに奮闘していた様子
や当時の磁器の流行の移り変わり、やきもの
作りに携わっていた人たちの生活を知ること
ができます。
●問 上田資料館 ☎0969・42・1115
※訪問する際は事前に電話してください。

天草島内、熊本県内の伝統的窯元をはじめ、
全国の約90の窯元が天草に集結します。

11月２日(水)～６日(日)
午前９時30分～午後５時
天草市民センター（天草市東町３）

日時

場所
※新型コロナウイルスの感染状況により内容の変更・中止の場合あり

天草・高浜で初めて陶石が発見されたのは古代・中世の
頃です。初めは、砥石として使われていましたが、近世に
入り、高浜で庄屋をしていた上田家の６代目「上田傳五
右衛門」が、裕福ではなかった高浜の人たちが農業や漁
業以外で安定した収入が得られるようにと、宝暦12
（1762）年に高浜焼としてやきもの作りを始めました。天
草陶石は粘土などを混ぜずに単体で磁器を作ることが
できるため、比較的作りやすかったことが理由の１つと考
えられています。

でん  ご

え     もん

●問 天草陶磁器の島づくり協議会（天草市役所産業政策課内）☎0969・32・6786

上田家住宅（国登録有形文化財）
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招き猫まつり限定の特別ラ
ンチを、参加店舗が販売。
ご注文の方に、「陶製招き猫
弁当箱」をプレゼント。（各店
数量限定）
場所 市内参加店舗（5店舗）

招き猫うちわ（よねやまりゅう氏*デザイン）
にスタンプを押して、会場を巡ろう。
全6か所中、4か所以上のスタンプを集め、招き猫
グッズが必ずもらえる福引きにチャレンジ。

明治30年代に日本で最初に磁器による招き猫の
量産をはじめ、100余年に及ぶ招き猫の歴史があ
る瀬戸で、平成８年から始まりました。

※新型コロナ感染状況により、内容変更・中止の場
合があります。

※パルティせとや瀬戸蔵での「招き猫メイク」は実
施しません。

9.24 土 25日

10:00～17:00

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
☎85･2730

問

瀬 戸 蔵
●にっぽん招き猫
　100人展
全国から集結した創作招き猫
作品100点が、「日本招き猫大
賞」の栄冠をかけて堂々とお目
見え。お気に入りの作品を見つ
けて投票しよう。
場所 瀬戸蔵４階 多目的ホール

●招き猫マスクシール(１００円 マスク付き)
シールをマスクに貼って
市内を巡ろう。
販売場所 瀬戸蔵１階 ほか

●瀬戸蔵にゃんこステージ
なりきり招き猫ショーなど楽しい企画が盛りだくさん。
時間 午後１時～４時　　場所 瀬戸蔵屋外広場

●100人展アートマーケット
にっぽん招き猫100人展出展作家によるオリジナル招き
猫作品の展示販売。
場所 文化センター文化交流館

●日本招き猫大賞作家展
　「異形の猫たち」
*前回の日本招き猫大賞作家・
よねやまりゅう氏の個展
場所 新世紀工芸館展示棟

招き猫うちわ
　   スタンプラリー

de 各日限
定

500枚
〈30

0円〉

福 々 ラ ン チ

始 発 9：30発　 最 終 17：00発
(約10分間隔で運行)

※時刻表は各停留所でご確認を。

くわしくはイベントチラシかホームページで

無料回遊バス
「せとらんぜ号」

瀬戸蔵
（正面入口前）

文化センター
（ロータリー）

新 世 紀 工 芸 館

この他、銀座通り・せと末広町・中央通商店街、
品野エリアなどでも催しがいっぱいです。

文 化 セ ン タ ー
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開
催
内
容

●千客万来招き猫マルシェ
●ヨーヨー釣り、射的、輪投げ
●美容専門学生などによる招き猫メイク（有料）

ニコニコ広場特設ステージ

●問 せと末広町商店街振興組合 ☎８２・３592 ●問ノベルティ･こども創造館 ☎88・2668

日　時
時 間
場　所

9月23日（金・祝）～25日（日）
午前10時～午後5時
せと末広町商店街

※市民イベントは観光協会企画事業委員会が審査・認定しています。

アニメ雑誌「アニメージュ」誌上に連載されていた宮崎駿の同名
漫画の映画化。宮崎監督自身が、監督、脚本を務めた。高度な産
業文明を破壊させた「火の七日間」と呼ばれる大戦争から1000
年。人類は、巨大な虫や、毒の森・腐海に脅かされながら生きて
いた。辺境の小国「風の谷」の族長の娘ナウシカは、人間同士の
争いに巻き込まれていく。

声優キャスト  島本須美、納谷悟朗、松田洋治、永井一郎、榊原良子、家弓家正 ほか

風の谷のナウシカ

●問 瀬戸蔵 ☎９７･１５５５

日　時 10月10日（月･祝）
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 9月15日（木）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
　　　※9/15（木）は午前8時30分から整理券を配布

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

●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

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

©2001 Studio Ghibli・NDDTM

23日（金・祝）・24日（土）
市内小・中・高校の吹奏楽、ギター部
25日（日）地元バンドなど

出
演
者

敬老の日ワークショップ
ねんどで顔・かお
日　時

対 象
定 員

９/１９（月・祝）
①午前１０時３０分～１１時３０分
②午後２時～３時
どなたでも（未就学児は保護者同伴）
各回５人（先着順）　参加費５００円

日　時

対 象
定 員

９/２３（金・祝）
①午前10時30分～11時30分
②午後2時～3時
小学生以上
各回６人（先着順）　参加費 500円

ねんどで
ゆめかわミニあんどん

申込方法
9/2（金）午前10時～ホームページで
※いずれも作品は当日持ち帰り
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里
山
の
木
で
つ
く
る
暮
ら
し
の
道
具

イベント名

自然ウォッチング
9/4、10/2、11/6、
12/4（全4回・日曜）
9：30～14：00

申込不要
対象 小学生以上
　　（小学生保護者同伴）
参加費 100円

電話・FAX・メール
締切：実施日の14日前
　　（抽選）

電話・FAX・メール
随時申込可

中学生以上
参加費 2,000円/年
場所 あいち海上の森センター２階
※材料費など追加徴収あり

小学生1～4年生
（保護者同伴）
参加費 200円

9/14～3/22
水・日開催

（詳細はホームページで）

10/9・12/11
（全2回・日曜）森であそぼ

木工芸教室

日程 対象・参加費 申込

場　所 海上の森
●問ＮPO法人海上の森の会  ☎・FAX 21・9298 （火～金曜 午前9時～正午）
morinokai2004@kxa.biglobe.ne.jp

イベント名

きのこ観察会

毘沙門山見学ツアー

標石を探そうツアー

巣箱作成会

野鳥観察会

ジビエを学ぶ会

10/16(日)

11/20(日)

12/4(日)

1/15（日）

2/19(日)

3/19(日)

時間 午前9時～正午
対象 一般
参加費 500円

日程 時間・対象・参加費 申込

場　所 東京大学赤津研究林  他●問シデコブシの会  ☎080・6398・0894 （坂井）

●問 グリーンウッドワーク・ラボ  （　contact@gwwlab.com）

イベント名

箸づくり

10/15（土）
22（土）

高校生以上 参加費 1,000円

小学生以上（親子可）
参加費 1,000円

スプーンづくり

11/12（土）
19（土）

1/21（土）
22（日）
28（土）

午前10時

～

午後5時

定員 10人12/17（土）

器づくり

削りもの
（クリスマスツリー）

スツールづくり

日程 時間 対象・参加費 申込

場　所 あいち海上の森センター

高校生以上 参加費 2,000円

高校生以上 参加費 3,000円

ホームページで

締切 実施日の2週間前

9/17（土） 申込フォームで

約1か月前から
（抽選）
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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。

企画展
秋の灯りとくつろぎのうつわ展
●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１

８月２７日（土）～１１月６日（日）
午前１０時～午後６時（最終日午後４時まで）
新世紀工芸館交流棟２階 ギャラリー
陶芸作家19名、ガラス工芸作家9名
火曜

期 間
時 間
場 所
出品作家
休 館 日

瀬戸染付体験教室
●問 瀬戸染付工芸館 ☎８９・６００１

黒いタイル１枚（約１５㎝）に金彩、銀彩で絵付
けをしましょう。

９月１７日（土）　
①午前１０時～ ②午後２時～ （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）
１,１００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「９月１７日教

室応募」とし、①希望日時②住所③氏名④電話番
号⑤２人目の住所・氏名を記入 ※付添の記名不要

〒489-0829 西郷町９８ 瀬戸染付工芸
館「９月１７日教室」係

９/６(火)（必着）
９/８（木）（発送）

※作品は焼成し、
　後日引き渡し

日 　 時

場 所
対 象
参 加 費
定 員
申込方法

送 付 先

締 切
抽選結果

●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１

１０月２日（日）・１６日（日）
①午前１０時～正午 ②午後２時～４時
新世紀工芸館
小学生以上（８歳以下保護者同伴）
５２０円（当日支払い）
各回６人（先着順）
９/１7（土）午前１０時～電話

日 時

場 所
対 象
参 加 費
定 員
申込方法

金彩銀彩で！絵付け体験

つばきホール舞台を30分単位で貸し出します。
個人練習などにご利用ください。

●問 瀬戸蔵 ☎９７･１５５５

9月14日(水)・17日(土)午後6時～9時10分
9月18日(日)午前9時30分～午後4時35分
瀬戸蔵２階つばきホール
どなたでも可。1グループ月1回
１単位（30分）1,500円　※3単位まで

スタインウェイグランドピアノと音響反射板利用料を含む
窓口・電話　※当日可
午前9時30分～午後9時30分
9/26（月）

日 時

場 所
対 象
参 加 費

申込方法
受付時間
休 館 日

てがるにホール体験
～舞台の上って気持ちいい～

くつろぎの時間を演出する灯りや酒器、香り
や喫茶に関する作品を展示・販売します。

sometsuke@gctv.ne.jp

角皿（１枚）に呉須という絵具で、絵付します。
ご　す

詳細や予約空き状況はこちら→
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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。

　　 戦時下のせとやきと
石炭窯
●問 文化課 ☎８４・１７４０　FAX 85・0415

市内石炭窯の見学と戦時下の瀬戸のやきも
のの企画展を見学します。

１１月６日（日） 午前9時～11時３０分
愛知県陶磁美術館 大駐車場
２０人（抽選）
QRコード・
電話・FAX
９月１日（木）～
１０月18日（火）
１０月２１日（金）

日 時
集合場所
定 員
申込方法

申込期間

抽選結果

ふれあい吟行会 参加者募集
●問 瀬戸市文化振興財団 ☎８４・１０９３

岩屋堂と浄源寺に出かけ、俳句・短歌・川柳
の創作、発表を行います（後日作品集を発刊
し、送付します）。

９月２２日（木）
午前10時～午後０時３０分頃
岩屋堂と浄源寺　※岩屋堂駐車場で集合・解散
3００円（作品集代など）※当日支払い
１０人程度（抽選）
はがきで全員（１枚に３人まで）の①住所②
氏名③電話番号④年齢を記入※複数人の
場合は代表者名の横に「代表」と記入
〒４８９-０８８４ 西茨町１１３-３ （公財）瀬戸
市文化振興財団「吟行会参加希望」宛
９月９日（金）（必着）

※後日、参加可否を郵送で連
絡します。

日 時

場 所
参 加 費
定 員
申込方法

送 付 先

締 切

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

株 式 会 社 C R A株 式 会 社 バ リ ュ ー ＨＲ

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

当日は、市内石炭窯を見学
（写真はイメージ）
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申　込 観光協会ホームページから申込専用ペー
ジにアクセスし、申し込み

参加費 無料
定　員 各回１８人（抽選）
申込期限 ９/２６（月）

こどもインフォメーション

パソコンの基本操作を覚えながら、描いた絵が動く
ゲームでプログラミングの基礎を学習します。

日　時 １０月９日・１６日 （全２回・日曜）
 午前１０時３０分～午後２時３０分
対　象 小学１～３年生　　参加費 2００円
定　員 １０人　　締　切 ９/２９（木）

申込方法 DRPCホームページ
申込多数の場合は抽選後、
受講可否をメールします。

●問 デジタルリサーチパークセンター
☎87・3100

micro:bitを使い、様々な工作も交えて、プログラ
ミングとITを活用したモノづくりを行います。

日　時 １０月２３日（日）
 午前１０時～午後４時
対　象 中学生　　参加費 ２,378円
定　員 １０人　　締　切 １０/１３（木）

Javaを使って、本格的なテキストプログラミングの
基礎を学びます。

日　時 １０月２２日～１２月２４日 （全９回・土曜）
　　　 午前１０時～正午 ※11/12を除く
対　象 小学４年生～中学生　　参加費 50０円
定　員 １０人　　締　切 １０/１２（水）

LEGOロボットを組み立てて動かしてみましょう。

日　時 １０月１５日（土）
 午前１０時３０分～午後２時３０分
対　象 小学１～３年生　　参加費 ２００円
定　員 10人　　締　切 １０/５（水）

日　時 A 10/22（土）・23（日）
 B 10/29（土）・30（日）
 2日間とも午前10時～午後５時
 ※宿泊はしません

場　所 瀬戸蔵
内　容 可変機構を学びながらレスキューロボット

を組み立て、特別なコースを走らせます。
講　師 瀬戸蔵ロボットアカデミー  ロボ太郎先生
　　　 （愛知工業大学 西山禎泰 客員講師）
　　　 愛知工業大学の学生の皆さん
参加条件 ・市内在住か在学の小学３～６年生
 ・過去の「ロボットキャンプ」に未参加者
 ・ AかBの土日２日間の参加ができる方

２日間、ものづくりやロボットについてじっくり楽しく学び、チャレンジすることで、子どもたちの連帯感が芽生え、
創造力が広がる特別なワークショップです。

瀬戸市ふるさと応援寄附金事業

●問 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 ☎85・2730

瀬戸市まるっと

詳細・申込は
こちらから

詳細・申込は
こちらから
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9月11日（日）・24日（土）
9：00～12:00、 14：00～15:30
　　　　各回10人　
（多数の場合、1時間交代）

親子で学ぶ自転車乗り方教室
10月1日（土）１3：４５～１5：45
※雨天、路面が濡れている場合、
　暑さ指数「28」を越えた場合は中止
　　　　　 5組
持ち物 ヘルメット、手袋、膝あて、水筒

育児講座
「パパと遊ぼう！パパと笑おう！」

10月23日（日）10：00～11：30
～  　　 10組

※年中以下託児あり（９人まで）
小3までの親子長

育児講座「どうぶつのお医者
さんと学ぶいのちのおはなし」

5

9月21日（水）１０：４５～１１：１５
5組乳

9月２4日（土）１０：４５～１２：００
　　　 10人

9月17日（土）１０：４５～１２：００
10人

10月1日（土）
１０：４５～１２：００
　　　 10人

9月１0日（土）
１０：４５～１２：００
　　　　　 10人

9月２2日（木）
１１：１０～１１：３０
5組

9月２6日（月）
１０：４５～１1：15
5組

9月生まれ誕生会

育児講座「子どもの“楽しい！”が見つかる講座～大人も一緒に
楽しむヒケツ～」

8

10月21日（金）・11月18日（金）・12月16日（金）【３回連続】
10：00～11：30　　 10人  託児あり（12人まで）
※3回とも出席できる方を優先

小 18歳～

お絵かきあそび2

9月15日（木）
9：30～、10:00～、
10：30～、11：00～
参加費 100円       各回7組乳 幼

6

●問 せとっ子ファミリー交流館 ☎87・3636 (休館 月曜)

申込方法 市ホームページ
申込開始は各日9：30～  ※ は申込不要

は抽選  8/26(金)～9/30(金)87

～　は先着順  9/3（土）～当日の2日前まで2 6

1

乳…乳児と保護者
※市内在住者のみ

…小学生 …18歳…幼児と保護者 …年長幼 小 …中学生中 …高校生高 18歳長対
象

●問 交通児童遊園 ☎４８･２３５０（休園 火曜）

乳

乳

8
俳句教室

小 18歳～

申込方法
開催日１週間前の９：００～
窓口・電話（先着順）

4ふくちゃんと遊ぼう
　（腹話術）

小

3

スタッフと遊ぼう
『アルミホイルで遊ぼう』
2折り紙教室『コアラ』1

小幼 18歳～
イベント詳細はこちらから

パパとちょこっとタイム
「ふれあい遊び（新聞紙遊び）」
3

9月25日（日）
10：00～11：30
　　　 10組乳幼児父子

10月1日（土）
9：15～、11:00～、13：15～、
15：00～（各1時間15分）
参加費 300円         各回20組乳 幼 小

卓球あそび41

パパとちょこっとタイム
「しゃぼん玉」
7

10月16日（日）
10：00～11：30
           15組乳幼児～小学生父子

乳幼児保護者★　　　　 …母、父、祖母、祖父が参加できます。

子育て談笑『兄弟関係』

小 18歳～

編み物教室

小学生と保護者

乳幼児保護者

イベント詳細・申込はこちら

6 7

5

＊

育児講座「親が学ぶ幼児期
からの運動遊び」

4

10月4日（火）10：00～11：30
★　　 15人
託児あり（12人まで） ※保護者向け講座
乳幼児保護者

10月29日（土）
10：00～11：30
　　　 10組0～2歳児の父子

A
は抽選　8/26（金）～9/12（月）A
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妊婦母子健康手帳交付

ミニママ教室

毎週金曜
（祝日を除く）
9：30～10：30
毎週金曜

（祝日を除く）
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。

乳幼児健康相談
9月26日(月)
10月31日(月)
9：00～11：00

乳幼児と保護者

9月13日(火)
10月25日(火)
14：00～15：30

9月14日(水)
10月12日(水)
10：00～11：00

（受付10：00～10：15）

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

9･10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 対 象／定 員

9月10日(土)
9：30～正午
（受付15分前）

マタニティ教室

ミニマタニティ教室

妊婦（中期～後期）
/各回9組10月8日(土)

A 9：30～10：30
B11：00～12：０0
（受付15分前）

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。ホームページで確認を

予
防
接
種

個別に通知　
ホームページで
確認を

BCG（集団接種）
9月26日（月）
10月24日（月）
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

母
子
保
健

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

ホームページ申 込
母子健康手帳、
バスタオル（2歳未満児）

１か月前から

持ち物

予 約

対 象

１か月前から
ホームページ申 込

予 約

電話申 込
前日まで

母子健康手帳、
筆記用具、ハンドタオル

※ミニマタニティは助産師講話なし

持ち物

予 約

予 約

持
ち
物

１か月前～１週間前予 約
ホームページ申 込

こどもインフォメーション

内 容／予 約

 ふ じ 　た　　 ゆ う  だ い

藤田 雄大くん

覚えたてのあんよでよちよち
歩き回る姿にパパもママも
癒されてるよ♪いつも笑顔で
明るい雄大が大好きだよ！

10か月／東洞町

  こ ん  ど う　  そ う  い ち  ろ う

近藤 蒼一郎くん

歌や踊りが大好きな蒼くん♪
これからも一緒にたくさん
歌って踊ろうね♡

2歳／東赤重町

 う ち　や ま　　 と　　あ

内山 澄碧くん

パトカーや救急車、サイレン
カーが大好きなとあくん！いつも
ニコニコでかわいい笑顔に癒
されてるよ☆これからも元気に
すくすく大きくな～れ！大好き！！

2歳／苗場町

  い し   づ か　 あ や

石塚 絢ちゃん

お喋り大好きでいつもニコ
ニコ！ ご飯も残さず全部
食べるよ！これからも家族
みんなで楽しく過ごそうね♪

6か月／川西町
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新着本のご案内

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 FAX 85・2651
toshokan@city.seto.lg.jp

開館 全日（午前９時～午後７時）

高校生ビブリオバトル2022
発表者募集

高校生ビブリオバトル2022
発表者募集

長谷川あかり／さく　大日本図書

たぬき先生の診察室。ながーい首がからまった、ろく
ろっくびがやってきた。おしゃれなくびスタイルをた
めしていたんですって。次から
次にようかいたちがたぬき先生
のもとへ。
読み聞かせ、ひとり読みにもおす
すめのユーモラスな絵本です。

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）
　　※ただし、品野台小学校は9/17臨時休館

さつまいも ........ 中２本（４００ｇ）
きゅうり........... 小１/２本（４０ｇ）
ハム ..................................４枚
ちりめんじゃこ... 大さじ４（１６ｇ）
マヨネーズ .................. 大さじ４

材料（４人分）

❶さつまいもは皮をむいて１㎝の角切りにし、水にさらしておく。

❷きゅうりは輪切りにする。

❸ハムは１㎝の色紙切りにする。

❹鍋にさつまいもを入れて、さつまいもがかぶるくらいの水を入れてゆでる。

❺さつまいもがやわらかくなったら、ちりめんじゃこを入れてさっと火を通し、

水気を切る。

❻さつまいも、きゅうり、ハム、ちりめんじゃこをマヨネーズであえる。

作り方

●問 学校給食センター ☎48・7600

9月応募料理

ポイント ちりめんじゃこから味が出るので、味付けはマヨネーズだけで十分おいしいです。
きゅうりの代わりにさやいんげんを使ったり、大豆を加えたりして、アレンジもできます。

※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

ほっこりマヨサラダ
水無瀬中学校 鬼頭 優子 様
み   な せ き とう ゆう こ

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。

※新型コロナ感染拡大防止のため、
当面の間読み聞かせは中止。
臨時休館はホームページで

特別整理休館日 9/19（月・祝）～28（水）
※情報ライブラリー・地域図書館も閉館

発表者がお気に入りの本をプレゼンし、
どの本が一番読みたくなったかを全
員の投票で選ぶ書評ゲームです。

日時１０月３０日（日）午後２時～３時３０分
　　 ※当日ＹｏｕＴｕｂｅ配信あり
場所 パルティせと４階 マルチメディアルーム
対象 市内在住・在学高校生  定員５人程度（抽選）
申込ＦＡＸ・Ｅメールで ①住所②氏名（ふりがな）

③学校名④学年⑤電話番号⑥発表本
（タイトル・著者名・出版社名）を記入

締切１０/５（水）※発表者に参加賞と参加証明書あり
【特別審査員】
作家：青山美智子さん  瀬戸西高校出身
（『赤と青とエスキース』2022年本屋大賞第2位）
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★正午~午後1時は昼休み ※19日（月）・23日（金）は祝日
【注意】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変更・中止となる場合があります。

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） ７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 ２日(金)・１６日(金) 市役所（1階案内）

で当日受付人権相談（予約優先） １４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） ８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 ２６日（月） 愛知県行政書士会東名支部
☎84・8484（金林）

不動産相談 １５日（木） 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）、
４日（日）・１７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） １４日(水）・２８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：２日・９日・１６日
火曜：２０日・２７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 7日(水)・２1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
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）６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） 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） 9日(金）

午後1時30分～3時30分
市役所（1階104会議室）

高齢者福祉課 ☎88・2626
認知症相談（本人会） 9日(金） ※要予約 市役所（1階105会議室）
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 
※21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）

7日（水）、21日（水）
23日（金・祝）、28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9月

新着本のご案内

図書館からのお知らせ ●問 図書館 ☎82・2202 FAX 85・2651
toshokan@city.seto.lg.jp

開館 全日（午前９時～午後７時）

高校生ビブリオバトル2022
発表者募集

長谷川あかり／さく　大日本図書

たぬき先生の診察室。ながーい首がからまった、ろく
ろっくびがやってきた。おしゃれなくびスタイルをた
めしていたんですって。次から
次にようかいたちがたぬき先生
のもとへ。
読み聞かせ、ひとり読みにもおす
すめのユーモラスな絵本です。

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）
　　※ただし、品野台小学校は9/17臨時休館

さつまいも ........ 中２本（４００ｇ）
きゅうり........... 小１/２本（４０ｇ）
ハム ..................................４枚
ちりめんじゃこ... 大さじ４（１６ｇ）
マヨネーズ .................. 大さじ４

材料（４人分）

❶さつまいもは皮をむいて１㎝の角切りにし、水にさらしておく。

❷きゅうりは輪切りにする。

❸ハムは１㎝の色紙切りにする。

❹鍋にさつまいもを入れて、さつまいもがかぶるくらいの水を入れてゆでる。

❺さつまいもがやわらかくなったら、ちりめんじゃこを入れてさっと火を通し、

水気を切る。

❻さつまいも、きゅうり、ハム、ちりめんじゃこをマヨネーズであえる。

作り方

●問 学校給食センター ☎48・7600

9月応募料理

ポイント ちりめんじゃこから味が出るので、味付けはマヨネーズだけで十分おいしいです。
きゅうりの代わりにさやいんげんを使ったり、大豆を加えたりして、アレンジもできます。

※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

ほっこりマヨサラダ
水無瀬中学校 鬼頭 優子 様
み   な せ き とう ゆう こ

瀬戸
のこどもたちに

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。

※新型コロナ感染拡大防止のため、
当面の間読み聞かせは中止。
臨時休館はホームページで

特別整理休館日 9/19（月・祝）～28（水）
※情報ライブラリー・地域図書館も閉館

発表者がお気に入りの本をプレゼンし、
どの本が一番読みたくなったかを全
員の投票で選ぶ書評ゲームです。

日時１０月３０日（日）午後２時～３時３０分
　　 ※当日ＹｏｕＴｕｂｅ配信あり
場所 パルティせと４階 マルチメディアルーム
対象 市内在住・在学高校生  定員５人程度（抽選）
申込ＦＡＸ・Ｅメールで ①住所②氏名（ふりがな）

③学校名④学年⑤電話番号⑥発表本
（タイトル・著者名・出版社名）を記入

締切１０/５（水）※発表者に参加賞と参加証明書あり
【特別審査員】
作家：青山美智子さん  瀬戸西高校出身
（『赤と青とエスキース』2022年本屋大賞第2位）
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対象　平成２８年４月２日～平成２９
年４月１日生まれの子
持ち物　お知らせ、母子健康手帳、
上靴、筆記用具
※日時・場所はお知らせ
かQRコードで▶
当日は就学相談も行います。

令和５年度のぞみ学園
入園案内

のぞみ学園　 82・0154

のぞみ学園は、障害、発達の遅れな
どの支援を必要とする３歳から就学
前までの通園施設です。入園に際し、
子どもの発達に心配や不安のある方
はご相談ください。
対象　障害者手帳か療育を必要と
する診断書を持つお子さん
申込　事前の見学が必要。希望者
は に連絡を
締切　１１/３０（水）

ファミリーサポートセンター
入会講習会

ファミリーサポートセンター
97・2525

日時 10月7日（金）
　　　午前9時30分～正午
場所　せとっ子ファミリー交流館
内容　センターの利用方法
　　　子どもの健康と安全
定員　10人（先着順） ※託児あり
申込方法 の窓口で
申込期間　9/9（金）～30（金）
※9/11・12・18・20・25・26を除く
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ファミリーサポートセンター
97・2525

プレイルーム育児講座

社会福祉協議会
84･2011　FAX 85･2275　

　 info@seto-shakyo.or.jp

1親ヨガ　※託児あり
日時 9月28日（水）
　　　午前10時30分～11時30分
対象　市内在住で未就園児の親

2新聞紙あそび
日時 10月7日（金）
　　　午前10時30分～11時30分
対象 市内在住の2歳以上と保護者

共通事項
場所　やすらぎ会館5階 大集会室
定員　各10組
申込方法　往復はがき・FAXで
①講座名②氏名③住所④電話・
FAX⑤年齢⑥1は託児の有無（有
の場合は子の氏名と年齢）を記入
送付先 〒489-0919 川端町1-31
「各講座名」係
申込期間 1 9/1(木)～15(木)
2 9/12(月)～26(月) 12とも必着

小学校就学予定者の
健康診断

学校教育課　 88・2762

お知らせを９月上旬に郵送します。
保護者も必ずお越しください。
日程 １０月上旬～１１月上旬
場所　各小学校

子ども
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社会福祉協議会
84･2011　FAX 85･2275　

　 info@seto-shakyo.or.jp
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学校教育課　 88・2762

介護入門講座

株式会社パソナ
0800･200･4415

FAX 0800･200･9915

基礎講座　１０/１（土）
午後１時３０分～４時３０分
入門講座 １０/８・１５・２２（全３回・土曜）
午前９時３０分～午後４時３０分
場所　栄ガスビル
対象　高校生以上
定員 68人（先着順）
申込方法　FAX・郵送
送付先　〒450-6046 名古屋市
中村区名駅１-１-４ JRセントラルタ
ワーズ４６階 ㈱パソナ あいち介護
サポーターバンク運営事務局
締切　９/２４（土）

スペイン語講座
~使いこなそう 簡単フレーズ~

瀬戸市国際センター
88・2790　FAX 97・1171

　 setokoku@gctv.ne.jp

スペイン語の基礎をはじめ、日常生
活や旅先で使える簡単なフレーズ
を学びます。
日時 １０月１５日・２２日・２９日、
１１月５日・１２日・１９日（全６回・土曜）
午前１０時～１１時３０分
場所　パルティせと４階 大会議室
参加費 会員4,000円 非会員5,000円
　　　　（参考書代込み）
定員　１２人（先着順）

教室・講座
介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座介護入門講座

株式会社パソナ
0800･200･4415

FAX 0800･200･9915
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瀬戸市国際センター
88・2790　FAX 97・1171

　 setokoku@gctv.ne.jp

・ 参加費の記載がないイベントは無料です。
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午前９時３０分～午後４時３０分
申込 の窓口（先着順）

共通事項
詳細はホームページ・
チラシ・ の電話で▶

女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー

ママ･ジョブ･あいち
052・485・6996

申 まちづくり協働課　 88・2801
　 machidukuri@city.seto.lg.jp

日時 １０月４日（火）午前10時～正午
場所 自宅でオンライン（Zoom）
対象　結婚・出産・育児などで離職
して再就職を考えている女性
定員　１０人程度（抽選）
申込方法 申 の電話・メール・
QRコードで①氏名（ふりがな）②年
齢③住所④電話番号⑤
メールアドレス⑥受講証
明書の要・不要を記入
締切 ９/２０（火）（必着）

手話奉仕員養成講座
（入門課程）

社会福祉課
88・2612　FAX 88・2615

　 shafuku@city.seto.lg.jp

日時
１０月１９日～令和５年３月２２日
（水曜・全20回に参加必要）
午前９時３０分～１１時３０分
※１１/２３、１２/２８、１/４除く

女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
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再就職準備セミナー再就職準備セミナー再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・
再就職準備セミナー
女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・女性たちの職場復帰・

ママ･ジョブ･あいち
052・485・6996

申 まちづくり協働課　 88・2801
　 machidukuri@city.seto.lg.jp

申込フォーム
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（入門課程）（入門課程）（入門課程）（入門課程）（入門課程）
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手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座

社会福祉課
88・2612　FAX 88・2615

　 shafuku@city.seto.lg.jp

申込方法　FAX・メールで件名「ス
ペイン語」①氏名（ふりがな）②電
話・FAX③国際センター会員か非
会員を記入

学びキャンパスせと

学びキャンパスせと事務局
５９・１８５９

　 manabi-online@itseto.org

オンライン講座（Zoom）

対象　１８歳以上
受講料　各3,600円（4回）
申込方法 のメールで①講座番
号②講座名③氏名（ふりがな）④電
話番号を記入
締切　９/１６（金）午前１０時まで

令和4年度後期追加募集

開講する講座のうち定員に余裕の
ある講座のみ
申込期間 ９月８日（木）～１０日（土）

学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと学びキャンパスせと

学びキャンパスせと事務局
５９・１８５９

　 manabi-online@itseto.org

①簡単エクササイズ
10/3（月）～ 13:15～14:45
②心と身体を整えるヨガ
10/6（木）～ 13:15～14:45
③リンパストレッチ
10/12（水）～ 19:00～20:30
④セルフメンテナンスヨガ
11/4（金）～ 13:15～14:45
⑤療育支援
11/4（金）～ 19:00～20:30
⑥簡単ツボ押しケア
11/4（金）～ 15:15～16：45

場所 デジタルリサーチパークセンター
対象 市内在住・在勤の高校生以上
で初めて手話を学ぶ方 ※子同伴不可
テキスト代 ３，４００円（初日に支払い）
※既にテキストがある人は不要
定員　２０人（先着順）
申込　電話・FAX・メールで
①講座名②住所③氏名（よみがな）
④電話番号を記入
申込期間 ９/１（木）午前８時３０分～
１６日（金）午後５時
※養成講座の基礎課程（来年度実施予定）を
受講するには入門課程の受講が必要です。

食生活改善推進員
養成講座

健康課　 85・5511

市民の健康づくりのため、食を通じて
生活習慣の改善をサポートしませんか。
日程
10月4日(火）・27日（木）、
11月8日(火）・17日(木)・29日(火）、
12月16日(金）
時間　午前9時30分～11時30分
※ほか３時間×４回自宅で調理実習
場所　やすらぎ会館 5階
内容 食に関する講座、レシピ説明、
　　　演習など
対象 講座終了後、食に関連する事
業等に参加協力できる市内在住の方
参加費 1,760円（テキスト代など）
定員　20人（先着順）
申込方法　9/1(木)～16(金)
（平日）に へ電話
詳細はホームページで
活動内容の動画もあります▶

食生活改善推進員
養成講座養成講座養成講座養成講座養成講座
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養成講座養成講座養成講座養成講座養成講座
食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員
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食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員
養成講座養成講座養成講座養成講座養成講座
食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員
養成講座養成講座養成講座養成講座養成講座
食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員
養成講座養成講座養成講座
食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員

健康課　 85・5511

食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員食生活改善推進員
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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

スマートフォン活用講座

グリーンシティケーブルテレビ
0120・150・676

日時 10月3日(月）
　　　①午前10時～正午 
　　　②午後1時30分～3時30分
場所　下品野地域交流センター
内容　①電源の入れ方、ボタン操
作方法、電話のかけ方、カメラの使
い方 ②LINEの利用、相談
講師　デジタル活用支援員
対象　スマートフォンの使い方を知
りたい方
定員　各回8人（抽選）
持ち物　スマートフォン
申込方法 8/26（金）～9/26（月）
に電話かQRコードで▶
※1人2講座、2人分ま
で申込可

スポーツカレッジ

高齢者福祉課　 88・2626

健康づくりに大切な運動習慣をス
タートしましょう。
日時 １０月５日・１２日・２６日、
１１月２日・１６日・３０日(全６回・水曜)
午後１時～３時
場所 名古屋学院大学瀬戸キャンパス
内容　名古屋学院大学スポーツ健
康学部によるシニア世代の健康づ
くりに役立つプログラム（①か②の
どちらかに参加）
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グリーンシティケーブルテレビ
0120・150・676

スポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジスポーツカレッジ

高齢者福祉課　 88・2626

スマホコーチになろう！講座

NPO法人デジサポ　
050・5273・9176　　 info@dsapo.org
情報政策課　  88・2536

スマホ相談の対応のコツが学べます。
日時 9月18日（日）
午前9時30分～11時30分
場所 パルティせと4階 第1会議室
対象　高齢者と接する機会が多い
方、ボランティアになりたい方
受講料　500円
持ち物　スマートフォン、筆記用具
定員　10人（先着順）
申込・詳細はQRコードで▶
申込期間　9/1（木）～

ロコモさようなら教室

健康課
85・5511　FAX 85･5120

いきいきとした生活を送るため、運
動習慣を身につけ、筋力アップを目
指しましょう。
日時 １０月６日・１３日・２０日・２７日
　　　（全４回・木曜）
　　　午後2時～3時30分
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
定員　５０人（先着順）
持ち物　運動靴、タオル、水
駐車料金　1時間無料、以降1時間
毎に100円
申込方法 9/1（木）午前8時30分～
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健康課
85・5511　FAX 85･5120

①せと健康運動教室
有酸素運動と軽運動を中心とした
自宅でも実施可能なトレーニング
②せと水中運動教室
アクアビクスを中心とした水中ト
レーニングやコンディショニング
対象　市内在住の６５歳以上
参加費　１,８００円
定員　４５人（抽選）
申込 の窓口
申込期間　９/１（木）～１５（木）

敬老の日
おめでとうございます

高齢者福祉課　 88･2626

敬老金を贈ります
対象 市内最高齢の男女、数え１００
歳の方（大正１2年１月１日～１２月３１
日生まれ）※９/１５時点で１年以上市
内に住所を有する方。個別にご案内
します。

市長からお祝いのメッセージ
カードを贈ります
対象　数え８８歳の方

福祉教室

社会福祉協議会　
84･2011　FAX 85･2275

　 info@seto-shakyo.or.jp

1ボッチャ教室
日時 10月1日、11月5日・26日
　　　（全3回・土曜）午前10時～正午
対象 市内在住で障害者手帳をお持ちの方
定員　10人
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種目　小学生男・女：1,000ｍ
中学生男・女、ジュニア女子、一般
女子：3,000ｍ
ジュニア男子、一般男子、40歳以
上：5,000ｍ
選考方法　記録会、書類
申込方法　市体育館窓口
申込期間 9/1（木）～20（火）

せと市民ゴルフ大会

スポーツ課　 ４８・０５８９

日時 １１月７日（月）※予備日なし
場所　品野台カントリークラブ
対象　市内在住・在勤（学生除く）
参加費 1,500円＋プレー代8,950円
定員　１６０人（先着順）
申込方法 申込書を市体育館・品野台
CC・定光寺CC窓口へ提出
※申込書は市ホームペー
ジからも取得可
申込期限　９/１（木）～３０（金）
●18Hストロークプレー（ダブルペ
リア）
●種目＜男子＞一般・シニア・グランド
シニア　＜女子＞一般・シニア
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スポーツ課　 ４８・０５８９

2絵手紙教室
日時 10月7日・21日、11月4日・
18日（全4回・金曜）午前10時～正午
対象 市内在住の60歳以上か障害
者手帳をお持ちの方
定員　6人

3書道教室
日時 9月27日、10月4日・
11日・18日・25日、11月1日
（全6回・火曜）午前10時～正午
対象 市内在住の60歳以上か障害
者手帳をお持ちの方
定員　6人

共通事項
場所 1 やすらぎ会館5階 大集会室
2・3 やすらぎ会館1階 第2作業室
注意事項　障害の程度により付き
添いが必要な場合があります。
申込方法　往復はがき・FAXで
①教室名②氏名③住所④電話・
FAX⑤年齢⑥車椅子の有無を記入
送付先 〒489-0919 川端町1-31
「各教室名」係
申込期間 9/5(月）～16(金）（必着）

愛知駅伝代表者選考会

スポーツ課　 48・0589

日時 9月25日（日）
　　　午前10時
　　　※少雨決行。予備日10/2(日)
場所　市民公園陸上競技場
対象 市内在住でR5/1/14の本大
会に出場できる方

スポーツ
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スポーツ課　 48・0589

オクトーバー・ラン＆ウォーク

スポーツ課　 48・0589

スマホアプリで、全国の参加者と走
行・歩行距離を競いましょう。運動
習慣を身につけ、健康づくりができ
ます。
開催日時
10月1日（土）～31日（月）
参加方法　アプリをダウンロード
申込期間　9/1（木）～
　　　　　10/31（月）
詳細はホームページで▶

瀬戸蔵
飲食店舗出店者募集

観光課　 97・2543

出店場所　瀬戸蔵１階
店舗面積　２７2.91㎡
出店時期　応相談
営業時間 午前８時３０分～午後9時30分
　　　　　を基本とし協議
休館日　月1回の臨時休館日
　　　　年末年始は応相談
使用料等　月額358，713円
電気・上下水道・ガス代は実費
※出店・原状回復費用は出店者負担
申込方法　応募申請書を郵送か
　　　　　窓口で提出
締切　１０/３１（月）
送付先　〒489-0813 蔵所町１-１
観光課瀬戸蔵係
詳細は瀬戸蔵窓口・
ホームページで▶
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参加企業募集
地元企業就職ガイダンス

産業政策課　 88・2651

日時 ２月２３日（木・祝）
新卒の部　午後１時～５時
中途の部　午後３時～５時
場所 ウインクあいち7階 展示場フロア
対象　本市や近隣市町の地元企業
（最大７８社予定）
参加費　約5０，０００円
申込方法 QRコードで▶
締切　９/１６（金）

民間保育園就職フェア
ｉｎ瀬戸

保育課　 88・2630

園長や保育士の話が聞ける就職フェ
アです。年齢問わずお気軽にご参加
ください。
日時 ９月３日（土）
　　　午後１時３０分～４時
場所　パルティせと５階 アリーナ
対象　保育士（見込含）、看護師、小
学・養護・幼稚園教諭など※年齢・
居住地不問
参加園　民間・公設民営・小規模保
育園15園
申込　不要。直接会場へ
●相談コーナー有、服装は自由
※瀬戸市主催

参加企業募集
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介護保険サービス
施設事業者を募集

高齢者福祉課　 88・2623

事業内容　介護老人福祉施設(広
域型特別養護老人ホームの運営
施設概要　１施設（８０床とショート
　　　　　２０床）
開設時期　令和８年４
月１日まで（予定）
詳細はホームページで▶

大学コンソーシアムせと助成事業
運動や体験をして
身体と健康について学ぼう！

愛知医科大学社会連携推進室
62･3311(9:00～17:00)

　 social.c@aichi-med-u.ac.jp

第２回 熱中症について
熱中症対策のドリンク作りや体を動
かすレクリエーションを実施
日時 ９月１７日（土）
　　　午後２時～３時３０分
場所　パルティせと４階
　　　マルチメディアルーム
対象　市内在住の小学生
定員　１０人（先着順）
申込方法　メールで①児童氏名（ふ
りがな）②学年③住所④電話番号
⑤メールアドレスを記入
申込期間　9/1（木）～15（木）
※愛知医科大学の学生団体H

ヒ ア ム
IAMU

と愛知淑徳大学の学生による全４回
の講座です。
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太極拳一日体験講座

瀬戸市国際センター 88・2790
FAX 97・1171　　 setokoku@gctv.ne.jp

中国で多数の入賞経験がある講師
から学びます。
日時 ９月２６日（月）
　　　午後２時～３時３０分
場所　パルティせと５階 アリーナ
講師 中国武術国家一級武士 樊

はん

孟
もう

氏
参加費　1,000円
定員　３０人（先着順）
持ち物　室内用靴、タオル、飲料水
申込方法 FAX・メールで件名を
「太極拳」①氏名（ふりがな）②電話・
FAXを記入

せと環境塾　
葉っぱで実験！
流量計算にチャレンジ

環境課　 88・2670
　 khozen＠city.seto.lg.jp

日時 10月1日（土）※雨天中止
　　　午前9時30分～午後0時30分
場所　東大生態水文学研究所赤津
　　　研究林
対象　市内在住・在勤・在学の小学
生以上（小学生保護者同伴）
定員　15人（抽選）※少人数の場
合は中止あり
持ち物　ヘルメット（子のみ）、長袖
長ズボン、動きやすい靴（サンダル
不可）、タオル、水筒、長靴
申込方法 電話・メール・
　　　　　ホームページ▶
締切　9/15（木）
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日時 １０月４日（火）
　　　午後１時３０分～３時３０分
場所　パルティせと４階 第1会議室
対象　１５～３９歳と家族
定員　２０人(先着順)
申込　９/１５（木）～
電話・メールで

ねんドル 岡田ひとみと
ワクワク粘土作り体験

瀬戸青年会議所　 83・5077

日時 ９月１８日（日）
　　　午後１時３０分～３時
場所 オンライン開催
（Zoom）
対象　未就学児と保
護者
講師　ねんドル 岡田ひとみ
定員　２００人(抽選)
申込方法 ９/９（金）
までにＱＲコードから▶

道路に面する
ブロック塀等撤去の補助

都市計画課 　 88･2686

件数　５件程度（先着順）
※現地確認し、対象となるか判断し
ます。まずはご相談ください。
対象　市税を滞納していない方
補助額　撤去経費かブロック塀等
延長１ｍ×１万円のいずれか少ない
額の１/２（上限１０万円）
申込方法　電話・窓口
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サイエンスガール
ガイドツアーin愛工大

まちづくり協働課 
88・2801 　FAX 88・2803

　 machidukuri@city.seto.lg.jp

日時 １０月８日（土）
　　　午前１０時～１１時３０分
場所　愛知工業大学
内容　理系女子学生（応用化学科、
建築学科）による研究施設ガイドツ
アーなど ※プログラム終了後、大
学祭を自由に見学可
対象　市内在住の女子中学生
定員　２０人（抽選）
申込方法　電話・FAX・はがき・
メール・申込フォームで①氏名（ふり
がな）②学年③住所④電話番号⑤
メールアドレスを記入
送付先　〒489-8701（住所不要）
まちづくり協働課「サイエンスガール」係
締切　9/22（木）（必着）

　メール送信用　申込フォーム

セミナー「困難からの回復力
を鍛えよう」

子ども･若者センター　
88・2636　　 kowaka@city.seto.lg.jp
春日井若者サポートステーション
０５６８・３７・１５８３　　 harusapo@roukyou.gr.jp

大変なこと、悲しいことなどからの
回復力を鍛えましょう。
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生ごみ処理機等の
購入費補助金

環境課　 88・2674

対象　市内在住でごみ減量に取り
組みアンケート調査等が可能な方
※10/１以降購入に限る
補助金額　購入金額の１/２
・生ごみ処理機（上限２万円）・生ご
み堆肥化容器（上限３千円）・生ごみ
発酵用密閉容器（上限千円）
申請方法
申請書を の窓口へ提出
詳細はホームページで▶

ごみ減量活動奨励金
（前期）

資源リサイクルセンター 
21・3196

対象　非営利の市民団体
補助要件 １トン以上、令和4年3月
16日以降に自ら回収か団体が事業
者を活用し回収
対象品目　新聞紙、ダンボール、雑
誌、雑がみ、牛乳パック、古布、アル
ミ缶、スチール缶
交付額　自主６円/kg、業者４円/kg
※上限１団体２０万円/年
申込方法　郵送
※申請書は市ホーム
ページから取得可▶
送付先 〒489-0806 東吉田町２-１
資源リサイクルセンター
申請期間 １０/１（土）～１５（土）（必着）
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届きましたか
新しい国保の保険証

国保年金課　 ８８・２６４０

8月中旬に国民健康保険の新しい
保険証を簡易書留で送付しました。
まだ届いてない方は、
ご連絡ください。
詳細はホームページで▶

中心市街地商店街
空き店舗の補助金

ものづくり商業振興課
88･2652

募集期間 ９月１日（木）～３０日（金）
対象　銀座通り・末広町・中央通商
店街で、集客効果のある一般消費
者向け事業を開始する方
補助対象　店舗貸借料、
　　　　　改装費
詳細はホームページで▶

母子･父子家庭等
医療費受給者証を更新

国保年金課　 88・2643

受給者証の有効期限が10月31日
で満了となるため、更新申請をして
受給資格が認められた方へ10月下
旬に新しい受給者証を郵送します。
令和３年中の所得が制限額を超え
る方は受給対象外となります。所得
申告をしていない方は、非課税の場
合も税務課市民税係（市役所３階）
で申告してください。
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国保年金課　 88・2643

空き家の無料相談会

都市計画課 
88･2686　FAX 88･2695

　 tokei@city.seto.lg.jp

日時 ９月１７日（土）
　　　午前９時３０分～正午
　　　（一組30分）
場所　瀬戸蔵４階 会議室５
内容　相続登記、空家売買・賃貸、
空家情報バンクなど※登記の写し、
写真などがあればお持ちください。
相談員　愛知県司法書士会、愛知
県宅地建物取引業協会
定員　１０人（予約制・先着順）
申込方法 電話・FAX・メールで①住
所②氏名③電話番号④相談内容を記入
締切　９/１６（金）

就業構造基本調査の実施

政策推進課　 88・2551

調査をお願いする世帯には、9月中
に調査員が訪問し、調査書類を配
付します。郵送・インターネットによ
る回答をお願いします。

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

愛知県不動産鑑定士協会
052・241・6636

日時 １０月１日（土）
　　　午前１０時～午後４時
場所 パルティせと４階 第２会議室
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都市計画課 
88･2686　FAX 88･2695

　 tokei@city.seto.lg.jp
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政策推進課　 88・2551

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会不動産の無料相談会不動産の無料相談会不動産の無料相談会不動産の無料相談会不動産の無料相談会不動産の無料相談会
不動産鑑定士による不動産鑑定士による不動産鑑定士による
不動産の無料相談会不動産の無料相談会不動産の無料相談会不動産の無料相談会不動産の無料相談会不動産の無料相談会
不動産鑑定士による不動産鑑定士による不動産鑑定士による不動産鑑定士による
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不動産鑑定士による不動産鑑定士による不動産鑑定士による不動産鑑定士による不動産鑑定士による不動産鑑定士による
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愛知県不動産鑑定士協会
052・241・6636

屋外広告物を出す場合は
事前相談を

都市計画課　 88･2680

９/１～１０は「屋外広告物適正化旬間」
看板や貼り紙などの屋外広告物の
設置は、法令による制限がありま
す。設置の際は事前に に相談して
ください。
看板等の所有者は日常
的に点検しましょう。
詳細はホームページで▶

広告募集

シティプロモーション課 88・2658

広報せと
発行部数 約５５，０００部 全世帯配布
掲載料金（１枠）　３０，０００円
広告サイズ 縦４３ｍｍ×横１７３ｍｍ
掲載枠数　各号１０枠まで
●原稿は各自で用意してください。
●掲載できる広告は、市の広報誌
にふさわしいものに限ります。

市ホームページバナー
募集月　令和５年３月まで
　　　　（１か月単位）
掲載料（１枠）　１か月１０，０００円
掲載場所　市ホームページ下段
※パソコンでトップページを開いた
際も、ランダムに６枠分表示
掲載枠数　最大２０枠

共通事項
詳細はQRコードで▶
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都市計画課　 88･2680

広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集広告募集

シティプロモーション課 88・2658
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デジタルリサーチパークセンター 87・3100
（休館日 月曜 祝日の場合は翌平日）

対象・定員・申込方法・各講座の最小催行人数　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。※教材を持っている方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

時間 午前10時～11時30分※1は午後２時～３時30分
対象 1～5どなたでも可
　　　6小学３～６年 7小学１～３年
場所　パルティせと
定員 1～5４５人 6１２組 7２０組（全て先着順）
申込　電話・FAX・メール・ＱＲコードで①郵便番号・住所
②氏名（ふりがな）③年代・学年④電話番号⑤講座名　

⑥1～5の受講方法（対面・オンライン）⑦67は保
護者氏名（ふりがな）・続柄⑧メールアドレスを記入
申込開始 1～5 9月7日（水）午前8時30分～
　　　　　67 9月14日（水）午前8時30分～

講座 日時 受講料 締切
No.33
親子でたのしむプログラミング体験(ロボット編)

10月1日(土)
午後2時～4時30分

3,000円(教材費
1,320円含) 9/21(水)

No.34
思い出ムービー制作講座(パソコンで動画編集に挑戦)

10月4日～25日（全3回・火曜）
午前10時～正午 ※10/11を除く 4,500円 9/24(土)

No.35
スマホ・タブレット講座(LINEの使い方編)

10月6日・13日（全2回・木曜）
午前10時～正午 3,200円 9/26(月)

No.R06
オンライン講座(スプレッドシート2：関数編)

10月19日（水）
午後3時30分～5時 無料 10/8(土)

No.36
実務に使えるエクセル講座(関数)

10月26日～12月21日（全8回・水曜）
午後3時～5時 ※11/23を除く

13,100円(教材費
2,530円含) 10/15(土)

番号 講座名 日程 講師

一般向け
（オンライン
か対面）

1 エネルギー概論 10/14（金）
愛知工業大学 工学部
研究支援本部 本部長
鈴置保雄 教授

2 誰にとっても分かりやすい文書の書き方 10/15（土） 金城学院大学 文学部山元一晃 講師

3 自然と香りとこころ　　材料費　300円
＊アロマスプレーの制作（対面のみ） 10/17（月） 名古屋産業大学 現代ビジネス学部宮坂まみ 特任講師

4 薬とスポーツの密接な関係
－「ドーピング」から見えてくるもの－ 11/7（月） 名古屋学院大学 スポーツ健康学部

酒井淳一 教授

5 フレイル予防で人生100年時代を元気に
生き抜こう！ 11/12（土） 愛知医科大学 看護学部河井丈幸 助教

子ども向け
（実験講座/
対面のみ）

6 おなじ水？ちがう水？どうやってみわける？ 10/9（日） 南山大学 総合政策学部
大八木英夫 准教授

7 うしろが見えるぼうえんきょう？
材料費　1,200円 11/3（木・祝）愛知工業大学 エクステンションセンター細江忠司 客員講師

スマホ・パソコン講座

大学コンソーシアムせと事務局　 97・1177
FAX 97・1171　　 seto-cu@ma.gctv.ne.jp大学コンソーシアムせと「カレッジ講座」

※67保護者1名同伴

メルカリ教室も順次開催

ホームページ

詳細はホーム
ページへ

申込 ▶
子ども向け一般向け
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市体育館  48・0500（8:30～20:00）　申し込みは市体育館窓口で スポーツ大会・教室

①瀬戸地方秋季９人制
　バレーボール大会
9/25(日)
女性（住・勤）
1チーム 2,000円
申 9/1(木)～21(水)

②レディースチャレンジ
　テニス大会
10/5(水) 予備日10/12(水)
初心者女性(住・勤)
1組 2,000円
申 9/1（木）～14（水）

③瀬戸地方秋季
　ソフトバレーボール大会
10/9（日）
住・勤
1チーム 2,000円
申 9/15（木）～10/5（水）

④秋季ママさん
　バレーボール大会
10/9（日）
既婚女性(住)（未婚者は35歳以上）
1チーム 1,000円
申 9/2（金）～30（金）

⑤秋季テニス大会
10/9（日） 予備日10/16(日)
住・勤※学生等不可
１組 2,000円
申 9/1（木）～21（水）

⑥秋季陸上競技大会
10/23（日） 予備日11/6（日）
市内小学4年生～中学生、近郊高校生以上
1種目　一般400円 小・中学生200円
リレー1組　一般1,000円 小・中学生500円
申 9/9（金）～28（水）

⑦会長杯ソフトテニス選手権大会
10/23（日） 予備日10/30(日)
住・勤・学
1組 一般1,200円 高校生以下600円
申 9/28（水）～10/12（水）

⑧秋季バドミントン大会
　（ダブルス）
10/23（日）
住・勤・学
1組 2,000円
申 9/29（木）～10/12（水）

⑨レディース卓球大会
　（団体戦）
10/23（日）
女性（住・勤）※学生等不可
1組 1,200円
申 9/21（水）～10/5（水）

⑩瀬戸ジュニアオープン
　卓球大会
11/6（日）
小・中学生
1,000円
申 9/28（水）～10/19（水）

Aビーチボール実技講習会
9/17(土)17:00～21:00
住・勤・学
無料
当日受付

B少林寺拳法教室③
10/1（土）～22（土）19:00～20:30 ※10/10を除く
小学生以上
65歳以上1,800円 64歳以下2,450円
小・中学生1,400円　定員40人
申 9/8（木）～25（日）

Cこども空手教室
10/1（土）～29（土）
14:00～14:45 ※10/15を除く
4歳～中学生
1,800円　定員30人
申 9/10（土）～25（日）

D陸上教室（後期）
10/8（土）～R5/3/11（土）
14:30～16:30 ※12/3・31、1/7を除く
小・中学生
5,000円　定員100人
申 9/2（金）～28（水）

Eレディース卓球教室②
10/15（土）～11/5(土)9:00～11:00
女性（住・勤）※学生等不可
65歳以上3,200円 64歳以下3,850円
定員40人
申 9/15（木）～10/1（土）

F弓道教室（後期）
10/15（土）～11/13（日）
10:00～12:00
高校生以上
65歳以上3,700円 64歳以下4,350円
申 9/28（水）～10/12（水）

1回

土・月、6回
土、4回 土、20回

土、4回 土・日、10回

①～⑩ 大会　A～F 教室　申 は申込期間　住・勤・学はそれぞれ市内在住・在勤・在学

場所
【市体育館】④⑧第１　⑨第２　⑩第1・3
①③AE第３競技場
【市民公園】②⑤⑦テニスコート
⑥陸上競技場　D陸上競技場ほか
BC武道館　F弓道場 

教室（全１０回） 曜日 時間（60分） 日程

子ども
1 あばれ！発達塾 月 17:15～ 10/3～
2 チャレンジャーズ 金 10/7～
3 幼児体力づくり教室 （年少） 水 15:10～（40分） 10/5～4 （年中・年長） 16:00～（50分）

親子 5 親子リズム体操 木 11:15～（45分） 9/29～

女性限定
6 体質改善昼ヨガ 火 13:15～ 10/4～
7 やさしいフラダンス 水 9:30～ 9/28～
8 ナイトヨガ 金 19:30～ 10/7～

一般

9 ゆったり健康バランスボール 月 9:45～ 10/3～10□ 体幹鍛えよう！バランスボール 11:15～
11□ サルセーション 水 11:00～ 9/28～
12□ 遊YOUテニス 13:30～ 10/5～
13□ コアマスター 木 19:30～ 10/6～
14□ ステップ45 金 10:00～（45分） 10/7～15□ ボクシングフィットネス 11:15～

受講料　各5,500円（スポーツ保険含）
定員 1215人 379～15□20人 6825人 
　　　430人 535人（全て抽選、空きがあれば随時）

申込方法　体育館窓口へ ※継続者は電話可
申込期間　9月1日(木)～16日(金)
入金期間　9月19日(月・祝)～27日(火)
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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
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

古瀬戸吹奏楽団  定期演奏会2022
古瀬戸吹奏楽団　☎０９０・３４５５・８４３６（菊川）問

日　時
場　所
申 込

９月１８日（日）１３：３０開演（13：00開場）
文化センター文化ホール
不要

ゲストステージ キッズダンスチーム「Wiz＆Flow」

申込フォームから申込後、写真（一人１点）
をメールで提出

１０月１０日（月・祝）

戦争体験を語り継ぐ会講演会

日　時
場　所
対 象
定　員
申　込
締　切

９月２４日（土）１３：３０～１５：３０
新郷地域交流センター
どなたでも可
３０人
電話・メール
９月２２日（木）

テーマ：「戦争は教育からはじまる
　　　 －廃屋にあった戦中の教材を観る－」

バランスボール体験会

①９月３日（土）　②１０月１日（土）
１０：３０～１１：３０
アシスト・ケア宝が丘
大人１,０００円、中学８００円、小学３００円
12人（先着順）
電話・メール

日 時
　　　
場 所
参加費
定 員
申 込

あいち海上の森フォーラム2022
【人と自然の共生を表現した写真】を募集

応募方法

・写真：人と自然の共生や生物多様性の
保全などをアピールしているもの
※自分で撮影した未発表の写真

締 切

フェニックス川柳会

川柳の同好会です。愛知川柳作家協会にも加盟
し、新聞・雑誌・ラジオを始め全国大会への参加
など幅広く活動しています。現在、会員は１７人。
川柳は脳を活性化するといわれており、左脳に
右脳、前頭葉までフル回転させて川柳と遊んで
います。笑って楽しく５・７・５。あなたもいかがで
すか。

定例句会
毎月第４水曜１３：１５～１６：００
パルティせと４階  見学自由、入会随時受付

住みやすいまちづくりのためいきいきとした活動
をしている「学術・文化・芸術・スポーツ」分野の
団体です。

瀬戸地下軍需工場跡を保存する会
☎０９０・３８３７・７０５０（梅野）　　tera-m@ob.aitai.ne.jp

問

バランスボールで健康プロジェクト瀬戸
☎０９０・１７２８・４０２４（小出） koide7730@gmail.com

問

登録団体紹介

申込フォーム
詳細は
ホーム
ページで

あいち海上の森フォーラム実行委員会
☎０９０・１８６０・０８１１（浦井）　　taku811@ymail.ne.jp

問

昨年の様子
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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
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

古瀬戸吹奏楽団  定期演奏会2022
古瀬戸吹奏楽団　☎０９０・３４５５・８４３６（菊川）問

日　時
場　所
申 込

９月１８日（日）１３：３０開演（13：00開場）
文化センター文化ホール
不要

ゲストステージ キッズダンスチーム「Wiz＆Flow」

申込フォームから申込後、写真（一人１点）
をメールで提出

１０月１０日（月・祝）

戦争体験を語り継ぐ会講演会

日　時
場　所
対 象
定　員
申　込
締　切

９月２４日（土）１３：３０～１５：３０
新郷地域交流センター
どなたでも可
３０人
電話・メール
９月２２日（木）

テーマ：「戦争は教育からはじまる
　　　 －廃屋にあった戦中の教材を観る－」

バランスボール体験会

①９月３日（土）　②１０月１日（土）
１０：３０～１１：３０
アシスト・ケア宝が丘
大人１,０００円、中学８００円、小学３００円
12人（先着順）
電話・メール

日 時
　　　
場 所
参加費
定 員
申 込

あいち海上の森フォーラム2022
【人と自然の共生を表現した写真】を募集

応募方法

・写真：人と自然の共生や生物多様性の
保全などをアピールしているもの
※自分で撮影した未発表の写真

締 切

フェニックス川柳会

川柳の同好会です。愛知川柳作家協会にも加盟
し、新聞・雑誌・ラジオを始め全国大会への参加
など幅広く活動しています。現在、会員は１７人。
川柳は脳を活性化するといわれており、左脳に
右脳、前頭葉までフル回転させて川柳と遊んで
います。笑って楽しく５・７・５。あなたもいかがで
すか。

定例句会
毎月第４水曜１３：１５～１６：００
パルティせと４階  見学自由、入会随時受付

住みやすいまちづくりのためいきいきとした活動
をしている「学術・文化・芸術・スポーツ」分野の
団体です。

瀬戸地下軍需工場跡を保存する会
☎０９０・３８３７・７０５０（梅野）　　tera-m@ob.aitai.ne.jp

問

バランスボールで健康プロジェクト瀬戸
☎０９０・１７２８・４０２４（小出） koide7730@gmail.com

問

登録団体紹介

申込フォーム
詳細は
ホーム
ページで

あいち海上の森フォーラム実行委員会
☎０９０・１８６０・０８１１（浦井）　　taku811@ymail.ne.jp

問

昨年の様子
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健康よろず相談
スワサポ

（禁煙相談）

●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、9/1（木）～電話

9/8（木）
午前9時～11時30分
やすらぎ会館
受付：11時まで

9/27（火）
午前10時～11時30分
市体育館
受付：11時まで

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

9/30（金）
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
事前申込不要
●問 公立陶生病院 がん相談支援
センター ☎070・5038・6270

9/26 （月）
午後2時～4時
市役所3階304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）

詳細はこちら

詳細はこちら

電話 ☎85･5090
詳細はホーム
ページで

10/12（水）
午前10時～11時30分
やすらぎ会館

イベントカレンダー

参加費の記載がないものは無料です。

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

９/２４～３０は結核予防週間

乳がんは乳腺にできる悪性腫瘍で、女性が1番かかり
やすいがんと言われています（女性約９人に１人が乳が
ん）。40歳以上（隔年）の女性に乳がん検診（マンモグ
ラフィ）を行っています。
●昭和56年4月2日～昭和57年4
月1日生まれの女性へ：今回の
み無料で受けられる乳がん検診
のクーポン券を送付済みです。

定期的ながん検診が早期発見の秘訣

受付期間 １０月３日（月）～３１日（月）
対　　象 ●市内在住（10/1時点）の方でじん肺の療養中
　　　　 ●区分が「管理４」、または「管理２・３」で合併
　　　　　 症がある方
受付場所 健康課 ※詳細は健康課へ

じん肺患者に見舞金を支給

早期発見で９５％以上が治癒

●今も全国で１日に４０人の患者が発生し、６人が
亡くなっています。

●症状は「せき」「たん」「発熱」「急な体重減少」「体
のだるさ」などで、進行すると他人に感染させる
可能性があります。

結核は過去の病気ではありません
●問 健康課 ☎85・5511

■ ２週間以上続く咳は要注意。早めの受診を 
　 早期発見し、正しい治療で治ります。

６０才以上の方へ
年に１回、胸部エックス線検査の受診を

患者の8割が60歳以
上

●問 瀬戸保健所 ☎８２・２１５７

不育症治療費助成
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）

市のじん肺対策
市の肺がん検診でじん肺所見がある方は、じん肺
専門医にて画像診断しています。また、毎年粉じん
測定を生活道路周辺で行っています。
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まちかど スナップ

市役所正面玄関周辺に陶磁器などでできた風鈴を飾
りました。１１月に開園するジブリパークにちなみ、ジブ
リキャラクターの風鈴も飾られました。前年度施工の市発注建設工事で、優れた成績を上げ

た4社が表彰されました。

写真左から(有)内藤整備、藤工業㈱、中部建設㈱、瀬戸
ガス水道㈱

7/22
（金） 優良工事施工業者表彰式

夏休みに小学生～高校生が様々な文化を体験。この
日の箏の講座には、男女8名が参加しました。生徒は
「初めてだけど分かりやすく教えてもらえて楽しかっ
た。」と話していました。

本市の地域性と産業性への考察を深め、市内の作家
との交流を深めるため陶芸家の加藤令吉氏を迎え特
別講座が行われました。研修生は、瀬戸で作る意味と
自分らしい作品の追及を再確認していました。

7月末 文化センター「夏休み文化体
験講座2022」で18講座開催～8月末

７/１９
（火） 市役所に風鈴飾り～８/３１（水）

新世紀工芸館研修生へ特別講座8/3
（水）

瀬戸の夏と言えば
岩屋堂

#岩屋堂
#瀬戸市
#いいもんせともん
＃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。

＠seto_info 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!

39



☎
0561・82・7111(代

表
)　
FAX 0561・88・2533

Eメ
ー
ル
 koho@

city.seto.lg.jp　
http://w

w
w
.city.seto.aichi.jp

編
集・発

行
／
瀬
戸
市
役
所
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課

〒
489-8701 瀬

戸
市
追
分
町
64-1

20
22  N

o.14
49

※

※

※

※

※

道 泉
深 川
古 瀬 戸
東 明
祖 母 懐
陶 原
原 山 町
長 根
效 範 北
效 範 南
水 南
水 野
品 野 １
品 野 ２
山 口
菱野・本地
新 郷
西 陵
原 山 台
萩 山 台
八 幡 台

月・木
月・木
火・金
月・木
月・木
月・木
火・金
火・金
水・土
水・土
水・土
月・木
火・金
火・金
火・金
火・金
火・金
月・木
月・木
月・木
月・木

・２０日
・２８日
・２１日
・２３日
・２８日
・２８日
・２２日
・２１日
・１９日
・２０日
・２３日
・２７日
・１５日
・２２日
・１５日
・２６日
・２２日
・２７日
・１６日
・１６日
・１６日

６日
１４日
７日
９日
１４日
１４日
８日
７日
５日
６日
９日
１３日
１日
８日
１日
１２日
８日
１３日
２日
２日
２日

火
水
水
金
水
水
木
水
月
火
金
火
木
木
木
月
木
火
金
金
金

・２７日
・２１日
・２８日
・１６日
・２１日
・２１日
・１５日
・２８日
・２６日
・２７日
・１６日
・２０日
・２２日
・１５日
・２２日
・１９日
・１５日
・２０日
・２３日
・２３日
・２3日

１３日
７日
１４日
２日
７日
７日
１日
１４日
１２日
１３日
２日
６日
８日
１日
８日
５日
１日
６日
９日
９日
９日

火
水
水
金
水
水
木
水
月
火
金
火
木
木
木
月
木
火
金
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。

小 島 歯 科 医 院

たかね歯科クリニック

こ ば や し 歯 科

瀬戸パークフロント歯科

ベ ル 歯 科

ち か だ 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

4（日）

11（日）

18（日）

19（月・祝）

23（金・祝）

25（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




