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本年も、瀬戸まちの活動センターを宜しくお願い致します 
 

 

   

 

 

 

 

登龍亭獅篭さんによる「落語と似顔絵～獅篭風二刀流」の

講演では、磨き抜かれた話術で場内に笑いが沸き起こり、獅

篭さんが話をしながら即興で来場者の方の似顔絵を描き上

げると、皆さんから感嘆の拍手が送られました。 

また、市民活動団体紹介パネル展示では、団体にエールを送

る「いいね！」のシールを貼って応援する企画を実施。休憩時

間にじっくりとパネルを見ながらシールを貼っている姿があり、

団体の活動を知ってもらえる機会となりました。団体紹介映像

も会場内だけでなくロビーでもモニターに常時流し、多くの方

の目に留めてもらうことができ、今後の活動の励みになったと

思います。 

古瀬戸吹奏楽団木管アンサンブルによる演奏会では、フルー

トを中心とした優しい響きから、となりのトトロなどのアニメ 

ソングやコブシを効かせた演歌までと幅広い楽曲が披露され会場の皆さんが聞き入っていました。 

お楽しみ抽選会では、今年開業したジブリパークにちなみ、

メイとトトロに扮した連絡会会長と副会長が登場し楽しく

盛り上がりました。 

ロビーでは、「東北・熊本物産展」を開催し、多くの方々 

で賑わい完売することができ、同時に開催された瀬戸市生活

安全課による「瀬戸市みんなの生活展」には、今年１０月か

ら瀬戸市で始まったゴミの分別について熱心に学ぶ様子が

みられました。 

２０２３年 １月 10 日≪７１号≫ 
 
＜発行：瀬戸まちの活動センター＞
〒４８９-００４４ 

瀬戸市栄町４５番地 パルティせと３階

TEL (0561)97-1161 

FAX (0561)97-1171 

E-mail seto-npo@ma.gctv.ne.jp 

https://www.gc-net.jp/seto-npo 

 

交流フェスタ２０２２ in パルティせと 
～見て聞いて 、 せ と の活動味わおう！～ 

 

１０月８日(土) 開催しました 

モデルになった 

稲垣さん 

（フェニックス川

参加者１０５名 
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３年目の開催となる Zoom 講座は少人数であることを

活かして参加者のスキルに合わせて進めていき、簡単な

操作を実践した後は『模擬会議』をビデオ会議で体験し

てもらいました。 

対面での話し合いが望ましいことは踏まえつつ、様々

な事情で現場に出向くことができない場合にも使える

ツールとして利用いただけるよう、今後もフォローアッ

プしていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

９月から１２月まで月に一度全４回、乳幼児がいる子育て

中のママを対象にサロンを開催し、毎回９名程のママたちに

ご参加頂きました。毎回それぞれ、助産師さんやママの支援

をしている講師の方々をお招きし、育児の心配事や不安、体

の不調とどう向き合うかなどを、和やかにおしゃべりをしなが

ら学びました。コロナ禍で孤立しがちなママたちの癒しの場

や友達を得る機会となれたら嬉しく思います。 

今後も、瀬戸まちの活動センターは子育て支援を続けていきます！ 
 
【ままのわフェスタ inせと 2023実行委員募集！】 
2023年 7月 8日（土）パルティせと（5Fアリーナ、4F）にて、ままのわフェスタを開催予定です。 

それに先立ち、実行委員会がスタートするため、現在ママ実行委員を募集中です。子育てイベントを一緒に

作りたい方、瀬戸の子育て支援に興味がある方、ママ友作りの場としても是非ご参加下さい。 
 
【実行委員会日程】 

★1/26、2/16、3/16、4/27、5/25、6/29（全て木曜） 

午前 10時～11時半 パルティせと 4F第１学習室（お子さま同伴可） 

★事前準備 7/7（金）（時間未定） ★フェスタ当日 7/8（土）（時間未定） 

【問い合わせ・申込】瀬戸まちの活動センター（窓口・電話・E メール・LINEにて） 

なるほどザ学習会 （学んで！愉しみ！スキルアップ！） 

『ままのわサロン』開催しました 

場 所：パルティせと ４階 マルチメディアルーム 

内 容：議論の内容をボードや模造紙に書いてまとめる技術を学ぶ 

講 師：杉江圭司氏（まちづくり協働課） 

申 込：瀬戸まちの活動センター（窓口・TEL・FAX・メール・LINEにて） 

第６回『ファシリテーション・グラフィック』  

１月１８日(水)１３：３０～１５：３０ 

定員 2０名 

（先着順） 

予告 
瀬戸まちの活動センター 
公式 LINE QR コード 
LINEQR コード 

第４回『Zoom勉強会』開催しました 11 月 16 日(水)13：30～15：30 

参加者６名 
リモート参加２名 

であい塾 

瀬戸まちの活動センター 
公式 LINE QR コード  
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 内 容 

瀬戸市ウオーキング協会 

TEL:080-3065-7275(松原) 

2月 5日(日) 
9:00集合 
 

瀬戸の東・南公園を歩く（総会ウオーク） 
集合：愛知環状鉄道山口駅 解散：名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅  
距離：8ｋｍ  申込：不要 
参加費：300 円（会員・高校生以下は無料） 

3月 5日(日) 
9:00集合 
 

ジブリパークを覗いてみよう 
集合：リニモ長久手古戦場駅   
解散：リニモ愛・地球博記念公園駅  距離：12ｋｍ  
申込：不要  参加費：300 円（会員・高校生以下は無料） 

猿投の森づくりの会 

E-mail：

megumi.kamiguchi@gmail.com 

(上口) 

 

2月 25日(土) 
10:00～13:00 
 

～猿投の森を楽しみながら、森のめぐみ・森の大切さを
体感しよう！～ 
「間伐材でシイタケの植菌作業を体験しよう！」 
場所：愛知県有林やまじの森（猿投の森） 
定員：15 名(抽選) 申込：2 週間前までにメールで 
参加費：300 円 

3月 25日(土) 
10:00～13:00 

～猿投の森を楽しみながら、森のめぐみ・森の大切さを
体感しよう！～「森の手入れ作業を体験しよう！」 
場所：愛知県有林やまじの森（猿投の森） 
講師：後藤眞矢氏(猿投の森作りの会･森林インストラクター) 
定員：15 名(抽選)  申込：2 週間前までにメールで 
参加費：300 円 

こども図画アトリエ 

TEL：0561-41-3061(岩外) 

1月 22日(日) 
2月 19日(日） 
3月 19日(日) 
9:30～11:30 

こども図画アトリエ 
場所：パルティせと ４階 第２学習室 
定員：13人(先着順)   申込：不要 参加費：一回 500円 
対象：小・中学生(画材具持参) 

ＮＰＯ法人ネットワーク・せとっこ 

E-mail：

konkatsu@setokko.net 

TEL：070-5252-9540(神谷) 

2月 19日(日) 
12:50～16:30 

お雛めぐりで恋さがし 
場所：瀬戸蔵４階多目的ホール・名鉄尾張瀬戸駅周辺店舗 
定員：女性２５名、男性２５名（抽選）   対象：独身で２５～４９歳 
参加費：女性 2,750円、男性 5,500円（喫茶代、税含む） 
申込：Ｅメールにて   締切り：2月 5日（日） 

アレルギーっ子の会 in瀬戸 

 

2月 25日（土） 

10：00～12：00 

 

入室受付開始 

9：30～ 

食物アレルギー教室（ＺＯＯＭオンライン） 
内容：7大アレルゲン不使用食品について など 
申込方法：瀬戸市電子申請届出システム ＱＲコード→ 
定員：25名（先着順）※米粉パスタプレゼント 
申込締切：1月 15日（日）17：00 参加費：無料  
問合せ：瀬戸市健康課母子保健係 藤村 
ＴＥＬ：0561-85-5090（やすらぎ会館内） 

 
 
 
 

「どう使う？どう生かす？助成金～経験者に聞いてみよう～」  
日 時：2 月 4 日(土) 座談会 13:30～14:15、個別質問・相談会 14：15～15：０0 

内 容：これまでに助成を受けて事業をした 3名の経験者の話を伺います。 

場 所：パルティせと 4階マルチメディアルーム     申 込：窓口・電話・FAX・メール  

対 象：市民活動に興味のある方、助成金制度について知りたい方。 
 

～「瀬戸まちの課題解決応援補助金」募集部門～ 

①｢はじめの一歩活動｣部門…新たな団体としてまちの課題解決のための活動を開始する団体（活動開始３年以内) 

②｢テーマ型協働活動｣部門…市が提案した社会課題のテーマに対し、自由なアイデアで市との協働による課題解 

決に取り組む団体  

※今回は、①の説明会です。②については２月上旬に説明会を実施予定です。 

 登録団体イベントカレンダー 

 

「瀬戸まちの課題解決応援補助金」説明会のお知らせ 

定員 20 名 
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子どもが笑顔なら大人も笑顔！をモットーに活動しています。瀬戸市は幸い大きな災害に遭遇し

ていませんが、いつか災害による帰宅困難や避難所生活になった場合、子どもたちは大丈夫だろ

うか？事前に疑似体験することが少しでも役に立つのではないかと考え、避難場所である小学校

のグラウンドで防災キャンプを行いました。防災用のお米でカレーライスの炊き出しも行いました。

普段遊んでいるグラウンドでのキャンプ体験に、参加されたご家族も笑顔があふれていました。 

今回は水野小学校での開催でしたが、他連区での開催も進めていく予定です。これからも、楽

しみながら学べるイベントを子どもたちに体験してもらえるよう活動していきます。よろしくお願いし

ます！ 
 
 
 
 
                                                

 

 

 

 

  

 

令和４年度瀬戸まちの課題解決応援補助金 

はじめの一歩活動部門で「災害救援活動訓練」を

テーマに事業を実施した団体のご紹介です！ 

団体活動レポート 

菱野地域力まちづくり協議会 

菱野地域力まちづくり協議会は、瀬戸市南部菱野連区を拠点に、７つのグループにより構成され

活動を行っております。 

７月３１日に開催した第二回環境美化活動では、矢田川河川敷のごみ拾いや草刈りを実施しま

した。４４０名の方々が参加してくださり、可燃ごみ１２１袋、ビンカン５袋、粗大ごみ軽トラ１台のゴミ

を回収しました。８月２８日には約３年ぶりの開催となる、ふれあい祭りを開催し７１１名が参加しま

した。和太鼓演奏やポン菓子実演が行われ、メインの金魚のつかみ取りでは、子どもたちが服を濡

らしながら楽しんでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

おっこと進興委員会 
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１１月１８日(金)13：30～16：30 参加人数：４６名 
 
市民活動団体と市職員が協働の意義の理解を深め、連携や協働を促進するきっかけづくりにと開

催してきた講座も今年で５回目になりました。今回は、名畑恵氏（ＮＰＯ法人まちの縁側育くみ隊代表

理事）に登壇頂き、ワークショップを中心に協働の模擬演習を行いました。 

始めに、「未来の菱野団地をみんなでつくる会」の事例から得た気づきを書き止めたカードを使っ

た自己紹介をグループに分かれて行い、「私が思う協働」について共有しました。次に「他者になりき

って市民ニーズから協働を考える」ワークショップでは、カードに描かれた人物になりきり地域課題を

設定して、なりきった人物の立場と現実の自分では何ができるか、どんな協働があれば課題を乗り越

えられるかアイデアを出し合いました。意見をまとめる中で、協働にとって大切なことは何かに注目し

て各グループで協働のポイントを箇条でまとめ上げました。 

最後に名畑氏から講評をいただきました。 

今 日のつながり共有知を日常化しよう 

ど んな違いもまずは否定しない、認め合う 

う ごきにするにはアイデアをまずはやってみる 

発 言・交流！課題もメリットも集めて支えあいを！ 

多 様な人的・知恵のネットワークが地域には眠っている 

の んびり地域のリズムを大事にしながら、 

単年度の行政の良さも活かそう 

信 頼に値する市民の力を活かそう 

一 番大切なのは私たちの暮らしの幸せを育むこと 

と、頭文字を取り「きょうどう（協働）はたのしい」とまとめられました。 
 
【各グループの発表内容】 

 タイトル 協働のポイント（抜粋） 

１ 意見発信・交流の場 ・色々な分野とのつながり ・強みのパワーアップ 

２ 居場所作り ・楽しむこと ・共通の目的を持つ ・継続 ・次世代につなぐ  

３ つながれば乗り越えられる！ ・課題を発見し、共有する 

４ 「生活の不安」 ～交通と健康～ ・意見の収集 ・情報交換 ・交流の場 

５ 地域ギルド ・情報共有の拠点を作る ・色々な人をまきこむ 

６ バス停にて ・認め合い、否定しない ・日常生活とリンクする 

７ 人をまきこめる地域づくり ・体制・仕組みづくり ・楽しいものをつくる 

８ つながりたい！ ・地域・企業・行政でできることをシェアする ・郷土愛 

９ できることで助け合う ・それぞれが自主性を持って、一緒に活動すること 

１０ 空き施設で ささえあい みんなが市民

サポーター  

・まずやってみる ・世代も立場も超える ・境界線を引かない 

 

 

  

せと市民活動連絡会はこんなことやっています！ 

★「市民活動ステップアップ交流会」のお知らせ ★ 

２月１８日(土)10:00～1３：０0(予定)  瀬戸市文化センター 文化交流館 31会議室 

第１部 「瀬戸まちの課題解決応援補助金」活動成果報告会 

第２部 交流会 

協 
ど 
う 
は 
た
の 
 
し 

い 
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【申込・お問合せ】 

瀬戸まちの活動センターへ電話・ＦＡＸ・Ｅメールまたは瀬戸まちの活動センター窓口へ直接ご連絡ください。 
電話 :(0561)97-1161 FAX:(0561)97-1171 Ｅメール:seto-npo@ma.gctv.ne.jp 

瀬戸まちの活動センター登録団体の皆様へお知らせ 

 

瀬戸まちの活動センター今後のおもな予定 
「なるほど ザ 学習会 『ファシリテーション・グラフィック』」 
１月１８日（水） 13:３０～15：30  場所：パルティせと ４階マルチメディアルーム 

「協働のたねまき交流会」  
１月２８日（土）13:30～15:30 場所：パルティせと ４階マルチメディアルーム 

「協働のための異業種交流会」  

3月 ４日（土）13:30～15:30 場所：パルティせと ４階マルチメディアルーム 

■ 「フリールーム」   
(場所)４階マルチメディアルーム 

2 月２４日(金) 補助金相談会 
13:30～16:30 

◆ フリールームでは 

◇ 団体ＰＲの自主的な活動紹介 
（１３：３０～１４：３０） 

◇ なんでも相談コーナー 
（１４：３０～１６：３０） 

◇ 登録団体のチラシ配布コーナー 

・・・などが行えます！ 

■ 広報せと「ほっとネット☀せと」  

締切日のお知らせ  

■ センターNEWS 次号（第７２号）の 

「登録団体イベントカレンダー」 

情報募集！ 
 4 月・5 月・6 月のイベント情報は 

2 月２2 日(水)までにお寄せ下さい。 

■ 団体の情報提供にぜひご活用ください。 

地域で力を発揮している皆さんの団体紹介や開催する「講演会」「イベント」「講座」などが 

ＰＲできます。多くの方に知っていただき活動への理解を広めるよい機会となります。 

☆ 「広報 せと」毎月 1 日号 『ほっとネット☀せと』 に掲載 

☆ FM放送「RADIO SANQ」第１･２･５月曜日 9:20･12:30･18:00･24:00放送（事前収録） 

☆ 瀬戸まちの活動センターＮＥＷＳ 「団体イベントカレンダー」 （年４回発行） 

☆ メールマガジン（パソコン・携帯） 月に１～２回配信 

■ 「瀬戸まちの活動センター 『ｆacebook』」に団体情報掲載します。 

■ 「瀬戸まちの活動センター 『ホームページ』」をご覧ください。 

瀬戸まちの活動センターのイベント情報、フリールームの情報や登録の案内、登録団

体一覧やリンク集などの他、登録団体のイベント情報、「せと市民活動連絡会」のペー

ジを掲載しています。また、「瀬戸まちの課題解決応援補助金」として、『助成団体イ

ベント情報』の掲載をしています。 

☆URL http://www.gc-net.jp/seto-npo/ 
 

■ マスメディアに皆さんの活動情報を提供します。 

団体で開催する「講座」「講演会」「イベント」などの情報を新聞記者やケーブルテレ

ビなどに提供し、取材をしてほしい場合などは、瀬戸市の記者クラブに記事提供する

ことができます。ご希望の方は事前にご相談ください。 

 
facebookページに 

「いいね！」 

お願いします 

 

瀬戸まちの活動センター 

LINEの QRコード  ➡ 


