
すべてが学びです
こうした活動の

料理や
手芸、書道
などの
教室

図書館での
調べもの

家庭での
読書

自治会活動 球技や
フィットネスなどの
スポーツ活動

公民館などの
講座や

サークル活動

家庭での
学習

ボランティア
活動

仕事のために
受ける

研修や講座

美術館や
博物館の鑑賞

自然体験

学校での
勉強

親子で
参加する
イベント

新たな一歩を踏み出そう みんなで広げる “学びの輪”特集

 No.1455 No.1455

20232023
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統
計

人
口

火災

総人口

男

女

令和5年2月1日現在 前月比 前年同月比

128,052人

62,990人

65,062人

－

－

－

70人

13人

57人

628人

338人

290人

1月件数（前年比）

救急 536件（+30）1件（-1）
今
月
の
給
付

今
月
の
納
税

3月10日（金）
振込日指定の口座に振り込みます

●児童扶養手当 1月～2月分

●市遺児修学手当 10月～3月分
●問 こども未来課 ☎88・2631

3月28日（火）

固定資産税・
都市計画税（第4期）
●問 税務課 ☎88・2572 口座振替が便利です

納期限
3月10日（金）

2 3 月号



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

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
ホームページ

の

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

の

瀬戸蔵１階に設置された「ひなミッド（高さ４ｍ・11段）」に約
800体のお雛さまが並びました。正面には瀬戸ならではの
陶器・磁器・ガラスでできた独創的な手作りのお雛さま、東
面は瀬戸染付体験で作られたお雛さまが勢ぞろい。西面は
陶磁器メーカー・商社製のお雛さまとともにハート型にぼん
ぼりが飾られ、見栄えする様子に、多くの来館者が写真を
撮っていました。※ひなミッド展示は3/5（日）まで

ユニークなお雛さまがぎっしりと

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。

P4-6

P7

P8-9

P10

P11-12

P13-14

P14-17

P18-19

P20

P21

P22-28

P29

P30

P31

P32

新たな一歩を踏み出そう
みんなで広げる“学びの輪”

学びキャンパスせと受講生募集

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

瀬戸の教育

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

CONTENTS (もくじ) 

今
月
の
納
付

国民健康保険料（第8期）
後期高齢者医療保険料（第8期）

介護保険料（第8期）

納期限
3月10日（金）
口座振替が
便利です

●問 国保年金課 ☎88・2641

●問 高齢者福祉課 ☎８８・２６２１
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皆さんは最近何かを学んでいますか？「学び」というと、少し難しく感じるかもしれません。でも、どんなこと
でも「知りたい」「やってみたい」と思う気持ちを大切に取り組むことで、それが「学び」になっていきます。
人は好きなことに取り組んでいるとき、心が生き生きと輝き、人生が豊かになると感じるのではないで
しょうか。本号では、皆さんの「学び」を応援する取り組みを紹介します。

・「知りたい」「やってみたい」と思うことに取り組みましょう。
・自分に合ったやり方とペースで続けましょう。
・人と交流し学び合うことで、学びがさらに深まります。

こんなことを意識して、楽しく始めてみましょう。

瀬戸の自然を知ろう

芸術や文化にふれよう

こどもたちも学ぼう

読書で世界を広げよう

学校給食を
家でつくってみよう

広報せと3月号の「学びの場」

地域のニーズや課題事項を取り入れた講座や独自性のある講座、子ども、大人、親子など幅広い世代の
方へ向けた講座を開催しています。様々な分野から自分に合った講座を選べ、身近な公民館の講座だか
らこそコミュニティの輪を広げることもできます。「もっと学びたい」という声で、サークルとして継続して
さらに活動できる場合も。興味のある方は、ぜひ各公民館へお問い合わせください。

令和4年度は86講座

ポイント

市内14館の公民館が
講座を企画・運営

P11   P12   P24

P13  P14

P15  P16

P20   P12

P20 

福祉を学ぼう

デジタル技術を身に付けよう

高齢者の健康・生きがいづくりを
手助けします

スポーツで健康な体をつくろう

市民活動で学びの場を
「ほっとネットせと」

P22

P26

P26

P27   P22

P29

親子料理講座 チャンキーニット講座

学
び
の
輪

4 3 月号



障害のある人たちの就労などを支援する事業所を運営し
ながら、そこで働く人たちに学びの場を提供しようと、
「ボッチャ」に取り組み始めた代表の相馬さん。障害者の
場合、学校でスポーツなどにふれても、卒業するとやれな
くなることが多いと知り、続けられる機会をつくろうと思
い立ったそうです。

練習を始めると、どんどん参加者が増えてにぎやかに。ボールを
投げる表情は真剣です。

練習を振り返って。得意な投げ方などを説明してくれました。

自然豊かな水野地域にある就労継続支援Ｂ型と生活介護の事
業所。令和3年11月に今の場所に移りました。

何か思い立ったらすぐに
実行に移します。上手く
いかなかったら、その時
やめればいいから。
そういうふうにどんどん新
しいことにチャレンジした
らいいんじゃないかな。

障害のある人のために考案されたスポーツで、
パラリンピックの正式種目です。
ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、
赤・青それぞれ6球ずつのボールを投げたり、転
がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づ
けるかを競います。
障害のある人だけでなく、すべての人が垣根を超
えて一緒に競い合うことができるスポーツです。

「ボッチャ」とは
お昼休憩中は、皆さんボッチャの練習に夢中。魅力は、
やればやるほど覚える技も多くなるところだそうです。
みんなでボッチャをやるようになり、「とにかく利用者どう
しの仲が良くなって会話も増えたし、これまで口数が少な
かった子が自信をもって意見を言えるようになり、仕事で
も次の作業をどうしようかお互いに言葉で伝えあうよう
になった」といいます。

障害者の施設だけではなく、老人ホームなど様々な団体
との関わりを持ちたいと話す相馬さん。
市内の様々な団体が参加して、一緒にボッチャ大会を開
催したいと今後の目標を語ってくださいました。

ボッチャ大会の様子

NPO法人杏 理事長 相馬貴久 さん

「ボッチャ」で学びの場を提供
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「最初に集まった受講者さん達といい出会いがあった」と
話す講師の江川さん。以前は自分自身も絵を描きながら、
主に子ども向けの講座を開いていました。大人向けの講
座を始めてみたところ、予想以上に人が集まり、それ以来
10年以上講師を続けています。中には当初から通い続け
ている受講者さんもいらっしゃいます。

「広報せとの募集記事がきっかけで10年以上参加しています。
先生が好きなように描かせてくれるので続けられます。物の形
がわかってきて、デッサンができるようになりました」

ほかの人と一緒なら、
お互いに作品を見せ
合ったりしているうち
に、自然と学び合えま
すよ。

水彩画講座 はじめての健康ダンス

「講師をしていて、仕事をしているという意識はあまりあり
ません。皆さんと楽しく時間を過ごしています」。そう語る
江川さんのモットーは、「絵を描いてみたいという気持ちを
尊重する」こと。個性を大切に、皆さんが違った絵を描いて
くれるのがいいので、「だめ」と言うことはないそうです。

講師 江川敦志 さん 講師まりさん

ダンスレッスンの際に基礎として行う準備体操やスト
レッチ。講師まりさんのレッスンは、人間本来の骨格の仕
組みを意識することで、身体の動かし方を変え、身体全体
の健康を目指すことが特徴です。

以前はダンサーとして身体を酷使し過ぎて、自分の身体
をさわるだけで痛く、舞台でも思うように動けなかったと
いうまりさん。２年ほど前に、身体を治すため市内のジム
に通うようになりました。それ以来、骨格を意識して身体
を整えることで、日に日に調子が良くなってきたといいま
す。こうした自分の経験を人にも伝え、健康になってほし
いと思い、講座に取り組んでいるそうです。

何かを始めるのに、
遅すぎるということはあ
りません。やってみたい
と思って始めた時が一
番早く学べる時です。

得意なことを教えたいという
人が講師になってバラエティに
富んだ講座を企画しています。

いかがでしたか。これを読んで何かを始めたいと思った皆さん、本市では様々な学びの場を用意して、
皆さんをお待ちしています。興味を持たれたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

市民どうしの学び合いの場

講座の雰囲気がわかる
ショート動画もご覧ください

受講者さんの声
“スペシャルゲスト”骨格標本の骨太圧男君を使って骨格の仕組
みを説明。受講者の皆さんも自分の肋骨を押さえて確認します。

ほねぶと  あつお

6 3 月号



学びキャンパスせと ☎59･1859（休業日 :日・祝）問

全91講座の
受講生募集

●パ：パルティせと  ●デ：デジタルリサーチパークセンター  ●蔵：瀬戸蔵  ●西：西陵地域交流センター
●道：道泉地域交流センター  ●新：新郷地域交流センター  ●品：品野台地域交流センタ―
●下：下品野地域交流センター  ●祖：祖母懐公民館  ●效：效範公民館  ●オ：オンライン

パルティせと、市政情報コーナー、支所などパンフレット配布場所
対　象

往復はがき（1枚1講座1人）に①講座番号②講座名③住所④氏名
⑤年齢⑥電話番号　★は子の氏名（ふりがな）、生年月日を記入

受講料 3,600円～9,900円（教材費別途必要）
※4/1以降はキャンセル料発生
★の講座は、子2人目から1人1回300円追加

18歳以上の方（市外の方可）
日　程 3/1（水）～14（火）
場　所 パルティせと３階 交流広場壁面

壁面展示で講座紹介

日　時 3/4（土） 午前10時～午後２時
場　所 瀬戸蔵４階 多目的ホール 他

講座紹介展  講座発表＆体験コーナー

講座会場

締切
3/27（月）
（必着）

申込
方法

※18番と29番は欠番　＊は20歳以上　♥は女性限定　★は親子向け講座

スマホを快適に使うための基礎知識
いまからのスマホ教室
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０と１１　メンテナンス＆マスター
パワーポイントを日常で楽しむ
花のある暮らし、いけ花教室
暮らしを彩るフラワーレッスン
お手持ちの毛糸・布を使ったかんたん手作り
帯・着物からステキなかばん作り
つまみ細工でアクセサリーを作りましょう♪
可愛いジュエルデコとリボン雑貨作り
大人の折り紙教室 「バラの折り紙講座」
簡単！楽しいバルーンアート（A）
簡単！楽しいバルーンアート（B）
フローラルけいこのハッピーマジック教室A
フローラルけいこのハッピーマジック教室B
フローラルけいこのハッピーマジック教室C
“トランプ手品入門''  あなたもマジシャン
ビデオ動画をオシャレに変身
家康に負けた武将たちのその後
楽しく川柳  五・七・五
もっと楽しむ  ワインと日本酒＊
事例別でわかる相続の対策
実家の相続・空き家で後悔しない秘訣を学ぶ
想いを叶える終活セミナー
楽しく学ぶマネー講座  資産運用編
人間関係が楽しくなる心理学～個性心理學～
自分の才能・資質を学び、より良い人生に！
あったかい手  整膚
指先ほぐしからはじめる呼吸力を深める講座
自分でできるようになるリンパケア練習会♪
ふみあいっこ健康法
健康ボイトレ＆歌い方のテクニック教えます
「踊りの輪を 人の和に」 民踊は楽しい！
踊りを楽しく学びませんか
やさしい健康リズム体操
中高年の健康づくり
心と身体にやさしい  気功太極拳“鶴の舞”
誰でもできる 養生のための 気功体操
太極拳を楽しむ
太極拳を楽しむ（ゆとりの心でゆっくりと）
健康太極拳
のびやかヨガ
心と体にやさしいヨガ
身体（からだ）スッキリヨガ  13:15～
身体（からだ）スッキリヨガ  15:15～
ゆるふわ  骨盤調整ヨガ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

4
4
3
6
8
3
4
6
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
8
4
4
4
12
12
12
8
12
8
12
12
12
12
12
12

4
8
8
12
8
12
8
4
4
8
8
8
8
6
3
12
12
12
12
8
8
12
8
8
12
8
8
8
8
8
8
9
8
6
6
8
8
4
3
6
3
4
4
4
12

西
パ
パ
蔵
パ
パ
パ
新
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
蔵
パ
パ
パ
蔵
道
パ
新
道
道
デ
パ
西
パ
パ
パ
新
パ
西
新
パ
パ
西
西
新

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

～楽しくきれいに～バレエスタイルヨガ ♥
音楽と一緒にフローヨガ
心と身体をリフレッシュ！ポジティブヨガ
アロマでリラックス♪ウェーブヨガ
マスク老け撃退♪リフトＵＰ Ｙｏｇａ ♥
サウンド♪ビューティーＹｏｇａティス ♥
ダイエット美コアメソッド（アンチエイジング） ♥
はじめての健康ダンス
楽しいフラダンス
バランスボールでココロとカラダを整える
ポーセリン・アート
スペインタイルアート
絵手紙－月曜日
絵手紙－火曜日
デッサンから始める初級パステル画講座
水曜デッサン講座
えんぴつ１本から始めるデッサン講座
６色から始める水彩講座
日本画基礎講座
楽しく上達  美しいペン、筆ペン、ボールペン教室
楽しく上達  美しい毛筆、漢字、かな教室
「楽 ！々書道！」 気軽に楽しく始める書道A
「楽 ！々書道！」 気軽に楽しく始める書道B
「楽 ！々書道！」 気軽に楽しく始める書道（夜）
超入門  中国語講座
詩吟・歌謡吟詠・和歌吟詠の魅力！
カラオケの基本を楽しく学びましょう
みんなで歌おう！
歌って動いて元気に「音楽ケア」体操
誰でも楽しめる「コーラス」(1)
誰でも楽しめる「コーラス」(2)
「“超”初心者のためのピアノレッスン講座」
幻想即興曲（の中間部）に取り組む講座
ギター（アコギ）入門～くらしを楽しく！
はじめてのベビーサイン ★
親子で楽しむベビーダンス ★
親子のびのびリズム体操 ★
わらべうたベビーマッサージ＆手遊び＆足育 ★
０～３歳の脳を育てる習慣と運動 ★
あそびで成長♪１歳児親子講座 ★
親子で楽しむ絵本と英語の歌♪（０歳～未就園児）★
親子でふれあうヨガ＆運動あそび ★
こどもアートワーク♪親子でアートしよう！ ★
楽しく学ぶマネー講座  資産運用編　
ゆるふわ  骨盤調整ヨガ　

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

パ
下
西
新
新
パ
パ
道
道
道
パ
蔵
パ
パ
蔵
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
パ
效
パ
デ
西
新
新
效
效
道
新
新
新
新
品
祖
祖
西
蔵
オ
オ

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

講　座　名 曜日回数 回数会場 番号 講　座　名 曜日 会場

詳細はパンフレットかホームページで

番号

令和5年度前期
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※４月以降の接種費用や体制は、国の方針にともない
４月号でお知らせします。

●問 新型コロナワクチン接種コールセンター ☎56・0200

最新情報は
こちら ▶

● 3月の接種体制

新型コロナワクチン接種

接種場所対象

青山病院
クリニックベル
みずの坂こどもクリニック

青山病院

市内医療機関

青山病院
みずの坂こどもクリニック

生後
6か月
～４歳

５～１１歳

12歳
以上

乳幼児接種

小児接種

初回接種
（1・2回目）

追加接種
（3～5回目）

日　時 ４月３日（月）～５月１０日（水）
午前８時３０分～午後５時１５分 ※土・日・祝除く
場　所 税務課④番窓口
対　象 土地・家屋の固定資産税の納税者、代理人

記載事項

※土地のみ、家屋のみの納税者はそれぞれの帳簿の縦覧
のみできます。本人所有の固定資産以外の評価内容の
詳細は説明できません。

持ち物 身分証明書（運転免許証など）
※代理人は委任状（本人署名か記名押印必要）と
代理人の身分証明書。法人は委任状に社印か代
表者印を押印

市内の土地・家屋の評価額を他の土地・家屋と比較
できます（手数料無料）。

●問 税務課 家屋償却係 ☎88・2575
土地係 ☎88・2576

固定資産税

縦覧日時 ３月１７日（金）～３０日（木）
午前８時３０分～午後５時１５分 ※土・日・祝除く
縦覧場所 下水道課（市役所南庁舎６階）

３月３１日（金）から下記の地域で
下水道が利用できます。詳細は縦
覧図書でご確認いただくかお問
い合わせください。

●問 下水道課 ☎８５・１２１３

公共下水道の供用開始に伴う

「陣屋線」の陶生病院東～瀬戸旭看護専門学校東の「市
道市役所駅前線」に接続するまでの約３３０ｍ区間（現在
通行止めをしている区間を含む）を暫定的に開通します。
開通日 3月16日(木) 午後（予定）

●問 建設課 ☎８８・２７０１

陣屋線の一部区間を

陣
屋
川

市道
 市役

所駅
前線

図書館
神社

瀬戸旭看護専門学校
公立陶生病院

市役所

瀬戸市役所
前駅

名鉄瀬戸線

国道155号

国
道
1
5
5
号

陣屋線
暫定的に開通する区間

土　地 所在、地番、地目、地積、価格（評価額）

家　屋 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、
価格（評価額）

石田町、池田町、今林町、大坂町の各一部

下水道が利用できるようになる地域 

ホームページでも区域の確認ができます ▶
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補助対象 家や門、塀の建築や建て直しなどでやきものを用いるなどの工事
補助対象地区 洞地区と陶の道沿線地区（下記地図）のうち、道路から見える
　　　　　　 空間（準公共空間）
補助額 工事費用の３分の２以内（上限１００万円）
補助件数 
各地区１件程度
（申込多数の場合抽選）
申込方法 
●問 の窓口へ提出・郵送
申込期間 
４/３(月)～１４(金) 
午後５時（必着）
抽選結果 
４/２０（木)に連絡
詳細はホームページ
で確認を ▶

炎護路地区

洞地区
尾張瀬戸駅

瀬戸蔵

小狭間坂地区

暮らしっく
ストリート地区

対象地区

陶の路沿線地区

さらなるごみの減量化・資源化を図り、循環型社会の実現を目指すための新しい取り組みです。
ご理解とご協力をお願いします。

ごみ処理費用の有料化とは？
ごみを出す人がごみ袋を購入することで処理費用の一部を負担することです。
費用負担を軽減しようとすることにより、「ごみの排出抑制」や「再生利用の促進」を期待する仕組みです。

収集日を必ず守り、
ごみ・資源物を出しましょう。

９月１日（金）以降は新しい市指定ごみ袋を使用してください。
以降は現在の指定ごみ袋で出したごみは収集することができ
ません。 ごみ袋の買いだめはせず、計画的にご購入ください。

※資源物指定袋の変更はありません。

新しいごみ分別辞書を
作成します

9/1（金）から
市指定ごみ袋が変わります

９月１日以降の市指定ごみ袋

有料化に向けて、資源品目の拡大などを予定
しています。
●「２０２３年度ごみ・資源物の出し方」は、８月３１
日（木）までとなりますので、ご注意ください。 
●「２０２３年度ごみ・資源物収集カレンダー」は
９月１日（金）以降も、引き続き利用できます。 

変更点❶ 変更点❷

9月から ●問 環境課 ☎88・２６７４

「瀬戸らしい」魅力的な景観づくりのため、対象となる工事を補助します。

景観に配慮した ●問 都市計画課 ☎８８・２６８０

特小
（２０L） 200円

燃えるごみ
（１０枚入） 300円

500円

小
（3０L）

大
（45L）

小
（２０L） 200円

400円大
（40L）

燃えないごみ
（１０枚入）

※瀬戸市議会令和5年3月定例会での議決をもって実施します。
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●問 瀬戸警察署 ☎８２・０１１０

市内で１２件の特殊詐欺被害が発生しています（令和4年中）。
最近は息子や孫の他に“警察官”を名乗り自宅までキャッシュ
カードを受け取りに来るというケースが多くなっています。
被害に遭わないための３手順
①通話中にお金や銀行口座の話が出たら、
　家族や警察官を名乗っていても詐欺を疑う
②一度電話を切る
③家族や警察署へ相談する

火災発生などの専用案内電話
●問 消防指令センター ☎85・1119

消防テレホンサービス ☎８２・０１１９

市内で火災や救助事故などが発生した際、「どこ
で」「何が」発生しているかを案内しています。知りた
い方は、下記の電話で問い合わせてください。

●問 消防本部予防課 ☎85・0479

３月１日（水）～７日（火）
春の火災予防運動

J-ALERT（全国瞬時警報システム）
●問 危機管理課 ☎８８・２６００

アドバイス
広げたり折りたたんだりする際に、隙間に手指が挟
まれる事故が発生しています。乳幼児のいる家庭で
は保管を徹底し、注意しましょう。
※「国民生活センターホームページ」より

子どもが折りたたみ式踏
み台を触っていたところ、
兄弟がそれを強く引っ
張ってしまい、折りたたま
れた。踏み台の側面上部
に子どもの指が挟まれ、
指の一部が切断された。
（当事者 1歳）

消費者トラブルに注意しよう
●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P21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

春先は空気が乾燥しており、季節風が強いことから、
火災が発生しやすくなっています。火の取り扱いには
十分注意しましょう。

◎令和4年中の火災による死者数
は５名で、過去１０年で最多

住宅用火災警報器の設置を
住宅用火災警報器を設置するこ
とで死亡件数が半減しています。

火災件数

J-ALERTとは、大地震や武力攻撃などの緊急情報を
瞬時に伝達するものです。スマートフォンなどが突然
鳴動し、テレビやラジオなどで危険内容か知らされま
す。緊急時は、命を守る行動をとりましょう

地震時　　
●屋外
　落下物、ブロック塀の転倒
　などに注意
●屋内
　机の下などに入り、身を守る

弾道ミサイル発射時
●屋外
　できるだけ頑丈な建物や
　地下に避難
●屋内
　窓から離れるか窓のない部屋
　に移動 

建物 １３件 ７件

林野 ０件 1件

車両 ３件 ０件

その他 ７件 １１件

合計 ２３件 １９件

火災種別 令和４年 令和３年
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ホームページ
▼

締切 2週間前

電話・メール
締切１週間前
☎090・2550・0340（大塚）
zukasamakatsuoo@yahoo.co.jp

※やまじの森ゲート前集合

対象 一般
参加費 無料

電話・メール
締切 各実施日の１週間前
☎090・2262・0190（橋本）
spdd4ur9@fuga.ocn.ne.jp

イベント名

5/21（日）
午前9時～正午

6/18（日）
午前9時～正午

対象 一般
参加費 500円

午前9時30分～
午後1時

日時 対象・参加費  他 申込方法・締切

場所 東京大学赤津研究林
●問 東京大学赤津研究林サポーターズクラブ  シデコブシの会  ☎080・6398・0894 （坂井）
infoshidekobushi@gmail.com

炭
焼
き

や
ま
じ
の
森
の
自
然
観
察
会

●問 猿投の森づくりの会

イベント名

炭作り体験

木々の芽吹き 4/15（土）

5/20（土）

6/17（土）

7/15（土）

8/19（土）

9/16（土)

新緑の雑木林

水辺の植物

夏の野草

雑木林の虫

秋の野草

日程 対象・参加費 申込方法・締切

場所 やまじの森（猿投山北西ふもと）

4/1、 5/6、 6/3（土）
午前9時30分～午後３時

イベント名

里と森の教室

赤津研究林
見学コース案内

5月～12月（日曜、計9回）
午前9時30分～午後2時30分
※別途、自主活動あり

申込不要

対象 一般（30人）
参加費 1,000円/年

電話・FAX・メール
締切２週間前（抽選）

対象 小学1～4年生
（同伴）

参加費 200円

対象 小学生以上
（小学生は同伴）

参加費 100円

5/14（日）

7/9（日）

4/2、 5/7、 6/4、 7/2、
8/6、 9/3（日）

午前9時30分～午後2時
自然ウォッチング

森であそぼ
春を見っけ

夏だ虫むし
どーこだ！

日時 対象・参加費  他

詳細は
こちらから

申込方法・締切

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

きのこ観察会
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日　時３月２５日（土）・２６日（日）
　　　 午前１０時～午後４時
場　所 瀬戸赤津・凧山つばきの森（雲興寺前）
内　容 こまいぬ座和太鼓演奏（3/25:10:00）、
　　　 スタンプラリー（景品：先着順）、他
※3/25（土）は有料シャトルバス（尾張瀬戸駅⇔雲
興寺）運行（10:00～15:00毎時00分尾張瀬戸
駅発）

●問 瀬戸椿の会 ☎090・4088・5836（森井）

瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会企画事業委員会が審査・認定しています。
伝統的工芸品

「赤津焼」「瀬戸染付焼」
伝統的工芸品

「赤津焼」「瀬戸染付焼」

瀬戸焼の楽しみ方のススメ

●問ものづくり商業振興課 ☎88・2807

伝統的工芸品とは
下記５つの項目を全て満たし、「伝統的工芸品産
業の振興に関する法律」に基づく経済産業大臣
の指定を受けた工芸品のことをいいます。
①主として日常生活の用に供されるもの
②その製造過程の主要部分が手工業的
③伝統的な技術又は技法により製造されるもの
④伝統的に使用されてきた原
材料が主たる原材料として
用いられ、製造されるもの
⑤一定の地域において少なく
ない数の者がその製造を
行い、又はその製造に従事
しているもの

経済産業大臣が指定する「伝統的工芸品」は全
国に２４０品目あり、瀬戸では「赤津焼」と「瀬戸染
付焼」が「伝統的工芸品」に指定されています。
（令和４年１１月現在）

vol.5

日　時３月１３日（月） 午後１時～３時
場　所 瀬戸商工会議所 大会議室
対　象
市内で創業を考えている方・創業後５年未満の方
内　容
講演「効果的なプレスリリース」、交流会、フリートーク
参加費 無料　　定　員 １０人程度
申込方法
電子申請か●問の電話・Ｅメール・FAXで
件名を「創業カフェ申込」
とし①氏名②年齢③住所
④電話番号⑤メールアド
レスを連絡
申込期限 3/9（木）

日　時 3月18日（土）
　　　 ①午前10時～11時30分
　　　 ②午後1時30分～3時
場　所 図書館１階 集会室
内　容
●華鼓さんのイラストぬりえのワークショップ
●大人気の大型紙芝居「くわずにょうぼう」の読み
聞かせ　など

参加費 無料
定　員 各回8人（先着順）
申込方法 3/1（水）～　ＱＲコードで▶

●問 図書館 ☎82・2202

創業者同士の交流や情報共有、意見交換の交流会
です。

●問ものづくり商業振興課 ☎８８・２６５２
FAX  ８２・２９３１   monosho@city.seto.lg.jp

申込は　
こちら▶

伝統マーク
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開 催 日 ３月２５日（土）
①午前１０時～②午後２時～（各回約２時間）
場　所 瀬戸染付工芸館
対　象 小学生以上
参 加 費 １，３００円（当日支払い）
定　員 各回８人（抽選）
応募方法
 電話かメールで件名を「３月２５日教室応募」とし、
①希望時間②参加人数③参加者全員の氏名
④代表者の電話番号を連絡
締　切 ３/１３（月）（必着）
抽選結果 
３/１６（木）に電話か
メールで連絡
※作品は焼成後、
　後日お渡し

瀬戸染付体験教室

日　時 3月１２日（日）・２６日（日）
　　　 午前１０時３０分～（約1時間半）
対　象 小学生以上
参加費 １，０００円（別途発券手数料）
定　員 各日１０人（先着）
申込方法 3/１（水）午前１０時～ＱＲコードで▲
※作品は焼成後、後日お渡し

ジブリパーク周遊観光促進事業
かわいいミニチュア食器づくり（花瓶）
●問 ノベルティ・こども創造館 ☎８８・２６６８

陶磁胎七宝作家水野このみ氏デザインのミ
ニチュア食器づくり（鋳込み・上絵付け）が体
験できます。

花 瓶

呉須という絵具で、扁壺１個に絵付します。
ご　す へん  こ 

●問 瀬戸染付工芸館 ☎８９・６００１
　 　sometsuke@gctv.ne.jp

石こうの型に粘土を押し付けて動物をつくろう。
日　時 ３月２１日（火・祝）
①午前１０時３０分～ ②午後２時～ （各回１時間）
対　象 どなたでも可 ※未就学児は保護者同伴
参加費 ２００円
定　員 各回５人（先着順）
申込方法 
３/１（水）午前１０時～ ホームページで▶
※作品は当日持ち帰り

●問 ノベルティ・こども創造館 ☎88・2668
型おこしアニマル

●問 新世紀工芸館 ☎９７・１００１

ガラスのシマエナガで
はんこを作ろう！

日　時 3月26日（日）
　　　 ①午前10時～正午 ②午後1時～3時
場　所 新世紀工芸館 
対　象 5歳以上（小学生以下同伴）
参加費 520円（当日支払い）
定　員 各回6人（抽選）
申込方法 3/12（日）午前10時～午後5時に電話
※作品は当日持ち帰り

毎月メニュー
を替えて開催
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対象が記載されていないものは、どなたでも参加・利用できます。入場料・参加費が記載されていないものは無料。

日　時 3月5日（日） 午後1時30分～（約2時間）
場　所 文化センター22会議室
講　師 仲野泰裕氏（元県陶磁美術館副館長）
定　員 50人（先着順） ※電話で要予約

磁祖 加藤民吉フォーラムⅤ

日　時 3月18日（土）～5月7日（日）
●3月25日（土）・26日（日）は無料開放日
入館料 
一般520円、65歳以上・高大生310円、
中学生以下・妊婦・障害者手帳の方は無料
開館時間
午前９時～午後５時
（入館は30分前まで）
休館日
3/20（月）、4/24（月）

瀬戸蔵ミュージアム企画展  
受贈記念展 
THE瀬戸焼コレクション
●問 瀬戸蔵ミュージアム ☎97・1190

瀬戸市へ寄贈された江戸時代～昭和時代の
瀬戸焼を中心に作品を展示します。

第５回目の今回は、瀬戸染付発展の流れにあ
る課題をとらえなおします。

●問 文化課 ☎84・1093

釉下彩龍紫陽花図耳付花瓶前回の様子

●問 こども未来課 ☎88・２637 FAX 88・2633
        kodomo@city.seto.lg.jp

子どもの権利についてより多くの人に理解してもらい、権利が
守られる社会を築くため、大人向け・子ども向けの２種類のパ
ンフレット作りに取り組みました。 また、
今後の活動に参加してくれる子ども・若
者委員の募集チラシ作りも行いました。
子どもたちが作ったパンフレットやチラ
シは「子ども・若者会議活動報告会」で
お披露目します。

日 　 時
場 　 所
対 　 象
参加方法
送 付 先

３月２８日（火） 午後１時３０分～４時
パルティせと５階 アリーナ　
市内在住・在学・在勤の子ども・若者やその保護者、教職員、企業・団体、一般の方も参加できます。
右記ＱＲコード・メール・電話・ＦＡＸ・郵送で①氏名②年齢③電話番号④メールアドレスを連絡
〒489-8701 （住所不要） こども未来課　　定　員 4０人（先着順）　　申込締切 ３/１７（金）

子どもたち
の意見

●イラストを入れてもっと見やすくしよう　●文章を簡潔にしよう
●QRコードから会議の様子を見てもらおう　など

●子どもの権利を多くの人に知ってもらう　●一緒に活動する仲間を増やす12/27（火）に
開催しました

参加申込はこちら ▶

令和４年度  子ども・若者会議  活動報告会

【
目
標
】

ぜひ
ご覧ください

ファイブ
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こどもインフォメーション

▶小学生 ▶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 小乳市内在住者のみ市内在住者のみ

日 時 3月16日・23日（木）
　　　 午後５時～６時
　　　 ※2回とも同内容
場　所 市体育館 第1競技場
対　象 小学1～3年生
参加費 550円/回
定　員 10人（先着）
持ち物
なわとび・室内シューズ・水筒
申込方法
3/1（水）～●問の窓口・電話

●問 市体育館  ☎48・0500

日 時 3月28日(火)・29日(水)
　　　・30日(木) （計３回）
午後5時15分～6時15分
場　所 市体育館 第3競技場
対　象 小学1～3年生
参加費 1,650円
定　員 10人（先着）
申込方法 3/1(水)～
●●問の窓口受付：午前10時～
●電話受付：午前11時～

●問 市体育館  ☎48・0500

日 時３月２４日(金)
　　　 午後１時３０分～３時
場　所
やすらぎ会館１階 第２作業室
対　象
市内在住の小学３～６年生
参加費３００円
定　員１０人
申込方法
往復はがきかFAXで①講座名
②氏名（ふりがな）③住所④電
話・FAX番号⑤学年を記入
送付先
〒４８９-０９１９川端町１-３１
「デコ・アクセサリー作り」係
申込期限
３/1（水）～１５（水）（必着）

申込方法 ホームページ
持ち物・最小催行人数等は電話・ホームページで確認▶

LEGOをプログラミングで動かしてみましょう。

苦手な種目に挑戦しよう。 逆上がりなどを克服しましょう。

日 時 4月1日（土）午前10時～午後3時
対 象 小学4～6年生
参加費 200円(教材費)
定 員１０人
締 切 3/22（水）

①キッズプログラミング初級（LEGO編）

遊び感覚でプログラミング的思考を体験しましょう。
日 時 4月29日（土・祝）午前10時～正午
対 象 小学4年～中学生
参加費 200円(教材費)
定 員１０人
締 切 4/19（水）

②キッズプログラミング初級
(ゲーム感覚でプログラミングを学ぼう)

●問 デジタルリサーチパークセンター（DRPC）☎87・3100

●問 社会福祉協議会
☎84・2011  FAX 85・2275
info@seto-shakyo.or.jp
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鷹匠から鷹について
学んでふれあおう！

4 ママとあそぼ♡
たまごちゃん

5お絵かきあそび

卓球あそび

3月28日(火)～4月2日(日)
9：00～12：00
14：00～17：00
　　　 各回8人

3月12日（日）・25日（土）
9：00～12：00、
14：00～15：30
　　　　各回10人

ふくちゃんと遊ぼう
　（腹話術）

折り紙教室
　「ちょうちょ」

こどもインフォメーション

●問 せとっ子ファミリー交流館 ☎87・3636   休館 月曜

●問 交通児童遊園 ☎４８･２３５０
休園 火曜・3/22（水）  ※3/21（火・祝）は開園

申込方法 市ホームページ　申込開始 各日 9：30～

は先着順  3/3（金）～各教室イベント２日前3 4

は抽選  1/30（月）～3/10（金）5

   は電話申込　受付中1 2

～長 小

あそびコレクション
「大玉ビーズでヘアゴム作り」

1
イベントの詳細・申込は

こちらから

小 18歳～

2 3

3月19日（日）
10：00～11：30

10組
年長～小学生親子

高校生と一緒に芝生広場でゲームをしよう。
3月21日（火・祝）9：00～１2：00

※当日、室内・自転車コースは利用不可 ※雨天中止

俳句教室6

4月1日（土）
１０：４５～１２：００
　　　 10人小 18歳～

3月生まれ誕生会
3月9日（木）
１１：１０～１１：３０
5組

3

乳

申込方法（市内在住限定）

～ 開催日１週間前の9:00～窓口か電話（先着順）

aは当日受付

1 6

2 スタッフと遊ぼう
「山探検と地面にらくがき」
4

3月18日（土）
１０：４５～１２：００
10人小

編み物教室5

3月２5日（土）
１０：４５～１２：００
　　　 10人小 18歳～

3月8日（水）
１０：４５～１１：１５
  7組乳

スプリングフェスティバル

イベント詳細は
こちらから 1

参加費の記載がないイベントは無料です。

3月11日（土）
１０：４５～１２：００
　　　　　10人小 18歳～幼

乳 小 18歳～幼

a

電話
申込

電話
申込

3月16日（木）
9：30～、10：00～、
10：30～、11：00～
参加費 100円

各回8組乳 幼

3月24日（金）
10：15～11：15

12組
～はいはい

パト
カーも来ます！

▶小学生 ▶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 小乳市内在住者のみ市内在住者のみ
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 ほ り　 い　　 り く　 と

堀井 陸永くん

電話
前日まで

母子健康手帳、
筆記用具、ハンドタオル

持ち物

講話、沐浴、
妊婦ジャケット体験

内 容

予 約

3月のこども相談・教室・予防接種など

１か月前から
ホームページ申 込

予 約

妊婦
毎週金曜日
9：30～10：30

毎週金曜日
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・時間等、都合の悪い場合はご相談ください。

3月27日(月)
9：00～11：00

3月14日(火)
14：00～15：30

3月8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

健康課（やすらぎ会館） ☎0561・85・5090問

事 業 名 日 時 対 象／定 員

3月20日(月)
14：00～16：00
（受付15分前から）

マタニティ教室

母子健康手帳交付

ミニママ教室

妊婦（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） 3月23日（木）
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）

持ち物

対 象

予 約

持
ち
物

１か月前～１週間前予 約
ホームページ申 込

申 込

予約方法／持ち物

乳児（4～７か月）の
母親（同伴可）/15組

乳児（4～5か月頃）の
保護者（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

１か月前から予 約

   み　 う ら　　  ち　 は な

三浦 椿花ちゃん

妹想いで優しい椿花♪　
いつもお手伝いありがとう♡
これからも色々な所に出掛け
て思い出いっぱい作ろうね！

３歳／川北町

 ふ く　し ま　　ま な　 と

福島 愛斗くん

食べること、遊ぶことが大好
きなまなとくん。 これからも
ママ、パパ、お友だちといっ
ぱい遊んで大きくなってね！

10か月／塩草町

いつも笑顔をありがとう☆
これからも元気ですくすく
育ってね

１歳／城ケ根町

 た か  お か　　こ　 は る

高岡 心春ちゃん

自分のことを「ピーピー」と
いうこはるちゃん！急斜面
を見ると登りたくなるわん
ぱくさにあっぱれです♡

２歳／西松山町

広報せとに
お子さんの写真を
載せませんか

対象
市内在住0～3歳児（申込時）

詳細はこちら　
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本市の小中学校では、「日本語の支援を必要とする
子どもやその保護者への支援」、「子どもが多文化
に触れる機会づくり」に取り組んでいます。

日本語指導・多文化共生第8回

学校教育課
☎88・2762

問

日本語指導が必要な児童生徒がいる学校

❶ 日本語初期指導員
日本語指導の資格をもった
指導員が、日本語を分かり
やすく教えています。

日本語の支援が必要な
児童生徒数（日本人を含む）

●市内中学校 5校73人 ●小学校 13校178人
●国籍ペルー、ブラジル、フィリピン、ベトナム、中国 等

どんな支援があるの？ こんな人が教えています

プレスクール
就学前（年長）の日本語
の支援が必要な幼児
が、学校生活をスムーズ
に始められるよう、日本
語初期指導員が、保育
園や幼稚園に出向き、
支援しています。

語学相談員が学校からの「お知らせ」を翻訳したり、
面談時に同席して保護者や児童生徒の通訳をします。

❶ 日本語初期指導教室
（入国して学校入学後～1か月）
日本語の習得状況を確認後、
学校生活や「日常生活で使う
日本語（サバイバル日本語）を
学びます。1か月程度で、日本
語で簡単なコミュニケーション
がとれるようになります。

❷ 日本語教室や巡回による
指導・支援
（1か月～日本語を習得できるまで）
授業内容が分かるように、学
習で使う日本語を学びます。

日本語初期指導教室 日本語初期指導員

日本語教室や巡回による
指導・支援
日本語教室や巡回による

「全く日本語のできなかった児童生徒が、自分の思いや考えを表現
できるようになったり、その国の文化的背景に触れることもできたり
するところに、やりがいを感じています。」

指導員の感想

「教室は楽しいです。勉強が楽しいです。でも漢字は難しいです。先
生は優しいです。静かでリラックスします。」

教室の生徒の感想

❷-１ 日本語教室担当の教師
担当の教師が日本語を教えたり、教室で補助します。

❷-2 日本語指導員
学校を巡回し、日本語初期指導教室終了
後の児童生徒に日本語の指導をします。

❷-3 外国人児童生徒サポーター
外国人児童生徒の学習・生活のちょっとした困りごとをサポート
します。

日本語教室担当の教師

外国人児童生徒サポーター

日本語指導員

日本語
初期指導教室
の様子

初期指導教室・
日本語教室設置校
小学校…2校

巡回による
指導

小学校…8校
中学校…2校

日本語教室
設置校

小学校…3校
中学校…3校
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令和２年度に、小学3年生から外国語（英語）教育が必修化されま
した。小学3・4年生では、「話すこと」「聞くこと」を重視し、ダンスや
歌など、楽しみながら週に1回程度外国語（英語）活動に親しみま
す。小学5・6年生では、「読むこと」「書くこと」も加わり週2回程度、
日常会話など実践的な外国語（英語）を学びます。

英語にふれあい、コミュニケーション力アップを図り
ます。市内の小学5・6年生25人が参加しました。

イングリッシュキャンプの内容
　自己紹介、記憶ゲーム
　「4か国をめぐろう」：海外旅行のプランを立
て、旅行へ出発。入国時にはパスポートにスタ
ンプも押してもらえます。

本市では、8人の外国籍のALTが、各学校の英語の授業の際、補助教員として勤務して
います。ALTは、ティーム・ティーチングで外国語指導をしたり、国際理解教育に関する
情報提供、行事への協力を行ったりしています。

市内の小中学校では、留学生を講師に、その国につ
いて学んでいます。（R4実施国：ベトナム、インドネシ
ア、中国、フィリピン）

講師（留学生等）からの話
　国について（位置や有名なもの）
　言語について（あいさつ・数の数え方）
　文化について（特徴や世界遺産）
　簡単なゲーム等

外国語教育（英語）

イングリッシュキャンプ in SETO

グローバル教育の推進

ALT（外国語指導助手）

ALTの
指導の様子

イングリッシュ
キャンプ

講師からの話
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地味にスゴい！  農業をささえる生きもの
図鑑　田んぼや畑で大活躍！

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・祝（午前１０時～午後３時）
※3月中は工事のため品野台小、光陵中が臨時休館あり
　開館日はホームページや●問の電話で確認を

じゃがいも ....... 中１個（１００ｇ）
にんじん......... 中１/２本（８０ｇ）
ウインナー ........................６本
ブロッコリー ......１/４株（５０ｇ）
キャベツ ...............２枚（１００ｇ）
ほうれんそう .....１/４束（５０ｇ）
固形コンソメ ....................２個
水 .................................６００ｍｌ

材料（４人分）

作り方

●問 学校給食センター ☎48・7600

3月応募料理

野菜をたっぷり摂ることができます。また、スープに溶け出した野菜の栄養素も丸ごと摂り入れる
ことができます。

※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。

野菜のコンソメ煮
下品野小学校 佐藤準起 様
しもしな  の さ  とうじゅんき

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、第1・4火
午前11時～11時30分

臨時休館
は ホ ー ム
ページで

休館日　
3/22(水)、4/26（水）

谷本雄治/著　イシダコウ/マンガ・イラスト
小峰書店

わたしたちの食の安全を守っている身近ないろいろ
な生きものの活躍が学べます。
テントウムシにカメムシ、ダニ、カマキリ、ミツバチ・・・。
わたしたちが苦手なあの
虫も土をつくり、森の健康
を守っているんですって！
56の生きものを「＃地味
スゴ生きものファイル」と
して著者が楽しく、分か
りやすく紹介しています。

内　容＊ルース・ウェストハイマー（日本語字幕版、５０分）
日　時 3月１5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 3/1（水）午前９時～電話

映画上映 ※関連図書の展示もあります。

や　  さ い に

ポイント

❶じゃがいもは一口大、にんじんはいちょう切りにする。ウインナーは一口大に
切る。ブロッコリーは小房に分ける。キャベツは２～３ｃｍの色紙切りにする。
ほうれんそうはゆでて、水にさらしてから水気を切り、２ｃｍ幅に切っておく。

❷鍋に、じゃがいもとにんじんを入れ、水を加えて火にかけ、沸騰させる。
❸固形コンソメを入れる。
❹じゃがいもとにんじんがある程度やわらかくなったら、ウインナー、ブロッコ
リー、キャベツを加える。

❺弱火にして、味が染み込むまで煮る。
❻仕上げにほうれんそうを加える。
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地味にスゴい！  農業をささえる生きもの
図鑑　田んぼや畑で大活躍！

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・祝（午前１０時～午後３時）
※3月中は工事のため品野台小、光陵中が臨時休館あり
　開館日はホームページや●問の電話で確認を

じゃがいも ....... 中１個（１００ｇ）
にんじん......... 中１/２本（８０ｇ）
ウインナー ........................６本
ブロッコリー ......１/４株（５０ｇ）
キャベツ ...............２枚（１００ｇ）
ほうれんそう .....１/４束（５０ｇ）
固形コンソメ ....................２個
水 .................................６００ｍｌ

材料（４人分）

作り方

●問 学校給食センター ☎48・7600

3月応募料理

野菜をたっぷり摂ることができます。また、スープに溶け出した野菜の栄養素も丸ごと摂り入れる
ことができます。

※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。

野菜のコンソメ煮
下品野小学校 佐藤準起 様
しもしな  の さ  とうじゅんき

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、第1・4火
午前11時～11時30分

臨時休館
は ホ ー ム
ページで

休館日　
3/22(水)、4/26（水）

谷本雄治/著　イシダコウ/マンガ・イラスト
小峰書店

わたしたちの食の安全を守っている身近ないろいろ
な生きものの活躍が学べます。
テントウムシにカメムシ、ダニ、カマキリ、ミツバチ・・・。
わたしたちが苦手なあの
虫も土をつくり、森の健康
を守っているんですって！
56の生きものを「＃地味
スゴ生きものファイル」と
して著者が楽しく、分か
りやすく紹介しています。

内　容＊ルース・ウェストハイマー（日本語字幕版、５０分）
日　時 3月１5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 3/1（水）午前９時～電話

映画上映 ※関連図書の展示もあります。

や　  さ い に

ポイント

❶じゃがいもは一口大、にんじんはいちょう切りにする。ウインナーは一口大に
切る。ブロッコリーは小房に分ける。キャベツは２～３ｃｍの色紙切りにする。
ほうれんそうはゆでて、水にさらしてから水気を切り、２ｃｍ幅に切っておく。

❷鍋に、じゃがいもとにんじんを入れ、水を加えて火にかけ、沸騰させる。
❸固形コンソメを入れる。
❹じゃがいもとにんじんがある程度やわらかくなったら、ウインナー、ブロッコ
リー、キャベツを加える。

❺弱火にして、味が染み込むまで煮る。
❻仕上げにほうれんそうを加える。

★正午~午後1時は昼休み ※21日（火）は祝日

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） １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 ３日(金)・１７日(金) 市役所（1階案内）

で当日受付人権相談（予約優先） ８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） ９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 ２７日（月） 愛知県行政書士会東名支部
☎84・8484（金林）

不動産相談 １６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）、
５日（日）・１８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） ８日(水）・２２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：３日・１０日・１７日
火曜：２８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 1日(水)・15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 ★午前10時~午後3時

成年後見巡回相談（要予約）７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） 10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） 10日(金） ※要事前予約 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 
※1日、21日、29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

ICT(IT)スキルアップ相談［30分］
パソコン・スマホお悩み相談

（要予約）

1日(水)、8日(水)、
17日(金)、22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３月

21



宛先　489-0919 川端町1-31
「福祉実践教室」係
申込期間　２/２７（月）～３/９（木）

認知症サポーター
ステップアップ研修

基幹型地域包括支援センター
88・1294

日時　①３月２４日（金）
　　　午後2時～3時30分
　　　②３月３１日（金）
　　　午後1時30分～4時
　　　※①②とも参加必須
場所　やすらぎ会館５階 大集会室
内容　認知症当事者の声を聞き、
認知症を「ジブンゴト」として捉え、
サポーターとしてできることを一緒
に考えます。
対象　認知症サポーター養成講座
修了者
定員　３０人（先着順）
持ち物　筆記用具
申込方法　電話か基幹型地域包括
支援センター窓口（市
役所２階）
※詳細はホームページで▶

大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集

高齢者福祉課　 88・2626

介護予防教室を開くことができる
方を募集します。
内容　１教室全６回（運動機能の向
上、栄養改善、認知機能の低下予防）
申込方法 申込用紙（ホームペー

認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修ステップアップ研修
認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター

基幹型地域包括支援センター
88・1294

大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン
トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集
大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン大人の充活！ワンコイン

高齢者福祉課　 88・2626

トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集トレーニング実施者募集

児童手当の手続きを
お忘れなく

こども未来課　 88・2631

●転出・転入者⇒手続きが必要です。
※住所異動日（届出日とは異なる）
の翌日から数えて１５日以内
●公務員採用者・退職者⇒市役所
と勤務先で手続きが必要です。
※採用・退職日から１５日以内。15日
以内に手続きしないと、手当が支給さ
れない月が発生する場合があります。

福祉実践教室サポーター
養成講座

社会福祉協議会
84・2011　FAX 85・2275

　 vc＠seto-shakyo.or.jp

児童生徒の思いやりの心を育てる
学校での福祉教育「福祉実践教室」
で一緒に活動しませんか。
日時 ３月１３日（月）
　　　午前１０時～正午
場所　やすらぎ会館２階 視聴覚室
内容 福祉実践教室で行う体験（高
齢者疑似体験、車いす補助体験）
対象　学校での福祉教育に興味、
関心のある方
定員　１０人（先着順）
申込方法　電話・FAX・メールで
①氏名（ふりがな）②住所③電話・
FAX番号④年齢を連絡
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社会福祉協議会
84・2011　FAX 85・2275

　 vc＠seto-shakyo.or.jp

ジ）を窓口か郵送で提出
締切 ３/１０（金）（必着）
※詳細はホームページで▶

認知症サポーター養成講座

水野地域包括支援センター
８６・８７７１

日時 ３月１８日（土）
　　　午前１０時～１１時３０分
場所　水野地域交流センター
対象　水野・西陵連区在住で初め
て受講の方
定員　２０人（先着順）
申込方法 ３/１（水）午前9時30分～
の窓口か電話

InBody春の体組成測定会

市体育館　 48・0500

日時 3月16日(木)～22(水)
　　　　午前10時～午後8時
場所　市体育館内
参加費　100円（税込）/回
受付方法　体育館窓口
※予約不可 ※中学生以下・ペース
メーカーの方は利用不可

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

水野地域包括支援センター
８６・８７７１

スポーツ
InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会InBody春の体組成測定会
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各部位の脂肪量、
筋肉量が分かる！

・ 参加費の記載がないイベントは無料です。
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要件 20～69歳の普通自動車免許
（第一種運転免許）を有する方
※適性診断の受講あり
謝礼　1日4,000円程度
申込方法 に電話

高齢者総合計画策定委員募集

高齢者福祉課　 88・2621

高齢者への福祉サービスや要介護
者への介護サービスに係る事業計
画づくりに参加希望の市民を募集し
ます。
活動期間　６月～令和６年３月（平
日昼間４～５回程度）
資格　市内在住・在勤の４０歳以上
※市職員、市議会議員、他付属機
関委員は不可
申込方法　申込用紙を の窓口か
郵送で提出
用紙配布場所　高齢者福祉課・
ホームページ 等
締切 ４/２１（金）（必着）
※詳細はホームページで▶
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高齢者福祉課　 88・2621

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（４～７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）

菱野団地住民バスの
運転手を募集

菱野団地コミュニティ交通運行協議会
090・1286・4998（事務局）

内容　菱野団地内を走る住民バス
の運転（有償ボランティア）
活動日時 月～金曜（午前8時30分
～午後4時30分）のうち、週2日程度
バス車種　10人乗りワンボックス
カー・AT車
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スポーツ課　 ４８・０５８９

日程（３月）場所（各公民館、地域　　  交流センター）

  ３日（金） 水野②
  ８日（水） 效範① 東山①

  ９日（木） 陶原① 幡山西①長根②
１１日（土） 八幡①
12日（日） 西陵④
１３日（月） 幡山東②
１４日（火） 水南①
１５日（水） 原山①
２５日（土） 萩山③
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菱野団地コミュニティ交通運行協議会
090・1286・4998（事務局）

市ホームページ
バナー広告募集

シティプロモーション課　 88・2658

募集月　4月～令和6年3月（1か月
単位）
募集枠数　20枠（先着順）
掲載料（1枠）　1か月10,000円
掲載箇所　市ホームページ「トップ
ページ」下段
申込方法　申込書等をホームペー
ジ・メール・郵送・ の
窓口で提出
※詳細はホームページで▶

ごみ分別辞書に掲載する
広告を募集

環境課　 ８８・２６７４

掲載媒体（ごみ分別辞書）
発行部数　60,０００部（予定）
配布対象　市内全戸と転入者
掲載期間　令和5年６月～次回改
訂まで（複数年後を予定）
広告募集について
募集期間　2月28日（火）まで
掲載料　１枠５万円
申込方法 ホームページ
※詳細はホームページで▶
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青色学校受講生募集

瀬戸・旭青色申告会　 ８４・００４８

日時 ４月１７日～９月４日
　　　（月・全１８回）午後７時～９時
場所　瀬戸商工会議所
受講料　５，０００円（教材費込）
定員　３０人
申込用紙配布場所　瀬戸商工会議
所、瀬戸・旭青色申告会、市役所税
務課
締切　４/５（水）

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 ３月１１日（土）
　　　午前９時３０分～正午（１組３０分）
場所　瀬戸蔵４階 会議室５
定員　１０人（事前予約制・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
容を連絡
締切　３/１０（金）
※登記の写し、写真などがあれば
持参してください。

お知らせ
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せと環境塾
オリジナルカードゲームで
愛知の生き物を学ぼう！

環境課　 88・2670
 　khozen＠city.seto.lg.jp

オリジナルカードゲームで在来種と
外来種に分かれて戦いながら、愛
知県の生物多様性を学びます。
日時 ３月２５日（土）
　　　午前9時30分～正午
場所 パルティせと マルチメディアルーム
対象　市内在住・在学の小学生（3
年生以上推奨）
定員　２０人（抽選）
申込方法 電話・メール・ホームページ
申込期限　3/13（月）
※申込少数など中止の場合あり

令和４年度
明るい選挙啓発ポスター
コンクール入選作品展示会

選挙管理委員会　 88・2559

瀬戸市の審査で入賞した皆さんの作品展示会を
行います。各施設の利用時間内にお越しください。
●図書館２階市民ギャラリー
日程 ３月3日（金）～２１日（火・祝）
●市役所１階ロビー
日程 ３月２３日（木）～28日（火）
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固定資産税の減額適用期間
終了家屋について

税務課　 ８８・２５７５

令和５年度課税分からが対象です。
●令和元年の新築住宅(適用期間3年)
●平成２９年の新築認定長期優良住宅
か３階建以上の中高層耐火住宅
　 (適用期間5年)
●平成２７年の新築認定長期優良住宅
で３階建以上の中高層耐火住宅
（適用期間７年）

マイナンバーカード受取窓口

市民課（予約専用電話）
８８・２８８２（平日9:00～17:00）

平日 午前８時３０分～午後５時１５分
　　　（予約優先）
夜間　午後５時２０分～8時
　　　３月7日（火）・9日（木）
　　　14日（火）・16日（木）
　　　２３日（木）・２８日（火）
　　　４月１１日（火）・２７日（木）
休日　午前８時３０分～午後５時
　　　３月4日（土）・５日（日）
　　　１２日（日）・18日（土）
　　　２１日（火・祝）・２５日（土）
　　　４月１５日（土）・３０日（日）
　　　◎夜間・休日は要予約
予約方法　予約サイト・予約専用電
　　　　　話から
※詳細は交付通知書で
予約サイトはこちら▶
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市民課（予約専用電話）
８８・２８８２（平日9:00～17:00）
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不動産無料相談会

愛知県不動産鑑定士協会
052・241・6636

日時 ４月９日（日）
　　　午前１０時～午後４時
場所　パルティせと４階 第２会議室
内容　土地価格、地代、家賃、借地
権、相続時の土地の分割、不動産の
有効利用などの相談受付
申込　不要。当日会場へお越しくだ
　　　さい。

中小企業退職金共済制度

産業政策課　 88・2651

中小企業が、従業員の退職金を計画
的に準備できる国の退職金制度です。
●掛金の一部を国が助成（一部対象外）
●掛金は全額非課税。手数料不要
●社外積立型で管理が簡単
●従業員ごとの納付状況や退職金
　試算額を事業主にお知らせ
●家族従業員やパートさんも加入可
●他の退職金・企業年金制度等との
間で、積立資産を持ち

　運び可
※詳細はホームページで▶
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愛知県不動産鑑定士協会
052・241・6636
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産業政策課　 88・2651

名鉄バス運行ダイヤの変更

名鉄バス名古屋営業所
0561・62・7677
都市計画課　 88・2680

変更日 ３月１８日（土）
変更路線 しなの線、水野循環線・み
ずの坂線、赤津線、菱野団地循環線
変更後運行ダイヤ
3/11（土）頃から名鉄バ
スＨＰで確認できます▶

「電柱にカラスの巣」は
お電話を

中部電力パワーグリッド
0120・985・232

カラスの巣は停電の原因となりま
す。電柱の上部に、停電の原因とな
るカラスの巣を発見したら、電柱番
号などをご連絡ください。
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相続登記の申請が
義務化されます

名古屋法務局春日井支局
0568・81・3210（代表）

施行日　令和6年4月1日から
●施行日前の相続でも不動産登記
がされているものは義務化の対象
です。
※詳細は法務省ホーム
ページで▶

施設園芸用燃油高騰
対策支援金

産業政策課　 ８８・２６５３

申請期間　３月１日（水）～３１日（金）
対象
①市内で施設園芸を営む農業者か法人
②愛知県支援金の交付を受けていること
③市税の滞納がないこと
※その他の要件もあるので、お問い
合わせください。
申込方法　必要書類を の窓口
で提出
送付先 〒489-8701
（住所不要）産業政策課
※詳細はホームページで▶
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名古屋法務局春日井支局
0568・81・3210（代表）
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産業政策課　 ８８・２６５３

瀬戸市
公式LINE

イベント情報など配信中

@setocity
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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）

講座 日時 受講料 締切
No.1　はじめてのSNS講座
（SNSって何？ LINE,Twitter,Instagram,YouTube…)

4月5日・１２日(計2回・水)
午前10時～正午 3,200円

3/25(土)
No.2(★)　実務に使えるエクセル講座(基礎) 4月5日～5月31日(計8回・水)

午後3時～5時 12,900円

No.3　親子でたのしむプログラミング体験(スクラッチ&ロボット編) 4月8日～22日(計3回・土)午前10時～正午 5,300円 3/29(水)

No.4　スマホ講座 (YouTube動画の見方) 4月19日(水) 午前10時～正午 1,900円 4/8(土)
No.5　スマホ講座 (Instagramの使い方編) ４月26日(水) 午前10時～正午 1,900円 4/15(土)

スマホ・パソコン講座

各講座の最小催行人数・対象・定員・申込方法は電話・ホームページで確認を
※各講座の抽選結果はメールします。
※教材を持っている場合は受講料から差し引く場合あり
持ち物　筆記用具　　場所　デジタルリサーチパークセンター

ホームページ メルカリ教室

 同時開催
「メルカリ教室
 ～出品実践編～」 ▶
 順次開催

No.2(★)の講座はひとり親の方に受講料の補助があります。 申込期限　3/25（土）
申込方法や詳細はホームページで （ こども未来課　 88・2631）▶

シニア世代のスポーツ健康カレッジ

高齢者福祉課　 88・2626

名古屋学院大学スポーツ健康学部がシニア世代の
健康づくりに役立つ教室を開講します。
内容　①せと健康運動教室②せと水中運動教室
　　　※どちらかに参加可
日時 ４月２６日、５月１０日・２４日、６月７日・
　　　２１日、７月５日(水・計６回）午後１時～３時
場所　名古屋学院大学瀬戸キャンパス
対象　市内在住６５歳以上　　参加費　１，８００円
定員　４０人（抽選）
申込方法　申込書を高齢者
福祉課（市役所２階）へ提出
申込期間　３/１（水）～１７（金）
申込書配布場所
の窓口・ホーム

ページ▶
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高齢者福祉課　 88・2626

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 ３月15日（水）午後2時～3時30分
場所　はーばす苗場店（苗場町130-1）
内容　コグニサイズ（認知症予防運動プログラム）、クイズ、
口腔ストレッチ（瀬戸の情熱）、相談
申込　不要。直接会場へ　　持ち物　飲み物

シニア就職面談会　　  産業政策課　 88・2651

日時 ３月８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　６０歳以上　　参加企業　４社
※事前予約・履歴書不要、服装自由
※求職活動実績に反映可

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

シニア就職面談会　　  産業政策課　 88・2651シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  シニア就職面談会　　  

詳細はこちら▼
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市体育館　☎48－0500
申し込みは市体育館窓口へ（午前8時30分～午後8時）　※日曜は午後4時スポーツ教室・大会

市体育館　 48・0500（午前8時30分～午後8時）第1期スポーツ教室

教室名 曜日 時間 開催日（4月） 場所

子ども
1 あばれ！発達塾 月

各
全
10
回

17:15～18:15 10日～
市体育館 第3競技場

2 チャレンジャーズ 金 17:15～18:15 14日～
親子 3 親子リズム体操 木 11:15～12:00 13日～

市体育館 第1競技場

女性限定
4 すこやかヨガ 火 13:15～14:15 11日～
5 やさしいフラダンス 水 9:30～10:30 5日～

市体育館 第1会議室
6 ナイトヨガ 金 19:30～20:30 7日～

一般

7 ゆったり健康バランスボール 月 9:45～10:45 10日～
8 体幹鍛えよう！バランスボール 月 11:15～12:15 10日～
9 サルセーション 水 11:00～12:00 5日～
10□ 遊YOUテニス 水 13:30～14:30 5日～ 北スポーツ施設テニスコート
11□ コアマスター 木 19:30～20:30 6日～

市体育館 第1会議室12□ ステップ45 金 10:00～10:45 7日～
13□ ボクシングフィットネス 金 11:15～12:15 7日～

受講料　各5,500円（スポーツ保険含）
定員　（抽選、空きがあれば随時受付） 1257～13□20人
　　　330人 4625人

場所 ①⑫市体育館第１競技場 ②陶祖グラウンド ③～⑤⑥⑩市民公園テニスコート　　　 
　　　⑦～⑨武道館 ⑪市体育館第３競技場 ⑬市民公園陸上競技場ほか ⑭市民公園芝生広場

（教室はスポーツ安全保険料を含む）

定員 ⑥⑦⑫40人 ⑧～⑩20人
　　　⑪60人 ⑬100人 ⑭80人

申込方法　体育館窓口へ
申込期間　3/1(水)～15(水)
入金期間　3/17(金)～28(火)

大会・教室名（回数） 日時 対象 参加料 申込期間

大
会

① 総合バドミントン大会 ３月２６日（日） 市内在住・在勤・在学 1組 2,000円 3/2(木)～15(水)

② 春季大会（ソフトボール） ３月２６日（日）～
７月３０日（日） 市内在住・在勤 1チーム 7,000円 3/1(水)～17(金)

③ 春季瀬戸近郊ソフトテニス大会 ４月２日（日） 市近郊の方（中学生不可） 1組 1,200円 3/2(木)～20(月)

④ クラブ職場対抗団体
テニス大会 ４月２３日（日） 市内在住・在勤 男子 3,000円

女子 2,000円 3/1(水)～29(水)

⑤ ミックスダブルステニス大会 ５月７日（日） 市内在住・在勤 1組 2,000円 3/1(水)～4/12(水)

教
室

⑥ 春季ナイターテニス教室
（計４回）

４月１日（土）～
５月６日（土）
午後6時～9時

市内在住・在勤・在学 4,500円 3/1(水)～29(水)

⑦ 少林寺拳法教室①
（土・月、計６回）

４月１日（土）～
４月１７日（月）

午後7時～8時30分
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

3/8(水)～22(水)

⑧ 前期柔道教室
（日・木、計１５回）

４月２日（日）～
５月２５日（木）

日：午前9時～10時30分
木：午後7時～8時30分

5歳～64歳以下 64歳以下 4,550円
中学生以下 3,500円 3/1(水)～29(水)

⑨ フルコンタクト空手道教室
（計４回）

４月４日（火）～
４月２５日（火）
午後7時～8時

4歳～中学生 1,800円 3/1(水)～22(水)

⑩ レディーステニス教室
（計８回）

４月５日（水）～
５月３１日（水）
午前9時～11時

市内在住・在勤・在学の女性 5,000円 3/1(水)～29(水)

⑪ ソフトバレーボール教室
（計６回）

４月８日（土）～
６月２４日（土）
午後7時～9時

市内在住・在勤・在学の
新小学4年生以上

65歳以上 2,200円
64歳以下 2,850円
小・中学生 1,500円

3/1(水)～22(水)

⑫ 一般バスケットボール教室 
春季（計１０回）

４月１３日（木）～
６月２２日（木）
午後7時～9時

高校生以上 65歳以上 4,150円
64歳以下 4,800円 3/3(金)～22(水)

⑬ 前期陸上教室（計１９回）
４月１５日（土）～
９月１６日（土）

午後2時～4時30分
小中学生 5,000円 3/2(木)～29(水)

⑭ グラウンドゴルフ講習会 ４月１５日（土）
午前9時～正午 市内在住 無料 3/16(木)～4/10(月)
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ロコモを知ろう
めたぼうし 健康コラム

以下に気を付け、ロコモを予防しましょう
●普段から病気の予防を意識した生活を送る　●筋力やバランス力のトレーニングを行う　●栄養改善を行う　など
☆本市では、運動や栄養の講座がたくさんあります。積極的に参加しましょう。

ロコモの要因
運動器の病気、能力の衰え、痛みなどさまざ
まな要因が合わさったりすることでロコモに
なります。運動器の怪我や痛みは、病院など
で治療します。

ロコモ（ロコモティブシンドローム）とは
立ったり歩いたりするための身体の力が不足したり、衰えたりした状態
のこと。
●進行すると、自力の歩行が困難になり、将来介護が必要になるリス
クが高くなります。

瀬戸まちの活動センター(パルティせと3階) 
☎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

日　時３月４日（土）・4月1日(土)
　　　午前１０時３０分～１１時３０分
場　所アシスト・ケア宝ケ丘
参加費１，０００円/回　定　員 各回１２人
申　込 電話　※詳細はホームページで▶

日　時４月９日（日）午前１０時～正午
場　所 山口憩いの家
対　象 乳幼児～小学校低学年の保護者
参加費１,０００円（夫婦１,５００円）
託　児３００円/人
申　込メール
　　　　　 ※詳細はインスタグラムで▶

バランスボール体験教室
バランスボールで健康プロジェクト瀬戸  ☎０５０・６８７９・２５２３（小出）問

日　時３月１９日（日）午前９時３０分～午後１時
集合・解散 名鉄尾張瀬戸駅
場　所 東京大学生態水文学研究所
　　　 赤津研究林内
定　員１０人（先着順）

※申込・詳細はホームページで▶

日　時３月２６日（日）午前９時～午後４時３０分
目的地 志段味爆弾坂、瑞穂運動場、見晴台遺跡 など
集　合 愛環「瀬戸市」駅西口
参加費３，０００円（昼食代別）
対　象 一般（子ども含む）　  定　員２０人（先着順）
申　込 電話・メール　  締　切３/２０（月）

ジビエを学ぶ会

日　時 ●乳幼児期４月１３日・５月１１日・６月８日（木）
　　 ●幼児期４月８日・５月１３日・６月１０日（土）
　　 ●学童期４月１５日・５月２０日・６月１７日（土）
　　 ●思春期４月２２日・５月２７日・６月２４日（土）
時　間 午前１０時～１１時３０分
場　所 瀬戸民間教育センターヴェルデ（松原町２－８）
定　員 各回２０人（乳幼児のみ８組）
託　児 無料。要事前申込 ※乳幼児期は託児なし
申　込 ホームページで▶

せとオヤ年代別子育て講座
せとオヤ子育てプロジェクト  ☎０９０・９８９８・２２８５（一尾）問

永野むつみの子育て講演会
「小さな人の力を信じる子育てとは」

尾張旭・瀬戸おやこ劇場
minnnanooyako@yahoo.co.jp

問

マイクロバスで行く「春の戦跡巡り」２０２３　
瀬戸地下軍需工場跡を保存する会
☎０９０・３８３７・７０５０    tera-m@ob.aitai.ne.jp

問

瀬戸まちの活動センターからのお知らせ まち活サポーター募集

交流フェスタ(10月)、なるほどザ学習会、フリールーム
（月1回）、男女共同参画事業（3月） など
パルティせと

事　業

会　場

瀬戸まちの活動センター事業に参加・お手伝いいただける方を
募集します。窓口・電話・メールでお気軽にお問い合わせください。

対　象 市民活動、ボランティア、社会活動に
興味のある方

申込・詳細はホームページで
※４月に交流座談会を予定しています。

東京大学赤津研究林サポーターズクラブ  シデコブシの会
☎０９０・３５６４・３２５８（加藤）   infoshidekobushi@gmail.com

問

令和５年度（２０２３年度）　市税、料金などの納期限・振替日一覧表

納期限
（振替日）

固定資産税
都市計画税

市・県民税
（普通徴収） 軽自動車税

国 民 健 康
保 険 料
（普通徴収）

後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）

介護保険料
（普通徴収）

し 尿 処 理
手 数 料

保 育 料・
給 食 費

下水道事業
受 益 者
負 担 金 　

上 下 水 道
料 金

令
和
５
年

4月10日㈪ 4月分

5月10日㈬ 第1期
全期前納 第1期 5月分 第1期

6月12日㈪ 全期 6月分

7月10日㈪ 第1期
全期前納 第2期 7月分 第2期

8月10日㈭ 第2期 第1期
全期前納

第1期
全期前納 第1期 8月分 第1期

全期前納
9月11日㈪ 第2期 第2期 第2期 第2期 第3期 9月分 第3期
10月10日㈫ 第3期 第3期 第3期 10月分 第2期
11月10日㈮ 第3期 第4期 第4期 第4期 第4期 11月分 第4期
12月11日㈪ 第5期 第5期 第5期 12月分

令
和
６
年

1月10日㈬ 第3期 第6期 第6期 第6期 第5期 1月分 第3期 第5期
2月13日㈫ 第4期 第7期 第7期 第7期 2月分
3月11日㈪ 第4期 第8期 第8期 第8期 第6期 3月分 第4期 第6期

担当課 税務課 国保年金課 高齢者
福祉課 環境課 保育課 下水道課 水道課

電話 ☎88･2572 ☎88･2645 ☎88・2621 ☎88・２６６１ ☎88・2630 ☎85・1173 ☎85・1177

●振替日は、納期限の日です。
●土地・家屋などを売買や相続し、固定資産税を納める方が変更した場合、新たに口座振替の手続きが必要です。
●令和５年度から、上下水道料金の口座振替不能通知書(残高不足などにより振替できなかった場合に送付する通知書)を廃止します。

●コンビニで納付できる金額は、納付書１枚あたり３０万円以下です。バーコードがないものや金額が訂正された納付書などは取り扱えません。

●督促等を受けても納付がない場合には、給与・預金・動産・不動産など滞納処分(差押など)を受けることになります。
●全期前納（第１期の納期限までに年税額を納付すること）を利用できます。前納報奨金は上表の　のみ対象
●納期限を過ぎると、延滞金が加算されることがあります。

口座振替制度が便利です。

コンビニでも納付できます。(上表の　除く)

期限内納付にご協力ください。

【その他納期限】春雨墓苑環境整備料（年間分）　10月31日（火）　　 生活安全課　 ８８・２６６0
　　　　　　　のぞみ学園使用料（毎月分）　翌月末（休日の翌営業日）　　 のぞみ学園　 ８２・０１５４
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ロコモを知ろう
めたぼうし 健康コラム

以下に気を付け、ロコモを予防しましょう
●普段から病気の予防を意識した生活を送る　●筋力やバランス力のトレーニングを行う　●栄養改善を行う　など
☆本市では、運動や栄養の講座がたくさんあります。積極的に参加しましょう。

ロコモの要因
運動器の病気、能力の衰え、痛みなどさまざ
まな要因が合わさったりすることでロコモに
なります。運動器の怪我や痛みは、病院など
で治療します。

ロコモ（ロコモティブシンドローム）とは
立ったり歩いたりするための身体の力が不足したり、衰えたりした状態
のこと。
●進行すると、自力の歩行が困難になり、将来介護が必要になるリス
クが高くなります。

瀬戸まちの活動センター(パルティせと3階) 
☎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

日　時３月４日（土）・4月1日(土)
　　　午前１０時３０分～１１時３０分
場　所アシスト・ケア宝ケ丘
参加費１，０００円/回　定　員 各回１２人
申　込 電話　※詳細はホームページで▶

日　時４月９日（日）午前１０時～正午
場　所 山口憩いの家
対　象 乳幼児～小学校低学年の保護者
参加費１,０００円（夫婦１,５００円）
託　児３００円/人
申　込メール
　　　　　 ※詳細はインスタグラムで▶

バランスボール体験教室
バランスボールで健康プロジェクト瀬戸  ☎０５０・６８７９・２５２３（小出）問

日　時３月１９日（日）午前９時３０分～午後１時
集合・解散 名鉄尾張瀬戸駅
場　所 東京大学生態水文学研究所
　　　 赤津研究林内
定　員１０人（先着順）

※申込・詳細はホームページで▶

日　時３月２６日（日）午前９時～午後４時３０分
目的地 志段味爆弾坂、瑞穂運動場、見晴台遺跡 など
集　合 愛環「瀬戸市」駅西口
参加費３，０００円（昼食代別）
対　象 一般（子ども含む）　  定　員２０人（先着順）
申　込 電話・メール　  締　切３/２０（月）

ジビエを学ぶ会

日　時 ●乳幼児期４月１３日・５月１１日・６月８日（木）
　　 ●幼児期４月８日・５月１３日・６月１０日（土）
　　 ●学童期４月１５日・５月２０日・６月１７日（土）
　　 ●思春期４月２２日・５月２７日・６月２４日（土）
時　間 午前１０時～１１時３０分
場　所 瀬戸民間教育センターヴェルデ（松原町２－８）
定　員 各回２０人（乳幼児のみ８組）
託　児 無料。要事前申込 ※乳幼児期は託児なし
申　込 ホームページで▶

せとオヤ年代別子育て講座
せとオヤ子育てプロジェクト  ☎０９０・９８９８・２２８５（一尾）問

永野むつみの子育て講演会
「小さな人の力を信じる子育てとは」

尾張旭・瀬戸おやこ劇場
minnnanooyako@yahoo.co.jp

問

マイクロバスで行く「春の戦跡巡り」２０２３　
瀬戸地下軍需工場跡を保存する会
☎０９０・３８３７・７０５０    tera-m@ob.aitai.ne.jp

問

瀬戸まちの活動センターからのお知らせ まち活サポーター募集

交流フェスタ(10月)、なるほどザ学習会、フリールーム
（月1回）、男女共同参画事業（3月） など
パルティせと

事　業

会　場

瀬戸まちの活動センター事業に参加・お手伝いいただける方を
募集します。窓口・電話・メールでお気軽にお問い合わせください。

対　象 市民活動、ボランティア、社会活動に
興味のある方

申込・詳細はホームページで
※４月に交流座談会を予定しています。

東京大学赤津研究林サポーターズクラブ  シデコブシの会
☎０９０・３５６４・３２５８（加藤）   infoshidekobushi@gmail.com

問
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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

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
●血圧測定
●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、3/1（水）～電話

3/9（木）
午前9時～11時30分
やすらぎ会館
受付：11時まで

3/28（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

3/17（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

3/24（金）
午後2時～4時
市役所3階 304会議室

イベントカレンダー

３月３１日（金）まで無料、以降は有料（約１万円）になります。
対　象 
平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生まれの方
実施場所 瀬戸・尾張旭市の医療機関はこちら▶
　　　　 ※要予約
持ち物 母子健康手帳、予診票

麻しん風しん混合（ＭＲ）
予防接種（第２期）はお済みですか

●問 健康課 ☎8５・５０９０
●問 健康課 ☎85・5090

対　象 令和4年3月～令和5年2月治療分
申請方法 必要書類を健康課窓口へ提出
締　切 3月17日（金）

一般不妊治療費助成・不育症治療費助成

一般不妊治療 不育症治療

※詳細はホームページで▶

●問 健康課 ☎85・5511
発送済の無料クーポン券は３月末まで使用可能です。
対　象 昭和37年4月2日～昭和54年4月1日
　　　  生まれの男性

風しんの抗体検査はお済みですか 令和4年3月以前に治療を開始した方が対象です。
保険適用分も助成対象となります。

一般不妊治療費助成は今年度限りとなります

詳細はホームページで▶
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上から#ひなミッド

#ひな祭り　#雛めぐり
#瀬戸蔵
#せとジェニック
#せとまちサポーター
#いいもんせともん

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。

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

Follow me!

＠miemievol1 さん

イベントでは、電車の座席やつり革など不要になった
備品の販売、切符に改札ハサミを入れる体験（写真）
など多くの催しが行われ、会場の瀬戸市駅ビルは親
子や鉄道ファンでにぎわいました。中でも、鉄印帳へ
の手書き鉄印は珍しく、注目を集めていました。

（株）ウォーターエージェンシー様から
１００万円の寄附をいただき、感謝状の
贈呈式を行いました。寄附金は「子ども
が安心安全に登校できる通学路整備プ
ロジェクト」に活用させていただきます。

　 瀬戸市企業版 　
ふるさと納税とは ▶

【他企業様からもご寄附いただきました】
ＡＭＵＳＥ株式会社様/活用先：瀬戸市にある国登録有形文化財を保存・活用した地域活性化プロジェクト

使用済みペットボトルを新しいペットボトルへの再生
を推進するため、瀬戸市、尾張旭市、長久手市の３市
と豊田通商（株）、サントリーグループで「ペットボトル
の水平リサイクルに関する協定」を締結しました。

ボトルtoボトルの
リサイクル推進に向けて

1/30
（月）

1/18
（水） 企業版ふるさと納税　ご寄附ありがとうございます

愛環３５周年イベントが大盛況2/4
（土）
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水 野
品 野 １
品 野 ２
山 口
菱野・本地
新 郷
西 陵
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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

・21日
・22日
・15日
・24日
・22日
・22日
・23日
・15日
・20日
・21日
・24日
・28日
・16日
・23日
・16日
・27日
・23日
・28日
・17日
・17日
・17日

7日
8日
1日
10日
8日
8日
9日
1日
6日
7日
10日
14日
2日
9日
2日
13日
9日
14日
3日
3日
3日

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

・28日
・15日
・22日
・17日
・15日
・15日
・16日
・22日
・27日
・28日
・17日
・21日
・23日
・16日
・23日
・20日
・16日
・21日
・24日
・24日
・24日

14日
1日
8日
3日
1日
1日
2日
8日
13日
14日
3日
7日
9日
2日
9日
6日
2日
7日
10日
10日
10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
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

●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。

●保険証等を持参してください。
●問診票はホームページから
WEB入力も可(受付は来院順)

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

5（日）

12（日）

19（日）

21(火・祝）

26（日）

休日急病診療
案内電話
☎0561・
82・0022

加藤歯科医院

瀬戸ファミリア歯科医院

なえば歯科

東京堂歯科

赤津歯科

（西谷町30）

（東長根町5-5）

（苗場町172-1）

（西原町1-83）

（八王子町1-2）

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




