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火災

総人口

男

女

10月1日現在 前月比 前年同月比

128,343人

63,118人

65,225人

－

－

－

27人

20人

7人

－

－

－

526人

281人

245人

9月件数（前年比）

救急 464件（+98）0件（＋-0）
今
月
の
給
付

●特別児童扶養手当 8月～11月分

8月～10月分

11月11日（金）

11月10日（木）

振込日指定の口座に振り込みます

●児童扶養手当 9月～10月分 11月11日（金）
●問 こども未来課 ☎88・2631

●特別障害者手当
●障害児福祉手当
●経過的福祉手当

●問 社会福祉課 ☎88・2612
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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
SNS一覧

アプリで広報をチェック 瀬戸市公式LINE

瀬戸市
ホームページ

アプリで広報をチェック 瀬戸市公式LINE

9/24（土）・25（日）、好天に恵まれ開催された「第２７回来る
福招き猫まつりin瀬戸」。多くの方がイベントや買い物を楽し
んでいました。今年は、感染対策を考慮し例年の「招き猫メ
イク」に代わり「招き猫マスクシール」が登場。子供も大人も、
猫の耳やしっぽ、お面を着けたりと、思い思いの「招き猫」に
なりきり、まち歩きを楽しむ様子がたくさん見受けられました。

ニャンとも大盛況な招き猫まつり

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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瀬戸市子どもの権利条例が誕生しました

瀬戸市総合防災訓練

11月1日 ジブリパーク開園

市政情報

安全安心情報

イベント情報

芸術・文化

子ども情報

図書館からのお知らせ

相談窓口

生活インフォメーション

ほっとネットせと

健康ガイド

まちかどスナップ

休日急病診療予定表・ごみ収集予定日

特集

CONTENTS (もくじ) 

今
月
の
納
税
・
納
付

市・県民税（第３期）

介護保険料（第４期）

納期限
11月10日（木）
口座振替が
便利です

●問 税務課 ☎88・2572

国民健康保険料（第４期）
後期高齢者医療保険料（第４期）
●問 国保年金課 ☎88・2641

●問 高齢者福祉課 ☎８８・２６２１
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子どもは、生まれたときから、「一人の人間」として大
切にされるべきかけがえのない存在です。しかし、幸
せな環境で生活できる子どもがいる一方、差別や虐
待、貧困、いじめ、自由な意思の表現ができない等、
現状に悩み苦しむ子どもたちがいます。

大切な４つの権利 それぞれの立場で
行わなければならないことの例

子ども

全ての子どもが持つ基本的な人権を国際的に保障するため、国連で「子
どもの権利条約」が採択、発効されています。日本は、１９９４年に批准し
ていますが、瀬戸市内の子どもや保護者へのアンケートでは、子どもの
権利について内容を知っている人は全体の約8%と低い水準でした。

“子どもの権利”を知っていますか

子どもの権利が保障される環境(子どもにやさしいまち)を整えるために
は、一人ひとりが子どもの権利について理解し、自分ができることに取り
組んでいくことが重要です。そこで、この「瀬戸市子どもの権利条例」を
制定しました。

　「子どもにやさしいまち」を目指して

第３条
安全に安心して生きる権利
子どもは、安全に安心して生
きるための権利が守られなけ
ればならない。

第５条
主体的に参加する権利
子どもは、自分に関わることに
主体的に参加するための権利
が守られなければならない。

第４条
自分らしく生きる権利
子どもは、自分らしく生きるた
めの権利が守られなければ
ならない。

第６条
のびのびと豊かに育つ権利
子どもは、のびのびと豊かに
育つための権利が守られな
ければならない。

子どもの権利条例
についてはこちら
子どもの権利条例
についてはこちら

●問こども未来課 ☎88・2635

　子どもは大人と同じ「一人の人間」
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瀬戸市子どもの権利条例は、子どもたちの意見を十分
にくみ取り、子どもたちを主体として考えた条例です。
「子どもにやさしいまち」を実現していくため、本市には、
地域の子育て支援員（民生委員・児童委員）や子育て
サロン、子育て総合支援センター、子ども・若者セン

ターなど、支援や相談に取り組む人や場所、機関がたく
さんあります。これからも、継続して子どもたちの意見に
耳を傾けながら、社会全体で子ども・若者を見守り、成
長を支え、子育てや教育、生活環境を整えてまいります。

条例制定に向けて、子ども自身の意見や思いを反映するため、子どもたち
が子どもの権利や子どもの権利条例の案などについて話し合う「子ども・
若者会議」を３回実施し、様々な意見を集めました。

条例誕生までのプロセス

子
ど
も
・
若
者
の
意
見
の
例

「自分たちの意見が大人たちに聞いてもらっ
たり、共感してもらえてうれしかったです。」

高校生

会議に参加してみて…

子どもに関する
施策の推進

子どもの権利を
周知・学びの支援

子育て家庭への
支援

虐待等に対する
取組

子どもの育ちの
支援

子ども・若者会議の
設置

子どもの権利
擁護委員の設置

子どもたちの意見を集約

パブリックコメント（大人の意見）を集約

瀬戸市子どもの権利条例に示されている内容

いじめや
暴力を

なくしてほしい

自分らしく
生きたい

権利について
知ってほしい

相談できる
場所がほしい

大人は子どもの見本
だから、大人が持っ
ている偏見をなくさ
なきゃダメだと思う。

学校で自分らしさをア
ピールできるような授
業があるといいな。

子ども達だけで解決す
るのではなく、大人や
先生などへ相談できる
環境が必要だと思う。

子どもや外国の方にも
分かりやすいような冊
子を作ってほしい。

第3条 第4条

第12条 第14条子どもの権利
条例

条例に
反映されたポイント

瀬戸市における今後の方針

子ども・若者会議は今後も開催

会議のメンバーを募集しています。
詳しくはこちらへ
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瀬
戸
市
子
ど
も
の
権
利
条
例
が
誕
生
し
ま
し
た

子どもの権利が守られる体罰等のない社会を実現していく
ためには、一人ひとりが意識を変え、子育て中の保護者へ
の支援も含めて社会全体で取り組んでいかなくてはなりま
せん。
全国の昨年度の児童虐待件数は207,659件と過去最多
で、31年連続で増加しており、本市の昨年度の相談対応件
数も143件、前年度比107.5％と増加しています 。

安全確認、状況把握のため職員等が訪問する場合もあります。

保護者自身の工夫のポイント

安心感や信頼感、温かな関係が心地
よいのは、子どもも大人も同じです。

❶子どもの気持ちや考えに耳を傾け
ましょう

❷「言うことを聞かない」にもいろいろ
あります

❸子どもの成長・発達の状況はそれ
ぞれ異なります

❹子どもの状況に応じて、身の周りの
環境を整えてみましょう

❺注意の方向を変えたり、やる気に働
きかけてみましょう

❻肯定文でわかりやすく、時には一緒
に、お手本に

❼良いこと、できていることを具体的
に褒めましょう

体罰によらない子育ての
ための７つのポイント

「しつけ」とは

子どもの人格や才能などを伸ばし、社
会において自律した生活を送れるよう
にすることなどの目的から、子どもを
サポートして社会性を育む行為です。

「体罰」とは

子どもの身体に何らか
の苦痛を引き起こし、ま
たは不快感を意図的に
もたらす行為（罰）です。

体罰等が子どもの成
長・発達に悪影響を与
えることは科学的にも
明らかになっています。

体罰は、法律で禁止されています
しつけと体罰の違いとは？

「体罰等によらない子育てについて」
厚生労働省ホームページ

否定的な感情が生じたときは、まずはその
気持ちを認めることが大切です。
そしてその原因は、子どものことなのか、自
分自身のこと（体調の悪さ、忙しさ、孤独感
など）が関係しているかを振り返ってみると

落ち着くかもしれません。
また、少しでもストレスの解消につながり
そうな工夫を見つけると良いでしょう。
●深呼吸する　　●ゆっくり５秒数える
●窓を開けて風にあたってみる など

相談窓口

児童相談所 虐待対応ダイヤル

☎189（24時間・通話料無料）
子ども・若者センター ☎82・1990

愛知県中央児童・障害者相談センター ☎052･961･7250

こどものみなさん 虐待かもと思ったら…

いち  はやく

児童相談所 相談専用ダイヤル

☎0120･189･783（24時間・通話料無料）
子ども・若者センター ☎88・2636
子育て総合支援センター ☎88･2637
健康課 ☎85･5090

保護者 子育てに悩んだら…

いち   はやく おな  や   みを

ぎゃくたい

こ わか もの

おも

あい   ち  けん ちゅうおう   じ   どう

じ　 どう　そう   だん   じょ ぎゃく たい   たい   おう

しょうがい  しゃ  そう だん

これらはすべて「体罰」といって、法律で禁止されている行いです

こんなことも、子どもの権利を侵害する行いです

たたく・ける

無視される
きょうだいと
比べてけなす

生まれてきたこと
を否定される

長時間の正座
どこかに

とじこめられる
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瀬戸市総合防災訓練 ～せと市民総ぐるみ防災訓練～

●問 危機管理課 ☎８８・２６００

① メール配信 瀬戸市安全安心情報メール
配信内容に従い、発災直後に取るべき行動を確認しましょう。

②      ラジオＲＡＤＩＯＳＡＮＱ（FM84.5MHz）
防災訓練放送・防災特別番組(午前8時～9時)を放送しま
す。ラジオは災害時にとても重要な情報収集手段となりま
す。ぜひ、ラジオを聴きながら訓練を実施してみましょう。

③      テレビグリーンシティ
ケーブルテレビ（12ch）

通常番組放送中に文字情報を伝
えます。

※連区により日時や場所、訓練内容が異なる場合があ
ります。詳細は町内回覧板などをご確認ください。

日時
場所
１１月２０日●日 午前８時～
自宅

各家庭で命を守る訓練を実施しましょう。

訓練の開始を案内します。

①シェイクアウト訓練
命を守るため、「姿勢を低く」「頭を守り」「じっと
する」行動をとりましょう。

②２次災害の防止
地震による揺れがおさまったら、ガスの元栓を
締め、分電盤のブレーカーを切りましょう（訓練
は指差し確認のみ実施しましょう）。

③安否札等の掲出
近隣住民に世帯の安否を伝えるため、玄関など
道路から見える場所に安否札等（各自治会作
成の安否札、タオル、瀬戸市指定可燃用ごみ袋
など）を掲出しましょう。

※訓練では掲出のみですが、地震発生時は
安否札による安否確認を近隣住民同士
で行いましょう。

利用登録は
ＱＲコードから

各家庭で実施しましょう

自治会の皆さんへ
「安否確認訓練」と「情報伝達訓練」に
ご協力をお願いします。

南海トラフ地震を想定し、「おうち防災訓練」として各
家庭で参加できる訓練を市内一斉に実施します。
また、自治会単位で行う防災訓練で安否札の掲出状
況の確認などを実施し、自助・共助の充実を図ります。

④家庭での防災チェック
非常持出袋と備蓄品の確認
●食料、飲料の賞味期限の確認
●非常持出袋への感染症対策グッズの
追加など

ハザードマップの確認
●各種災害による自宅の危険度の確認
●避難するタイミングの検討など

避難先の検討
●最寄りの指定避難所の確認
●避難所までのルートの確認
●知人、親戚宅への避難など指定避難
所以外の避難先の検討など
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11月1日

瀬戸市内おすすめフォトスポット

第１期では、「ジブリの大倉庫」「青春の丘」「どんどこ森」の３エリアがオープンになり
ます。

かつての愛知万博の理念「自然の叡智」を次世代
へ継承するこのジブリパークは、豊かな自然を有
する瀬戸市の市民にとっても、きっと「学び・楽し
める」場所となることでしょう。
ぜひ、自然いっぱいのスタジオジブリ作品の世界
を体験しに、出かけてみてください。

写真は「ジブリの大倉庫」©Studio Ghibli

ジブリパークは
エリアごとに
日時指定の

予約が必要です。

ジブリパーク住所
長久手市茨ケ廻間乙1533-1
愛・地球博記念公園内

詳細はこちら

3エリアが
オープン

瀬戸蔵１階 アトリウム パルティせと前看板 ツクリテセンター前デザインマンホール

写真はどんどこ森の「どんどこ堂」 写真はどんどこ森の「サツキとメイの家」
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公共交通機関
身近な鉄道やバスをご利用ください。

NEW

その他

有料シャトルバス（11月1日～令和5年3月31日）
平日（ジブリパーク開園日のみ）に運行します。
※土・日・祝は名鉄バス東山線が運行しています。

　海上の森
豊かな自然の中に大きな池があります。動物が
休憩しに来る様子を思い浮かべてみては。

　定光寺公園
真っ赤な橋が良い感じ。橋を渡るときには息を
止めながら渡ってみては。

インスタグラムで瀬戸市内
の風景やスポットの写真を
投稿しませんか。
詳細はP24か
QRコードで

関連企画

11月11日～12月18日の金・土・日に、毎週
異なる市町村が出展し、来園者に愛知の魅
力を発信するイベントです。

ジブリパークチケットが
なくても楽しめます

あいち市町村フェア

配布時期 11月1日～令和5年3月31日※なくなり次第終了

平日の有料シャトルバスに乗車していただいた方
限定の特別プレゼントです。（１人１枚）
※土・日・祝のバスに乗車した方は対象外

瀬戸市も出展します
日時 11日25日（金）～27日（日）

午前10時～午後4時
 ※日曜は午後３時まで
場所 愛・地球博記念公園北口エリア・大芝

生広場
内容 瀬戸市PRブース、瀬戸焼販売、瀬戸焼

そば販売 ほか

サイズ：５7mm×１10mm

※所要時間や運行ダイヤは、道
路状況により前後する場合が
あります。
※令和５年３月３１日までの実証実
験による運行です。

※10月18日時点、認可申請中

所要時間 約2０分
料金(片道)
大人３７０円、小児19０円

写真は青春の丘の「地球屋」

9



●問 水道課 ☎８５・１２９７

原油高・物価高対策として、基本料金とメーター使用
料を減免します。

対　　象　
全ての世帯と事業者（官公署を除く）
※申請手続きは不要

対象期間　
第４期（１０月請求分）から第６期（２月請求分）まで

内　　容　
水道料金のうち、基本料金とメーター使用料を減免
［例］家庭用（メーター口径１３㎜）の場合
　　３期（６か月）あたり　６，６９９円（税込）
●基本料金を超えた分と下水道使用料は対象外です。
※検針時に投函する「上下水道使用水量・
料金のお知らせ」には、減免後の金額が
記載されます。

※官公署については改めて請求額を提示
します。

●問 市コールセンター ☎88･2888

物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響の
大きい住民税非課税世帯等に支給されます。

対　　象
❶住民税非課税世帯
11月18日（金）頃から順次、対象世帯*に確認
　書を送付します。
＊世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯
❷家計急変世帯
　事前にコールセンターへ問い合わせください。
　　❶に非該当で予期せず家計が急変し、世帯全員の
　令和4年収入見込み額が、非課税水準以下の世帯

そ の 他
●❶❷とも市に書類到着後、２週間程度で順次振り
込み

●令和３・４年度住民税非課税世帯等臨時特別給付
金受給者も対象 

●世帯の全員が課税者に扶養されている世帯は対象外 
●DV被害による別住所の方も、支給を受けられる
場合あり（コールセンターへ問い合わせください）

▲詳細は
ホームページで

▲詳細は
ホームページで

１１月以降の接種体制

最新情報
はこちら

▶

接種間隔
直近の接種から３か月経過後
接種場所
●市内医療機関
●愛知環状鉄道瀬戸市駅ビル１階
●市役所１階
接種券発送スケジュール

場　所
愛知環状鉄道
瀬戸市駅ビル1階
（駐車場なし）

市役所 東庁舎
1階 会議室

日　程 11/4（金）～12/25（日） 11/3（木・祝）～12/18（日）
曜　日 木・金・土・日
時　間 午前10時～午後6時

土・日
午前10時～午後6時

金
午後3時～9時

種　類 オミクロン株対応ワクチン(BA4-5) ファイザー製直近の接種月

令和4年7月

令和4年8月

上記以降

郵送開始日

10月25日（火）

11月1日（火）

接種可能な月
の前月中旬頃

●接種券が届き次第
　予約できます。
　接種券を紛失した方は
　こちらから▶

※発送から到着まで10日程度かかる場
合があります

Web予約をお手伝いします
下記の店舗にご協力いただき、Web予約をお手伝いします。
日　程 11/1（火）～30（水）
場　所 ヤマダ電機テックランド瀬戸店（午前10時～午後7時）
　　　 ホームセンターアント瀬戸店（午前9時30分～午後6時30分）
対　象 自身のスマートフォン等で予約が難しい方
持ち物 自身のスマートフォン等・接種券
※予約の補助のみを行います。相談等は受けません。
※お店の混雑状況により、対応できない場合やお待たせする場合があります。

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

電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金

要返送

要申請

※接種状況により内容が変更になる場合があります。

10 1 1 月号



●１１月９日  １１９番の日
119番通報時は「①火災か救急か②住所、建物の
名称、名前など③火災状況・具体的症状等」をお聞
きします。（●問 消防指令センター ☎８５・１１１９）

●１１月９日～１５日  秋の火災予防運動
「お出かけは　マスク戸締り　火の用心」
全ての寝室に住宅用火災警報器を設置しましょう。
（●問 消防本部予防課 ☎８５・０４７９）

●１１月２５日～１２月１日  犯罪被害者週間
犯罪の被害に遭われた方や、その家族等からの相
談に窓口で応じます。（●問 瀬戸警察署 ☎８２・０１１０）

●毎月１１日  横断歩道の日
運転者は、横断歩道に歩行者を発見したら必ず停
車しましょう。（●問 生活安全課 ☎８８・２６０１）

「市内に介護施設ができ、あなたには入居権があ
る」と電話があった。「必要ない」と断ると「他市に住
む女性に権利を譲ってほしい」と言われ承諾した。後
日弁護士を名乗る人から電話があり「名義貸しは犯
罪だ。違反金６００万円を払わないと逮捕される」と
言われた。（80代　女性）　
アドバイス
老人ホームなどの入居権を譲ってほしいという電話
は詐欺です。話を聞いてしまうと、様々な口実で金
銭を要求されます。相手にせず、すぐに電話を切って
ください。
※「国民生活センターホームページ」より

●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P20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

●問まちづくり協働課 ☎88・2801

11月12日（土）～25日（金）

全ての人が被害を受けない社会を目指しましょう。
●啓発パネル展示　～これって、性暴力？～
　市役所１階ＡＴＭ前 11月1日（火）～11日（金）
　パルティせと３階    11月17日（木）～25日（金）
●無料相談窓口 ※は要予約

●問 人事課 ☎88･2510

※1 任期の条件を除き、給与や勤務条件は正規職員
と同じです。

労務職採用
　試験日程１１～１２月　
　申込期間 ～１１/１１（金）午後５時１５分

任期付職員採用
　試験日程 12～1月　
　申込期間
　１１/１（火）午前８時３０分～１１/３０（水）午後５時１５分

申込方法　インターネット申込（原則）
募集要項等配付場所
人事課（市役所４階）、ホームページ
※実施概要や受験資格などは募集要項
で確認を

試験区分 職種区分 採用予定日
（原則）

採用予定
人数

労務職採用 労務職
（施設技能員）

１月１日～
４月１日 ２人程度

任期付職
員採用※1 看護師職 ４月１日　 ２人程度

女性相談
センター※

女性悩みごと
相談※

性犯罪被害
相談電話

男性ＤＶ被害者
ホットライン

ＤＶ相談＋

☎０５２・９６２・２５２７

☎９７・１３３３

☎#8891
☎#8103

☎０８０・１５５５・３０５５

☎０１２０・２７９・８８９

月～金 9時～21時
（土日16時まで）

第１～３金曜
第３・４火曜
10時～15時

２４時間

土曜
13時～16時

２４時間

SNS相談▶
（正午～22時）

メール相談▶
（２４時間）

はやくワンストップ

ハートさん

つなぐ　　はやく
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●デジタル抽選会　テレビ局グッズが当たるチャンス
　時　間 午前9時～（１人1回・先着600人）

●インターネットライブ中継
　時　間 午前10時～ 幡山中学校吹奏楽部
　　　　 午前11時30分～ ダンスサークルWIZ

その他にも楽しいブースがたくさん
菓子パン・焼き菓子・ジュースなどの販売、

図案コンクール作品展、煙体験ハウス、ぬり絵展示

リニモ秋色ウオーキング・愛環ぶらっとウオーキング

ゴールした方に
ピンバッジをプレゼント

愛知県
交通対策課
ホームページ

●問 デジタルリサーチパークセンター ☎87・3100
情報政策課 ☎88・2536

瀬戸の街並みを仮想空間で再現し
た「バーチャル瀬戸」がオープンし
ました。スマホやPCで街
並みを歩いてみませんか。
参加方法はこちらから▶

「バーチャル瀬戸」がオープン

日　時 11月13日（日）
　　　 午前9時～午後2時
場　所 デジタルリサーチパークセンター

参加費無料

テレビ愛知
TVアニメ「八十亀ちゃんかんさつにっき」
デジタルスタンプラリー

「八十亀ちゃん」たち
のパネルを探して行
うデジタルスタンプ
ラリー

ＮＨＫ名古屋放送局
「新しい技術を活用した防災」と「新しい放送技
術」の体験・展示
田中逸人アナに
よるAR水害疑似
体験 ほか

スマホで参加！

同時
開催

●問ノベルティ･こども創造館 ☎88・2668

❶ オンリーワン干支「卯」
日　時

対 象
参加費

１１月２３日（水・祝）
午後１時３０分～３時３０分
小学生以上
５００円　定　員１５人

日　時

対 象

参加費

１２月４日（日）
①午前１０時３０分～正午
②午後２時～３時３０分
どなたでも参加可
（未就学児は保護者同伴）
６００円　定　員 各回５人

❷ つちひもツリー

作品は焼成し、後日お渡しします。

申込方法
申込開始

ホームページから
❶１1/２（水）午前１０時～
❷１１/２５（金）午前１０時～

共
通
事
項

日 時
場 所

１１月２６日（土）正午～午後３時
品野陶磁器センター  南芝生広場

●問 産業政策課 ☎88・2653

●農産物品評会　　●生産者直売市
●無料配布（先着順）

●瀬戸市推奨農産物「せとのもの」販売
　（正午～午後３時）

●紙芝居「いなほちゃん劇場」（正午・午後2時）

●ペーパークラフト販売、食農クイズ、みたらし団子
販売、農機具の展示 など（正午～午後３時）

●無料ふるまいコーナー
　ポン菓子（正午～）・豚汁（午後１時３０分～）

苗木・種子
各種100袋（午後１時～）

たい肥
50袋（午後２時３０分～）

農家の皆さまへ
農作物の品評会への出品をお待ちしています。
受付日時１１月２６日（土）
ＪＡ瀬戸支店 午前７時３０分～９時３０分
品野陶磁器センター 南芝生広場
午前７時３０分～１０時ホームページ

ホームページ
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各窯元で展示・販売します。作陶体験（有料）ができる
窯元もあります。
案内所 水野郵便局を西へ進み、最初の信号を北へ
　　　 すぐ（児童公園内）

日　時
駐車場

１１月１2日（土）～２０日（日）午後５時３０分～９時
１８０台 ライトアップ期間1,000円／台（125㏄以上の自動二輪を含む）

詳細はチラシか
ホームページを
ご覧ください

日 時
11月12日（土）・
13日（日）
午前９時～午後４時
場 所
赤津・品野・水野エリア

赤津・品野・水野
の窯元が工房・
ギャラリーを開放
します。

ライトアップ岩屋堂

臨時駐車場・シャトルバス運行（無料）

※11：30発と13：00発は運休

●問 水野窯めぐり実行委員会 ☎82・4152
（当日は☎48・1265）

水野窯めぐり水野エリア

●問 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 ☎８５・２７３０

●問 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
☎８５・２７３０

各会場へは
便利な無料回遊バス「せとらんぜ号」をご利用ください。

停留所
尾張瀬戸駅
赤　津
品　野
水　野

尾張瀬戸駅

１便
９：00
９：09
９：20
９：26
９：45

１3便・・・
16：00
16：09
16：20
16：26
16：45

この間
約30分間隔で

運行

回
遊
バ
ス
時
刻
表

臨時駐車場
品野陶磁器センター

（道の駅瀬戸しなの隣接）

周辺道路が大変混雑します。臨時名鉄バス・シャトルバスをご利用ください。

岩屋堂
公園⇔

各窯元で配布する散策マッ
プとチラシを持ち、風情ある
街並みをお楽しみください。

赤津窯の里めぐり

ホームページ インスタグラム

●問 赤津窯元まわし会  ☎82・3255（喜多窯 霞仙）
赤津エリア

フェイスブック インスタグラム

品野陶磁器センター前では「窯元ガチャ」も行われます。
●問 倶楽歩杜の品野  ☎41・0300（水義製陶所）

しなの工房めぐり品野エリア

運行日 11/12（土）・13（日）、19（土）・20（日）
シャトルバス時刻（品野陶磁器センター発）
午前１０時（始発）▶ 午後７時（最終）
※公園発最終は午後８時００分
※ペット同伴不可
※整理券を配布します。詳細
は観光協会ホームページで

尾張瀬戸発
時
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15
15
55 00

05
55
55
55
45 45

45
35

30
30

10 45

00 55

40

分分
岩屋堂公園発

臨時名鉄バス 時刻表

運行日 11月12日（土）、13日（日）、
　　　 19日（土）、20日（日）

運　賃 大人２００円、こども１００円、
　　　 ICカード使用可

※状況により時刻変更や遅延する場
合があります。

※ペット同伴はケージの使用をお願い
します。

尾張瀬戸駅 ⇔ 岩屋堂公園

臨時名鉄バス運行
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愛知工業大学ロボット研究ミュージアムの見学とからくりロボットを組み立てるロボットワークショップです。
風のチカラを色々な動きに変換するからくりの仕組みを学びましょう。

風の力で動くからくりロボット
「ウィンディー」日 時

集合場所

行 程

対 象

参 加 費

定 員

申込方法

申込期限

１２月２６日（月） 午前１０時～午後4時30分

瀬戸蔵（専用バスで移動します）

瀬戸蔵 → 愛知工業大学ロボット研究ミュージアム見学
→ 昼休憩（昼食持参） → ロボットワークショップ → 瀬戸蔵

小学４～６年生

３,０００円

４０人（抽選）

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
ホームページかＱＲコードから申込専用
フォームにアクセスしてお申
し込みください。

１２月４日（日）
※結果は、１２/１２（月）までにメールで通知

●問 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 ☎85・2730

結婚記念日に瀬戸焼を結婚記念日に瀬戸焼を

瀬戸焼の楽しみ方のススメ vol.3

●問 ものづくり商業振興課 ☎88・2807

結婚記念日には年数ごとにそれぞれ名前が付け
られています。陶磁器にまつわる記念日として、
結婚９年目の「陶器婚式」（とうきこんしき）、２０
年目の「磁器婚式」（じきこんしき）があります。

●陶器婚式
大切に扱わないと割れてしまう陶器になぞら
えて、お互いを陶器のように大切にしていこう
●磁器婚式
磁器のように固い絆で結ばれた夫婦

　という意味を込めてつけられたようです。

陶器婚式や磁器婚式には、日常的に使える
お揃いのペアカップや夫婦茶碗、陶器製の鉢
に入った観葉植物など、
「瀬戸焼」のプレゼントは
いかがでしょうか。

●問 スポーツ課 ☎４８・０５８９

３年ぶりに瀬戸市で駅伝大会を実施します。

開催日　１２月１１日（日）
※雨天決行。荒天の際は、中止の場合あり
　　　　午前９時１５分スタート

申込期間 １０月２７日（木）～１１月１１日（金）

参加資格、部門、申込方法、参加費など詳細はホーム
ページやパンフレットで確認を（市体育館、市役所１階
情報コーナー、支所、市民サービスセンター、瀬戸蔵で
配布）
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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。

表彰式・記念講演会
●問 瀬戸市文化振興財団 ☎84・1811

北川民次アトリエ公開

磁祖加藤民吉生誕250年記念

●問 瀬戸市文化振興財団 ☎８４・１０９３

●問 文化課 ☎８４・１０９３

11月6日（日）
文化センター文化交流館３階３１会議室
表彰式 午後1時30分～2時
記念講演会 午後2時～3時　
※時間は前後する場合があります。

日 時
会 場
内 容

私の「俳句分類」

加藤かな文氏（平成22
年第一句集『家』により
第33回俳人協会新人
賞受賞。平成23年「家」
代表。俳人協会評議員）

演 題
講 師

北川民次のアトリエを一般公開します。
11月12日(土)・13日(日)
午前10時～午後3時
北川民次アトリエ（安戸町23）

日 時

場 所

●問 文化課 ☎84・1740 FAX 85・0415
　　秋の馬ヶ城

昭和初期の建物の浄水場管理棟を見学し、
森を歩きながら中世の窯跡や植生について
解説します。

瀬戸染付体験教室
●問 瀬戸染付工芸館 ☎８９・６００１

sometsuke@gctv.ne.jp

１１月２６日（土）
①午前９時～正午 ②午後１時～４時
馬ヶ城浄水場（駐車場台数に限りあり）
※山道を歩ける服装でご参加ください。
  （急斜面あり）。
２０人（抽選）
QRコード・電話・FAX
１１/１（火）～１５（火）
１１/１７（木）に連絡

日 時

集合場所

定 員
申込方法
申込期間
抽選結果

干支に呉須(ごす)という絵具で絵付します。
１１月１９日（土）・２０日（日）
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）
５５０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「11月教室」とし①日時
②住所③氏名④電話番号⑤２人目の住所・氏名を
記入 ※付添は記名不要
送付先〒489-0829 西郷町９８瀬戸染付工芸館
「１１月教室」係

１１/８(火)（必着）
１１/１０（木）（発送）

※作品は焼成し、後日お渡し
　します。

日 時

場 所
対 象
参 加 費
定 員
応募方法

締 切
抽選結果

平田一式飾り※
陶磁器一式の「磁祖加藤民吉」展示

１１月３０日（水）まで
市役所１階
シビックスクエア
平田一式飾り保存会

展示期間
展示場所

協 力
※島根県出雲市平田地域に江戸時代から
伝わる民俗芸術で、陶器、仏具、茶器など
のうち、その一式を使い、神話や歌舞伎の
一場面や、歴史上の人物を飾り競うもの

第71回瀬戸市文芸発表会

やすらぎ会館３階ロビー
11/8(火)～20(日)
文化センター文化交流館１階 ギャラリー
11/22(火)～27(日)
瀬戸市役所１階シビックスクエア
11/29(火)～12/4(日)

特選作品の展示

申込は　
こちら▶

15



ガラス作家の後藤晃太と写真家の塩谷智子
による二人展  

１１月１２日（土）～１月１５日（日）
午前10時～午後6時
※入館は30分前まで
火曜・年末年始（12月27日～1月4日）

日 時
時 間

休 館 日

国内外から陶芸作家２名を招へいします。 

１ ワークショップ　※作品は焼成し後日お渡し

２ スライドレクチャー＆公開制作 （事前申込不要）
日　　時 11月27日（日） 午後２時～４時

招へい作家 セシル・リバス（スペイン）
　　　　　 黒木由美（福岡県）

黒木由美 「ガラス？やき
もの？古代エジプトの
ファイアンスをつくろう」
日　時 11月19日（土） 
午後１時～２時３０分
対　象 中学生以上　定　員 各８人（先着順）
申込方法 11/4（金）午前10時～電話

セシル・リバス
「音と陶で遊んでみよう」
日　時 11月23日（水・祝）
午後１時～２時30分

塩谷智子後藤晃太

冬のキャンドルホルダー作り

ガラスの鏡餅でオリジナル
のはんこを作ろう！

11月26日（土） 
①午前10時～正午 ②午後1時～3時
5歳以上
520円（当日支払い）
各回6人（抽選）
11/13（日）

午前10時～午後5時に電話
※作品は当日持ち帰り可

日 時

対 象
参 加 費
定 員
申込方法

冬のおくりもの展 
１１月１２日（土）～１月１５日（日）
午前１０時～午後６時（最終日は午後４時）
火曜、年末年始（12月27日～1月4日）

期 間
時 間
休 館 日

i×i×ii  後藤晃太  塩谷智子

干支うさぎの
ペーパーウェイトを作ろう！

12月11日（日） 
①午前11時～正午 ②午後1時～2時
小学4年生以上
1,670円
各回4人（抽選）
11/27（日）

午前10時～午後5時に電話

日 時

対 象
参 加 費
定 員
申込方法

１２月４日（日）・１８日（日）
①午前１０時～正午 ②午後２時～４時
小学生以上（８歳以下保護者同伴）
１，６７０円（当日支払い）
各回６人（先着順）

１１/５（土）午前１０時～ 電話

日 時

対 象
参 加 費
定 員
申込方法

企画展

●問 瀬戸市文化振興財団 ☎84・1093

プレオープンと作家によるギャラリートーク
１１月１１日（金） 午後５時３０分～  ※開館5時～
場　所 新世紀工芸館 展示棟 / 無料

関連イベント

瀬戸国際セラミック＆ガラス
アート交流プログラム 2022-2023
令和4年度 文化庁
アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業

《#６》W. 44cm、針金・釉薬、2018年 《Breather#3》H. 80cm、陶土、2021年

場所・●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１ 詳細はこちら▶
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＊

※市内在住者のみ ▶中学生中 ▶高校生高 ▶18歳18歳▶乳児と保護者 ▶幼児と保護者幼 ▶年長長対
象

こどもインフォメーション

小乳

●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 各日 9：30～　　参加費の記載がないイベントは無料です。

   　　は抽選5
5

6 7
6 7

　　 　は先着順  11/3（木・祝）～各教室イベント２日前3 42

   は電話申込　受付中1

10/26（水）～11/10（木）
11/1（火）～11/19（土）

11月19日（土）・20日（日）
　　26日（土）・27日（日）
9：00～12：30、14：00～17：00
　　　 各回8人～長 小

　 あそびコレクション
　 「ミサンガを作ろう」
1

電話申込

イベントの
詳細・申込は
こちらから

　 卓球あそび
11月13日（日）・26日（土）
9：00～12：00、14：00～15：30
　　　　各回10人小 18歳～

2

11月17日（木）
9：30～、10：00～、10：30～、11：00～
参加費 100円 　　　  各回7組

　 お絵かきあそび3 　 パパとちょこっとタイム
　「カミヒコーキ」
4

乳 幼

11月27日（日） 10：00～11：30
　　　　　　　15組乳幼児～小学生父子

　 木工教室「動く車」5 　 ママとあそぼ♡こっこちゃん6

12月3日（土） 10：00～12：00
参加費 400円 　　　8人

　 料理教室「クリスマスプレート」7
（ブロッコリーのツリー、トマトのサンタ、
人参ごはん、焼肉味唐揚げ）

小

11月20日（日）
14：00～16：00
参加費 500円　  　6人小

11月25日（金）
10：15～11：15
　　　　 10組2歳～就園

●問 交通児童遊園 ☎４８･２３５０ （休園 火曜）

　 折り紙教室「うさぎ」
11月12日（土） １０：４５～１２：００
　　　　　 10人小 18歳～幼

申込方法 （市内在住限定）

　 ～　 開催日１週間前の午前９時～窓口・電話（先着順）

a～dは11月5日（土）～20日（日）にホームページで（抽選）

1 9 1

　 ふくちゃんと遊ぼう
　（腹話術）
１１月１６日（水）
１０：４５～１１：１５  　 5組

2 　 スタッフと遊ぼう
 　  自然散策・自然物を使った工作
3

11月19日（土）
１０：４５～１２：００　  10人小

　 11月生まれ誕生会
11月24日（木）
１１：１０～１１：３０
　 5組

4 　 編み物教室5

11月２6日（土）
１０：４５～１２：００
　　　　10人小 18歳～乳 乳

　 子育て談笑「子ども
　 の自己肯定感とは？」

　 子育て談笑「子ども
　 を見守ることとは？」
１１月28日（月）
１０：４５～１１：１５
　 5組

6 　 俳句教室7 　 親子で学ぶ自転車乗り方教室
12月3日（土） １３：４５～１５：４５
※雨天、路面が濡れている場合中止
　と　　　5組
持ち物 ヘルメット、手袋、膝あて、水筒

8 9

乳

１2月5日（月）
１０：４５～１１：１５
　 5組乳

12月3日（土）
１０：４５～１２：００
　　　　10人小 18歳～ 小 保護者

12月18日（日）
１０：４５～１1：45
　　　　　 20人小 18歳～幼

　 バルーン教室 　 クリスマスマジックショーb d　 凧作り教室c

12月11日（日）
１３：３０～１４：４５
　10人 参加費 200円小

12月4日（日）
１０：４５～１２：００
　10人 参加費 300円小

12月17日（土）
１３：３０～１5：00
　10人 参加費 200円小

　 クリスマスリース教室a

イベント詳細・    ～     の申込はこちらから

▶小学生
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こどもインフォメーション

妊婦母子健康手帳交付

ミニママ教室

毎週金曜日
9：30～10：30
※12/30（金）を除く

毎週金曜日
10：00～10：45

（受付9：30～9：50）
※12/30（金）を除く

不要
❶ 妊娠届出書
❷ 妊婦のマイナンバーカードか
　 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。

11月14日(月)
12月19日(月)
9：00～11：00

11月15日(火)
14：00～15：30

11月9日(水)
12月14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

11･12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

11月28日(月)
14：00～16：00
（受付15分前から）

マタニティ教室
妊婦

（妊娠中期～後期）
9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

BCG（集団接種）
11月24日（木）
11月29日（火）
12月21日（水）
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

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

持ち物

予 約

予 約

持
ち
物

開催日１か月前～1週間前予 約
ホームページ申 込

予約方法／持ち物

乳児（4～７か月）の
母親（乳児同伴可）

15組

乳児（4～5か月頃）の
保護者（乳児同伴可）

10組

個別に通知　
ホームページで確
認を

乳幼児と保護者乳幼児健康相談

離乳食教室

ところ　　 さ　　く

所 紗功くん

すくすく元気に育ってね
いつも癒しのある笑顔をありがとう
日々成長してってね。
毎日元気いっぱいに遊んでね！

０歳／東山町

えのき　   え　　み　　り

榎 恵美梨ちゃん

たくさんお喋りができて、お転婆な
えーちゃん☆
すくすくと成長して大きくなってね♪ 
大好きだよ‼

３歳／菱野町

  しば　  た　　 ゆう　  と

柴田 結翔くん

我が家のアイドルゆうとくん！
お姉ちゃん、お兄ちゃんたち
と仲良くすくすくと成長して
ね！

１１か月／塩草町

  しば　  た　　  かい　と

柴田 海翔くん

元気いっぱいのかいとくん！
お姉ちゃん、お兄ちゃん、弟と
仲良くすくすくと成長してね！

２歳／塩草町

  しば　  た　　 あつ　 と

柴田 篤翔くん

スーパー戦隊大好きなあつ
とくん！
お姉ちゃん、弟くんたちと仲
良くすくすく成長してね！

３歳／塩草町

対象 市内在住0～3歳児（申込時）
くわしくはこちら▶　

広報せとに
お子さんの写真を
載せませんか
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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6時）

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 11/20（日）

鶏もも肉 .........................１００ｇ
はくさい ...............２枚（２００ｇ）
チンゲンサイ ....... １株（１００ｇ）
にんじん ............１/３本（６０ｇ）
木綿豆腐 .............１丁（３００ｇ）
春雨（乾燥）......................４０ｇ
水 .................................１００ｍｌ
しょうゆ ...................... 大さじ２
砂糖 ............................ 大さじ１
酒 ................................ 大さじ２
ごま油 ......................... 大さじ１
いりごま..............................２ｇ
片栗粉 ........................ 小さじ１

材料（４人分）

❶鶏もも肉は１口大、はくさいとチンゲンサイ
は１ｃｍ幅、にんじんは短冊切り、木綿豆腐
は２ｃｍの角切りにする。春雨は熱湯に５分
浸して柔らかくしておく。

❷鍋に、ごま油を入れて熱し、鶏もも肉とにん
じんを炒める。

❸水、しょうゆ、砂糖、酒を加え、木綿豆腐を入れて煮る。
❹豆腐に火が通ったら、春雨、はくさい、チンゲンサイを入れる。
❺ひと煮立ちしたら、片栗粉を水で溶いて加え、全体を混ぜていりごまをふる。

作り方

●問 学校給食センター ☎48・7600

11月応募料理

ポイント 野菜や肉のうまみが春雨に染み込み、おいしくいただけます。

※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。

あんかけ春雨
幡山中学校 K．S．様
はたやま

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

保護者や児童生徒の応募料理を学校給食に採用しています。

読み聞かせ
毎週月・木 午前11時～11時30分

臨時休館は
ホームページ
で

休館日
12/28(水)～1/4（水）

わすれないでね　ずっとだいすき
ジーン・ウィリス/文　ラケル・カタリナ/絵　
前田まゆみ/訳　筧裕介/監修　　小学館

孫のジョージのことも忘れてしまったおばあちゃん。
それでも５歳のジョージはおばあちゃんをいつも楽し
ませます。おばあちゃんがジョージのことを忘れてし
まってもおばあちゃんの心の中でぼくを大好きでい
てくれること、
知ってるよ。
認知症の家
族の実話に
もとづく愛が
あふれるおは
なしです。

内　容 ウォリス・シンプソン
　　　（日本語字幕版、５０分）
日　時１１月１６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伝え合います。

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１１/１（火）午前９時～電話

映画上映 ※関連図書の展示もあります。

は る   さ め
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★正午~午後1時は昼休み ※3日（木）・23日（水）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） ２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 ４日(金) 市役所（1階案内）

で当日受付人権相談（予約優先） ９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） １０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 ２８日（月） 愛知県行政書士会東名支部
☎84・8484（金林）

不動産相談 １７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 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）、
６日（日）・１９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） ９日(水）・２４日（木） 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：４日・１１日・１８日
火曜：１５日・２２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（1日は休み） ★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 2日(水)・16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（祝日を除く） 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（祝日を除く） 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 ★午前10時~午後3時

成年後見巡回相談（要予約）１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） 18日(金）

午後1時30分～3時30分
市役所（1階301会議室）

高齢者福祉課 ☎88・2626
認知症相談（本人会） 18日(金） ※要予約 市役所（1階304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 （祝日を除く）★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）

2日(水)、18日(金)、
26日(土)、30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11月
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共通事項
申込方法　往復はがき・FAXで
①講座名②親子の氏名（ふりがな）
③住所④電話・FAX⑤子の年齢を
記入
送付先　〒489-0919川端町１-３１
　　　　「講座名」係
申込期限
1１１/１５（火）～２９（火）（必着）
2１1/１5（火）～１２/１（木）（必着）

私立高等学校等の
授業料補助

教育政策課　 ８８・２７５０

対象　市内在住（10/1現在）で指
定の私立高等学校等に在籍する生
徒の授業料を負担しており、愛知県
の補助金の甲区分の方
補助金額　年額上限10,000円
申請方法　申請書類を窓口に提出
※申請書類は の窓口・ホーム
ページで取得可
申請期間　11/1(火)
～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 12月10日（土）
　　　午前9時30分～正午
場所　せとっ子ファミリー交流館
定員　10人（先着順）※託児あり
申込方法 11/10（木）～ の窓口で
※日・月を除く

私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の
授業料補助授業料補助授業料補助
私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の私立高等学校等の

教育政策課　 ８８・２７５０

ファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
入会講習会入会講習会
ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター

ファミリーサポートセンター
97・2525
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養育費支払の取り決めに
かかる費用を補助

こども未来課　 88・2631

対象　２０歳未満の子どもを養育し
ているひとり親
対象経費　４月１日以降に確定した
養育費の取り決めに係る経費（公
証人手数料、収入印紙代など）
補助金額　経費総額（４万円以内）
申請期限
令和５年３月３１日
詳細はホームページで▶

プレイルーム講座

社会福祉協議会
84・2011　FAX 85・2275

　 info＠seto-shakyo.or.jp

1育児講座「作ってあそぼ」
身近にある材料でおもちゃを作ります。
日時 １２月１３日(火)
　　　午前１０時３０分～１１時３０分
場所　やすらぎ会館３階 和集会室
対象 ２歳以上の未就園児と保護者
　　　（市内在住）
定員　１０組

2親子お楽しみ会「人形劇」
プロによる人形劇を楽しみましょう。
日時 １２月１７日（土）
　　　午前１０時３０分～１１時３０分
場所　やすらぎ会館５階 大集会室
対象　幼児と保護者、小学生
定員　４０人
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～思春期の
子どもの心に届く伝え方～
アンガーマネジメント

子ども・若者センター ８８・２６３６

日時 １２月13日(火）
　　　午後１時30分～3時
場所　パルティせと４階 マルチメ
ディアルーム
講師　稲垣真紀子氏
（はぐくみサポートゆ
めたまご代表）
対象 市内在住で概ね小学校高学
年以降の子の保護者（子の同伴不可）
定員　３０人（先着順）
申込方法 11/17(木)～
１２/1(木）にQRコードで▶

やさしい日本語講座

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

外国人住民の方と「伝わる」日本語で
コミュニケーションしてみましょう。
日時 １１月２６日（土）
　　　午前１０時～正午
場所　パルティせと４階
　　　マルチメディアルーム
講師 神山英子氏（三重大学特任講師）
定員　３０人（先着順）
申込方法　FAX・メールで件名「や
さしい日本語」①氏名（ふりがな）
②電話・FAXを記入
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・ 参加費の記載がないイベントは無料です。
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スマホコーチになろう！基礎講座

NPO法人デジサポ
050･5273･9176

高齢者と接する機会の多い方が、ス
マホの相談を受けた際の適切な応
対方法を学びます。高度な知識は
不要です。
日時 １２月４日（日）
　　　午前9時30分～11時30分
場所 西陵地域交流センター会議室Ａ
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・詳細はホームページで▶
申込期間　11/1（火）～
※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事業

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 12月5日（月）
　　　①午前10時～正午
　　　②午後1時30分～3時30分
場所　新郷地域交流センター
内容　①基本操作（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）②SNS（LINE）の利用、相談
対象 スマホ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　10/26（水）
～11/24（木）に電話・
ホームページで▶
※2人分まで申込可
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グリーンシティケーブルテレビ
0120・150・676

スマホ講座

名古屋スマホ倶楽部
080・3620・1825
情報政策課　 88・2536

スマホ教室Ａ
日時 11月6日（日）
　　　午後1時～4時
場所　パルティせと4階 大会議室
内容　①スマホとバッテリー、スマ
ホの防災アプリなど ②LINEの活用
（カメラ機能で編集・加工）
定員　20人（先着順）

スマホなんでも相談会
～困っている人達、大集合～
日時 11月13日（日）
　　　午前10時～午後3時
場所　パルティせと4階 第1会議室
定員　30人（先着順）

スマホ教室B
日時 11月20日（日）
　　　午後1時～4時
場所　パルティせと4階 大会議室
内容　①動画時代の備えに必須
YouTubeの正しい操作法②LINE
の応用（カメラ機能でクリスマス
カード・年賀状を作ろう）
定員　20人（先着順）

共通事項
申込方法 電話（☎080・
3620・1825)・LINEで▶
申込期間　10/31（月）
午前10時～
※電話受付は午前10時～午後5時
持ち物 スマートフォン（ある方のみ）

スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座スマホ講座

名古屋スマホ倶楽部
080・3620・1825
情報政策課　 88・2536

LINE

サーティファイ 
ジュニア・プログラミング検定

デジタルリサーチパークセンター
87・3100

学校などでも広く活用されている
ビジュアルプログラミング言語
Scratchを使用した、プログラミン
グスキル検定
日程　12月25日（日）
申込方法　12/10（土）
までに の窓口へ
詳細はホームページで▶

普通救命講習 I

消防署　 ８５・０４６３

日時 １２月４日（日）
　　　午前９時～正午
場所　消防本部３階
対象　中学生以上
定員　２０人（先着順）
申込方法　１２/３（土）までに電話
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共通事項
対象　市内在住の６０歳以上か障
害者手帳をお持ちの方
申込方法　往復はがき・FAXで
①教室名②氏名③年齢④住所⑤電
話・FAX⑥車椅子の有無を記入
送付先　〒489-0919川端町１-３１
「教室名」係
申込期間 1１1/1（火）～15（火）
2１１/７（月）～２１（月）

オリジナルダンス
「瀬戸の情熱」体験会

高齢者福祉課　 ８８・２６２６

口を動かし口腔機能を鍛えながら踊る
ダンス「瀬戸の情熱」が体験できます。
日時 １１月２４日（木）
　　　午後１時３０分～３時
場所　やすらぎ会館３階 和集会室
対象　６５歳以上
定員　２５人（先着順）
持ち物　マスク、タオル、飲み物
申込方法 の電話・窓口

ロコモ予防教室

瀬戸あいあいクラブ
(月火水金10:00～15:00)
８５・５５２３

転倒防止に筋力アップを目指しましょ
う。22日は管理栄養士の指導あり。
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瀬戸あいあいクラブ
(月火水金10:00～15:00)
８５・５５２３

出張！せとらカフェ♪

基幹型地域包括支援センター
88・1294

楽しく備えよう認知症
日時 １１月30日（水）
　　　午前10時～正午
場所　ひしのミナクル（菱野台１-４）
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、口腔
ダンス・ラップ（瀬戸の情熱）、相談
申込　不要。直接会場へ
持ち物　飲み物

福祉教室

社会福祉協議会
84・2011　FAX 85・2275

　 info＠seto-shakyo.or.jp

1フレイル（心身のはたらきの
低下）予防教室

日時 １２月１日・８日・１５日・２２日
　　　（計４回・木曜）
　　　午後１時３０分～３時３０分
場所 やすらぎ会館３階 和室集会室
定員　８人

2陶芸教室
日時 １２月９日・１６日・２３日、
　　　１月６日・１３日・２０日
　　　（計６回・金曜）
　　　午前１０時～正午
場所 やすらぎ会館１階 第１作業室
定員　６人

福　祉
出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪出張！せとらカフェ♪

基幹型地域包括支援センター
88・1294

福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室福祉教室

社会福祉協議会
84・2011　FAX 85・2275

　 info＠seto-shakyo.or.jp

日時 11月9日(水)・11日(金)・22
日(火)・25日(金)、12月15日(木)
　　　午後１時３０分～午後３時
　　　※都合の良い日に参加可
場所　やすらぎ会館５階 大集会室
対象　市内在住の概ね６０歳以上
持ち物　動きやすい服装、タオル、
飲み物、運動靴
申込方法　電話で①名前②電話番
号③参加日を連絡

バーチャルトレーニング
サイクル体験＆相談会

市体育館　 48・0500

日時 １１月７日（月）～１３日（日）
　　　①午前１１時３０分～
　　　②午後３時３０分～
　　　③午後７時３０分～
　　　（各回３０分）
定員　各回1人
利用料　１回１１０円 ※トレーニン
グ室の利用登録が必要（中学生以
下使用不可）
申込方法　当日 の窓口か電話
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日本初導入！
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瀬戸旭在宅医療介護連携推進
協議会市民フォーラム
聴いてみたい！
入院のこと・在宅療養のこと

瀬戸旭医師会
84・1155　FAX 84・5776

　 isikai＠setoasahi.com

日時 １１月１６日（水）
　　　午後１時３０分～３時３０分
場所　瀬戸蔵２階 つばきホール
内容　講演① 「なぜ、救急病院は
長く入院できないのか？－地域を一
つの病院として考えよう－」 公立陶
生病院 ソーシャルワーク室 室長補
佐 水野大介氏
講演② 「あなたに寄り添う在宅医
療」 松尾医院 院長 松尾功先生
対象 瀬戸市・尾張旭市在住・在勤の方
定員　１５０人（先着順）
申込方法　電話・FAX・メールで
①代表者氏名（ふりがな）②電話番号
③参加人数を連絡

大学コンソーシアムせとプレゼンツ
動画コンテスト2022

大学コンソーシアムせと
97・1177

あなたが思う「瀬戸のまち」を動画
（30秒～90秒）で表現しませんか。
応募資格
①市内在住・在校の中高生②大学コ
ンソーシアムせと加盟大学の学生、
系列校の中高生
応募期間 10/17（月）～12/9（金）
結果発表　令和5年2月中旬以降
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大学コンソーシアムせと
97・1177

小学校体育施設を
利用する方へ

スポーツ課　 ４８・０５８９

地区運営委員会（１１月～３月利用分）
に必ず出席してください（要登録）。

時間　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）

日中韓姉妹都市合同写真展
~３市の景色~
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姉妹都市の中国景徳鎮市、韓国利
川市と瀬戸市の3市が合同で写真
展を開催します。
日時 １１月２３日（水・祝）～２7日（日）
　　　午前９時～午後５時
場所　瀬戸蔵４階
　　　多目的ホール
写真の一部をHPに公開▶
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スポーツ課　 ４８・０５８９

１１月
場所

（各地域の公民館、
地域交流センター）

  ８日（火） 水南① 幡山西①
１０日（木） 陶原①
１１日（金） 水野② 長根②
１２日（土） 八幡①
13日（日） 西陵④
１４日（月） 幡山東②

１６日（水） 效範① 東山①
原山①

２６日（土） 萩山③
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最優秀賞（1点）・優秀賞（3点）には
賞金か相当分の図書カード等を授
与します。
応募方法等の詳細は
ホームページで▶

ふくしボランティアフェスティ
バル～with 秋まつり～

社会福祉協議会
84・2011　FAX 85・2275

　 vc@seto-shakyo.or.jp

日時 １１月１３日（日）
　　　午前１０時～午後２時
場所　やすらぎ会館（４階除く）
内容 ●ボランティア団体のステー
ジ発表●体験コーナー●手づくり
即売会●子ども向けゲームコー
ナー●レクリエーション・スポーツ体
験●フードドライブ など
対象　どなたでも参加可
定員　なし（事前申込不要）
※入場制限を行う場合
があります。
詳細はホームページで▶

大学コンソーシアムせと
新しい文化創造プロジェクト
ジブリパークと瀬戸を楽しもう

南山大学石川ゼミ 学生有志団体
-Standせっとup-
070・8434・4169

　 ishizemi2022@gmail.com

①観光モデルコース
やきものと関連する４つのモデル
コースを体験
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期間 １１月１日（火）～１月１0日（火）
コース紹介・参加方法は
ホームページで▶

②ジブリパーク開園を祝した
インスタコンテスト
市内の風景やスポットの写真をエピ
ソードとともに投稿してください。
期限　11月30日（水）まで
応募方法　インスタグラ
ム・メール
詳細はホームページで▶

共通事項
特典（景品か商品券）あり

せと環境塾

環境課　 88・2670
　 khozen＠city.seto.lg.jp

①大人のための星空観察会
②古布講座 -帯で作るバッグ-
日時
①11月18日（金）
午後6時30分～8時
②11月27日（日）
午前10時～午後0時30分
場所　①定光寺野外活動センター
　　　②資源リサイクルセンター
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　①20人②10人 （いずれも
抽選）
申込方法　電話・メール・
ホームページ
締切　①・②とも11/10（木）
その他　少人数の場合中止

せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾せと環境塾

環境課　 88・2670
　 khozen＠city.seto.lg.jp

てがるにホール体験
～舞台の上って気持ちいい～

瀬戸蔵　 ９７･１５５５

日時 11月22日（火）
　　　午後6時～9時10分
　　　11月23日（水・祝）・26日（土）
　　　午前9時30分～午後4時35分
場所　瀬戸蔵２階 つばきホール
対象 どなたでも可。1グループ月1回
参加費　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
申込方法　窓口・電話で ※当日可
受付時間 午前９時
３０分～午後９時30分
詳細・空き状況はこちら▶

v

大学コンソーシアムせと連携事業
第2回リアルナゾ解きイベント

「過去からの写真」

文化課
84・1740　FAX 85・0415

ゲームをしながら古写真の撮影地
を巡り、街の移り変わりと歴史を学
びます。
日時 12月4日(日)
　　　午後1時～３時３０分
集合場所 パルティせと４階 大会議室
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文化課
84・1740　FAX 85・0415

対象　小学5年生以上を推奨
定員　10組（抽選） ※小中学生は
保護者同伴
持ち物　スマートフォン（アプリと
LINEを使用）
申込方法　QRコード・電話・FAX
申込期間　１１/1（火）～２２（火）
申込結果　１１/25（金）までにメー
ルなどで連絡

瀬戸市花と緑のまちづくり推進
連絡協議会
ハンギングバスケット講習会

建設課　 88・2726

講師の指導のもと、ハンギングプラ
ンターを作成します。
日時 １１月２６日（土）
　　　午前１０時～正午
場所　菱野団地中央広場
対象　市内在住の方
定員　４０人（抽選）
申込方法　ホームページ・はがきで
①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）
④年齢⑤電話番号を記入
（1人１通）
申込・詳細はホームページで▶
送付先　〒489-8701 （住所不要）
建設課公園緑地係
締切　１１/１1（金）（必着）

申込はこちら▼
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建設課　 88・2726
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家屋調査にご協力を

税務課　 ８８・２５７５

令和４年１月２日以降に新築・増築し
た家屋を対象に、固定資産税・都市
計画税の基となる評価額を算出する
ために家屋調査を行います。調査の
際は、建物図面と内装、建具などの
確認のため家屋内を拝見します。ご
理解とご協力をお願いします。

取り壊し届けは年内に

固定資産税・都市計画税は、毎年１
月１日現在に登録されている家屋に
課税されます。家屋の全部か一部を
取り壊した場合は、年内に届け出て
ください。※取り壊しが１月２日以降
の場合は課税されます。

県内一斉ノー残業デー
＆タウンミーティング

県労働福祉課 052・954・6360

１１月第３水曜（１６日）は、県内一斉
ノー残業デーです。

タウンミーティング
日時 11月15日（火）
　　　午後1時30分～4時
場所 ウィンクあいち※オンライン可
内容 （株）ワーク・ライフバランスに
よる基調講演、パネルディスカッション
定員　会場・オンライン各50人（先
着順）
申込方法 11/9（水）ま
でにホームページで▶
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行政なんでも相談所

生活安全課　 ８８・２６６０

行政相談委員が行政についての意
見や相談をお聴きします。
日時 １１月１８日（金）
　　　午後１時～４時
場所　東明公民館（事前申込不要）
※当日市役所での開設はありません。

市営駐車場のご案内

（株）日本メカトロニクス
052・339・2611

女性の人権ホットライン

女性の人権ホットライン
０５７０・０７０・８１０

日時 １１月１８日（金）～２４日（木）
　　　午前８時３０分～午後７時
　　　※土・日・祝は午後５時まで

お知らせ
行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所行政なんでも相談所

生活安全課　 ８８・２６６０
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（株）日本メカトロニクス
052・339・2611

宮川駐車場（南仲之切町他）
60分無料、以後60分毎100円
瀬戸市駅前駐車場（東横山町）
60分100円、以後30分毎100円
東横山駐車場（東横山町）
60分毎100円、以後24時間まで
最大600円
瀬戸口駅北駐車場（東赤重町2丁目）
24時間まで500円、以後24時間
毎500円 定期利用6,000円／月
（口座振替）
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女性の人権ホットライン
０５７０・０７０・８１０

就職面接会

ハローワーク瀬戸　 82・5123

日時 １１月９日（水）
　　　午前９時３０分～１１時３０分
場所　市役所４階 大会議室
対象　仕事と育児・介護の両立を
　　　希望する方
参加企業　４社（予定）
※事前予約不要、入退場自由。履
歴書不要。雇用保険の
手続き中の方は、求職
活動実績になります。

都市計画案の縦覧

都市計画課　 ８８・２680

名古屋都市計画
区域区分の変更（県決定）
土地区画整理事業の決定（市決定）
用途地域の変更（市決定）
生産緑地地区の変更（市決定）
縦覧期間　11/11（金）～28（月）
　　　　　※開庁時間内
場所 愛知県都市計画課（県本庁舎
5階）※愛知県は県決定のみ縦覧可
都市計画課（市役所南庁舎5階）
※住民、利害関係人は縦覧期間中
に意見書の提出可

裁判員候補者への通知

名古屋地方裁判所
052・203・8916

11月中旬に、裁判員に選ばれる可能
性がある方へ通知書が送付されます。
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瀬戸市教育委員会委員の紹介

教育政策課　 ８８・２７５０

教育委員会は、教育についての方
針・施策などの審議を行います。
10月1日現在（敬称略）★は新任

詳細はホームページで▶
毎月１回の教育委員会は
どなたでも傍聴できます。
申込方法　当日の開始予定時間の
１時間前～１５分前までに来場

マイナンバーカード

市民課　 ８８・２５９０
８８・２８８２（受取予約専用）

出張申請サポート
１１月16日（水）
午前１０時～正午:品野郵便局
午後２時～4時:水野郵便局
１１月25日（金）
午前１０時～正午:瀬戸郵便局
午後２時～4時:イトーヨーカドー 尾張旭店
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
※申請に必要な写真撮影などを
無料で行います。カードの交付は
後日、市役所で行います。
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教育政策課　 ８８・２７５０

教育長 加藤 正彦★
委員 青山 貴彦
委員 田中 直美
委員 小澤 慎太郎
委員 竹川 典子
委員 加藤 千春
委員 稲垣 遼★
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市民課　 ８８・２５９０
８８・２８８２（受取予約専用）

市役所の証明書自動交付機
をぜひご利用ください

市民課　 88・2590

必要なもの ●マイナンバーカード
（利用者証明用電子証明書が搭載
されたもので、４ケタの暗証番号が
必要）●所定の手数料
取得できる証明書
①住民票の写し②印鑑登録証明書
③戸籍全部（個人）事項証明書④戸
籍の附票の写し⑤所得課税証明書
（当該年度分のみ）※瀬戸市に住
民票のある方のみ（③④は瀬戸市
に住民票と本籍のある方のみ）
設置場所　市役所１階（市民課前）

令和5年新年祝賀式

政策推進課　　　 ８８・２５００
　 瀬戸商工会議所　 ８2・3123

日時　令和５年１月５日(木)
　　　午前１０時～
場所　瀬戸蔵 ２階つばきホール
会費　１人 1,000円
申込方法　政策推進課か商工会議
　　　　　所へ会費を添えて申込
締切　１１/３０（水）
その他　感染症対策のため、名刺
　　　　交換会は実施しません。
　　　　※芳名録は作成します。
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政策推進課　　　 ８８・２５００
　 瀬戸商工会議所　 ８2・3123

市役所１階では、平日に申請サポー
トを実施中です。

受取窓口
平日 午前８時３０分～午後５時１５分
（予約優先）
夜間 １１月８日（火）・２４日（木）、
　　　１２月１３日（火）・２２日（木）
　　　午後５時２０分～７時４０分
休日 １１月１２日（土）・２７日（日）、
　　　１２月１０日（土）・２５日（日）
　　　午前８時３０分～午後５時
　　　※夜間・休日は要予約
予約方法 予約サイト・
受取予約専用電話で▶

離婚による年金分割制度

瀬戸年金事務所　 83・2412

離婚をした場合、婚姻期間中の厚生
年金の保険料納付記録を夫婦間で
分割できる制度があります。離婚後２
年以内の手続きが必要ですので、お
早めにご相談ください。
詳細は日本年金機構
ホームぺージで▶

プラスチック製容器包装の
出し方

環境課　 ８８・２６７４

資源物指定袋の不足による燃える
ごみ指定袋の使用は、１１月末で終
了します。１２月以降は、資源物指定
袋でお出しください。

離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度離婚による年金分割制度

瀬戸年金事務所　 83・2412

プラスチック製容器包装の
出し方出し方出し方出し方出し方
プラスチック製容器包装の
出し方出し方出し方出し方
プラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装の
出し方出し方出し方出し方
プラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装の
出し方出し方出し方出し方
プラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装の
出し方出し方出し方
プラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装の
出し方出し方
プラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装の

環境課　 ８８・２６７４

27



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

舞台鑑賞 劇団 風の子中部「ギャング・エイジ」
尾張旭・瀬戸おやこ劇場  ☎０９０・３５６１・１２０１（加藤）
 minnanooyako@yahoo.co.jp

問

日　時
場　所
入場料
定 員
申込方法

１１月２３日（水・祝）午後１時３０分～
旧道泉小学校体育館
１，５００円（道泉連区の方１，０００円）
２００人（先着順）
メール

日　時
場　所
申 込
内 容

１１月１３日（日）午後１時～
ウインクあいち１１階１１０３会議室
不要（当日受付）
研究報告
特別講演「里山の予防医学」など

瀬戸ファミリーバンド

瀬戸ファミリーバンドは子どもから大人まで誰
もが楽しめる音楽団体です。毎週土曜の午後３
時から５時まで道泉地域交流センター「ぐるっぺ
道泉」で練習をしているほか、地域のイベントな
どにも参加しています。現在、団員を募集してい
ます。経験・年齢は問いません。一部金管楽器の
貸し出しもあります。ぜひご連絡ください。

連絡先　 yoshi.music0324@gmail.com
　　　  （代表：足立）

住みやすいまちづくりのためいきいきと活動し
ている「学術・文化・芸術・スポーツ」分野の団体
です。

登録団体紹介第6回あいち海上の森フォーラム2022
～里山シンポジウム～
あいち海上の森フォーラム実行委員会
☎０９０・１８６０・０８１１（浦井）　　kaisyoforum@yahoo.co.jp

問

詳細はホームページで

活動の詳細はホームページで

瀬戸まちの活動センターからのお知らせ
なるほどザ学習会「Zoom講座」

日　時  １１月１６日（水） 午後１時３０分～３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  基本操作からホスト体験まで
定　員  ２０人（先着順）
申込方法  窓口・電話・FAX・メール

デジタルリサーチパークセンター 87・3100
（休館日 月曜）

こども未来課　 ８８・２６３１

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
※各講座抽選の際は結果をメールします。※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

対象　県内在住のひとり親家庭の父母、寡婦※で全
日程出席できる方
※ひとり親になった時に１８歳までの子を扶養していた方
受講料　無料 ※実費は自己負担
定員　各２０人
申込方法　１0/３１（月）～１１/２１（月）に の窓口で

※調剤薬局事務講習を一宮・豊橋会場で実施。詳細は
へ確認を

場所　市体育館　第3競技場
　　　（②・⑤のみパルティせと・瀬戸蔵・文化センター）
参加費　65歳以上6,000円 64歳以下6,650円
申込方法　往復はがきで①教室名②郵便番号・住所③氏名
　　　　　④電話番号を記入
送付先　〒489-0061 上本町1番地 市体育館「後期体操教室」係
締切　11/15(火)（消印有効）
※抽選結果は11/25(金)以降に返信はがきで通知

※は介助を必要としない方のみ

講座 日時 受講料 締切

No.40　パソコンで年賀状を作ろう！(住所録・宛名・絵) 11月22日・29日(計2回・火曜)午後2時～4時
3,200円
(教材費含む) １１/１２(土)

No.41　おとなのプログラミング講座(スクラッチ編) 12月7日～12月21日（計3回・水曜）
午前10時～正午

5,300円
(教材費含む) １１/2６(土)

No.S31_532【スマホ講座】
これからはじめるスマートフォン

12月1日～15日（計3回・木曜）
午前10時～正午（アイフォン）
午後2時～4時（アンドロイド）

2,000円 11/21（月）

No.R07　オンライン講座(スプレッドシート1：入門編) 12月22日(木）　午前10時30分～正午 無料
12/12(月)

No.42　スマホ講座(カメラの使い方編) 12月22日(木)　午後2時～4時 1,900円

講習名 日程 場所 教材費

仕事に
役立つ
パソコン
講習

令和５年２月
１８日（土)～３
月１８日(土)
（計５回・土曜）
午前１０時～
午後３時４０分

ヒューマン
アカデミー
　花車ビ
ル北館６階 
(名駅会場)

１,８１５円

福祉用
具専門
相談員
研修

令和５年１月
１０日(火)～２
月２１日(火)
（計７回・火曜）
午前9時～
午後6時

未来ケアカ
レッジ　名
古屋駅前校
（名駅会場）

３，８５０円

スマホ・パソコン講座

ひとり親家庭の就業支援講習会

メルカリ教室も順次開催

ホームページ

市体育館 48・0500スポーツ教室

曜日 日時 定員

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
＆

か
ん
た
ん
体
操
教
室

①木曜 1/12～3/9
午前9時30分～11時 各60人※

②月曜 1/16～3/6
午前9時30分～11時

③金曜 1/13～3/3
午後1時30分～3時 50人※

や
さ
し
い
エ
ア
ロ

フ
ィッ
ト
ネ
ス
教
室

④火曜 1/10～2/28
午前9時30分～11時

女性
各60人

⑤木曜 1/12～3/9
午前9時30分～11時

⑥月曜 1/16～3/6
午前9時30分～11時

子
ど
も

教
室
・
講
座

福

祉

ス
ポ
ー
ツ

募

集

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ
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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

舞台鑑賞 劇団 風の子中部「ギャング・エイジ」
尾張旭・瀬戸おやこ劇場  ☎０９０・３５６１・１２０１（加藤）
 minnanooyako@yahoo.co.jp

問

日　時
場　所
入場料
定 員
申込方法

１１月２３日（水・祝）午後１時３０分～
旧道泉小学校体育館
１，５００円（道泉連区の方１，０００円）
２００人（先着順）
メール

日　時
場　所
申 込
内 容

１１月１３日（日）午後１時～
ウインクあいち１１階１１０３会議室
不要（当日受付）
研究報告
特別講演「里山の予防医学」など

瀬戸ファミリーバンド

瀬戸ファミリーバンドは子どもから大人まで誰
もが楽しめる音楽団体です。毎週土曜の午後３
時から５時まで道泉地域交流センター「ぐるっぺ
道泉」で練習をしているほか、地域のイベントな
どにも参加しています。現在、団員を募集してい
ます。経験・年齢は問いません。一部金管楽器の
貸し出しもあります。ぜひご連絡ください。

連絡先　 yoshi.music0324@gmail.com
　　　  （代表：足立）

住みやすいまちづくりのためいきいきと活動し
ている「学術・文化・芸術・スポーツ」分野の団体
です。

登録団体紹介第6回あいち海上の森フォーラム2022
～里山シンポジウム～
あいち海上の森フォーラム実行委員会
☎０９０・１８６０・０８１１（浦井）　　kaisyoforum@yahoo.co.jp

問

詳細はホームページで

活動の詳細はホームページで

瀬戸まちの活動センターからのお知らせ
なるほどザ学習会「Zoom講座」

日　時  １１月１６日（水） 午後１時３０分～３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  基本操作からホスト体験まで
定　員  ２０人（先着順）
申込方法  窓口・電話・FAX・メール
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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、11/1（火）～電話

11/10（木）
午前9時～11時30分
やすらぎ会館
受付：11時まで
11/22（火）
午前10時～11時30分
市体育館
受付：11時まで

愛知医科大学
公開講座
～痛みの正体
を考える～

「慢性痛」を専門とし、NHK
クローズアップ現代、あさ
イチなど多数テレビ出演の
牛田享宏医師による講話

市内在住の方

11/8（火）
午後2時～３時
やすらぎ会館５階
大集会室

日時・場所 対象/定員 申込方法

電話・FAXで ①住所 ②氏名 ③
生年月日 ④電話番号 ⑤講座
名 ⑥先生への質問 を連絡
FAX 85・5120

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

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

11/28（月）
午後２時～４時
瀬戸旭医師会館相談室
（西長根町１０）

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

11/25 （金）
午後2時～4時
市役所3階304会議室

歯科節目
健康診査

対象者に５月末に送付し
た受診券を利用して、ぜ
ひ受診してください。

令和４年に
30,35,40,45,
50,55,60,65,
70歳になる方

受診券の
再発行は
こちら▶

12月末まで
詳細は、健康診査ガイ
ドをご覧ください。

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

内容 問診、身体測定、血圧測定、検尿、血液検査（＋骨密度検査）
日時 1月13日(金)、20日(金)、22日(日) 2月10日(金)
　　　午前8時45分～11時30分の指定時間
場所 やすらぎ会館４階、５階
対象 ●市内在住の方（国民健康保険加入者は除く）
　　 ●30～39歳（昭和５8年1月1日～平成4年12月31日生）
※骨密度検査は昭和５8・６1・６４、平成元・４年生まれのみ
費用 一般：1,000円 骨密度検査がある方：2,500円 
※生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は費用免除（要事前申請）。
申込方法 ホームページ・はがき・FAXで
①住所②氏名（ふりがな）③生年月日④電話番号⑤「一般」か
「一般＋骨密度」⑥希望日（第２希望まで）を記入
※1人1回。抽選結果を12月下旬に郵送で通知
申込期間 11月14日（月）～12月9日（金）（消印有効）
送付先 〒489-0919 川端町1-３1健康課「女性の健康診査」係
注意事項 ●妊娠中は受診不可
　　　　 ●来館は本人のみとし、子の同伴は
　　　　　 なるべく控えてください。

女性の健康診査

子どもの睡眠「早起き・早寝」を習慣に

正しく知ろう！ 脂質異常症の薬の大切さ
～どうして飲まなきゃいけないの？～

日時 １２月６日(火) 午後２時～３時３０分
場所 やすらぎ会館５階 大集会室
講師 瀬戸旭長久手薬剤師会 薬剤師 水野草平先生
対象 市内在住の方　定員 ５０人（先着順）
申込方法 １１/１(火)午前8時30分～電話・FAXで
　　　　 ①氏名②生年月日③住所
　　　　 ④電話番号⑤講座名を連絡

●問 健康課 ☎85・5511 FAX 85・5120
●問 健康課 ☎85・5511 FAX 85・5120

４～５人に１人の子どもが抱えていると言われて
いる睡眠問題は、将来、肥満や生活習慣病、う
つ病などの発症率を高める危険性があります。
睡眠不足を解消するためには「体内時計を整える」
「毎日同じ時間に起き、毎朝日光を浴びる」ことを1～2週
間程続けると、体内時計が朝型に切り替わっていきます。
家族みんなで取り組みましょう。

●問 健康課 ☎85・5090
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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!

まちかど スナップ

水野浄化センターで開催された「せと下水スイスイ
フェア」。施設見学や処理水で育てたメダカ・金魚すく
い、クイズラリー等を通し、親子で楽しみながら下水
道について学んでいました。

本市は昭和４年１０月１日に県内５番目の市として誕生
し、今年で93周年。この日、先人への感謝や瀬戸の起
源、足跡を見つめ直す日として、お祝いの記念式典が
開催されました。

市内の女子中学生12名が愛知工業大学を訪問。現
役の女子大学生から理系分野の魅力や今学んでおく
べき事などの話を聞き、キャンパス内の実験室や学習
環境などを見学しました。

市内の小学１・２年生約９０名が市民公園陸上競技場
で行われたサッカー教室に参加。名古屋グランパスの
スクールコーチからレッスンを受け、元気にボールを
追いかけていました。

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。

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

瀬戸市企業アンバサダー
認定企業を紹介します

企業も瀬戸市の魅力をPR

D A I T O 株 式 会 社

アンバサダー活動紹介

事業内容

企業アンバサダーについてはこちら▼

9/17
（土）

下水道の仕組みを楽しく学ぶ
「せと下水スイスイフェア」

10/1
（土） 瀬戸市制施行93周年記念式典

10/8
（土）

理系分野に触れる「サイエンス
ガールガイドツアーIN愛工大」

10/9
（日） みんなで楽しくサッカー
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☎
0561・82・7111(代

表
)　
FAX 0561・88・2533

Eメ
ー
ル
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city.seto.lg.jp　
http://w

w
w
.city.seto.aichi.jp

編
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行
／
瀬
戸
市
役
所
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テ
ィ
プ
ロ
モ
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シ
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課

〒
489-8701 瀬

戸
市
追
分
町
64-1

20
22  N

o.1451
20
22  N

o.1451

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

・１５日
・２３日
・１６日
・２５日
・２３日
・２３日
・２４日
・１６日
・２１日
・１５日
・２５日
・２２日
・１７日
・２４日
・１７日
・２８日
・２４日
・２２日
・１８日
・１８日
・１８日

１日
９日
２日
１１日
９日
９日
１０日
２日
７日
１日
１１日
８日
３日
１０日
３日
１４日
１０日
８日
４日
４日
４日

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

・２２日
・１６日
・２３日
・１８日
・１６日
・１６日
・１７日
・２３日
・２８日
・２２日
・１８日
・１５日
・２４日
・１７日
・２４日
・２１日
・１７日
・１５日
・２５日
・２５日
・２５日

８日
２日
９日
４日
２日
２日
３日
９日
１４日
８日
４日
１日
１０日
３日
１０日
７日
３日
１日
１１日
１１日
１１日

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

燃える
ごみ

びん・缶・
ペットボトル・
発火性危険物

紙類・古布・
プラスチック製
容器包装

聴覚などに障害のある方専用
FAX82・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

●プラスチック製容器包装は、資源物指定袋でお出しくだ
さい。

●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。

▶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。

瀬戸セントラル歯科
(大坂町193-2)

原 歯 科 医 院
(末広町1-7)

藤 本 歯 科 医 院
(陶原町4-11)

グ リーン 歯 科 医 院
(幡野町317-3)

はぎの台歯科クリニック
(はぎの台4-86)

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（木・祝）

6（日）

13（日）

20（日）

23（水・祝）

27（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




