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平成２０年度瀬戸市市民活動促進補助金交付１６団体が決まりました！
４月５日（土）パルティせと４階マルチメディアルー

市民活動促進補助金とは
市民の皆さんが地域の課題を解決したり、より快適
な生活環境をつくっていくために、市民団体として
行う自主的、自発的な活動に対して補助金として
支援する制度です。
【成長・自立型部門】
活動開始まもない団体が成長し、自立した事業が
できるように活動を支援するもの。
【活動拡大・起業型部門】
行政や企業では提供していない、またはできない
ような公益サービスを提供しようとする事業を支援
するもの。

ムにおいて、公開プレゼンテーション審査会が行われ
１６団体の事業に補助金交付が決まりました。各団体
の事業展開が楽しみです。この１６団体の成果報告会
は平成２１年２／２８（土）に開催を予定しています。
皆さん、ぜひご参加ください。

〈成長・自立型部門〉
① 瀬戸市老人園芸クラブ山草会
② 瀬戸水野里山菜の花の会
③ 瀬戸ノベルティ文化保存研究会

詳しくは

〈活動拡大・起業型部門〉
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

菱野地区まちづくり協議会
花さか倶楽部
水野地域まちづくり協議会
高次脳機能障害を考える「サークル・フレンズ」
コスモス会
瀬戸メサイア合唱団
NPO 法人アクティブシニアネットせと

http://www.city.seto.aichi.jp/sosiki/kouryu/index.htm
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

海上の森を歩こう会
瀬戸市和太鼓連盟
ピースフェスティバルイン瀬戸
NPO 法人瀬戸地域福祉を考える会まごころ
NPO 法人瀬戸
縁 さくら

瀬戸市市民活動促進補助金交付団体事業紹介 （４月２０日開催！）
「縁さくら」さんの「JIMO 婚・ZO 婚 花嫁道中」
伝統的な祭りのひとつである「陶祖まつり」を市民参加型の人と人とのふれあいや縁を大切にした行事
として新たに盛り上げたい！瀬戸の街に多くの人を！そんな思いから、花嫁道中を開催されています。
晴天に恵まれたこの日、万博で知り合い、結ばれたパリ在住の
美男・美女。花嫁は瀬戸市出身、花婿はフランス人国際カップルの
花嫁道中に「御物奉献大行列」や「道泉みこし」なども加わり、賑や
かに陶祖祭に花をそえ、盛大な祭りとなりました。
また、パルティせとのロータリーではこの他、花嫁花婿や陶器婚
式（９周年）磁器婚式（２０周年）を迎えられたご夫妻を祝福する催
しもあり、エピソードなどが披露されました。
代表の大竹路恵さんは、『他の団体と一緒に「祭り」ができること
や３つの商店街（銀座、末広、中央）の方々が協力的に祭りを盛り
新婦の美しさに映画のワンシーン
上げるための努力をして頂いていることが嬉しい。花嫁道中を知ら
の中にいるようで嬉しいです。
ない子どもたちに見てほしい、昔からの伝統を伝え、街の賑わいに
繋がればと』熱く語ってくださいました。
平成１６年から始まった花嫁道中も観客数が年々増えているとのことでした。今年も多くの人と人の出
会いが生まれた花嫁道中でした。
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支援しています 「せと市民活動連絡会」
☆ 平成２０年度「せと市民活動連絡会総会」と交流会が開催されました
５月１０日(土)午前１０時よりパルティせと４階マ
ルチメディアルームにおいて「平成２０年度せと市民
活動連絡会」総会が開催されました。登録されている
８０団体のうち、５２団体８０名の出席があり、今年
度の事業計画（案）等が審議・承認されました。続い
て、来賓としてご臨席いただいた増岡錦也市長より「せ
と市民活動連絡会」に期待を寄せるお言葉をいただき
ました。
また、総会後には交流会を催し、６５名の参加があり「楽しく交流を深めよう！」とコ
ミュニケーションゲームで盛り上がり、交流を深めました。団体 PR もおこなわれ“来年は
ぜひ発表したい”という団体もありました。

☆ 今年も開催します！せと市民活動連絡会「交流サロン」
「交流サロン」は団体と団体が知り合い、
横のつながりを深め、団体のスキルアップ
につながる研修などを開催していきます。

平成１９年度「楽しくためになる交流サロン」の内容
・第５次瀬戸総合計画についての研修
・団体からニーズの多かった「チラシづくりの研修」

第１回「交流サロン」募集中！

・長久手町「長久手町文化の家フレンズ」と交流

【日 程】 ６月２８日（土）
【時 間】 ９：３０〜１１：３０
【場 所】 パルティせと４階 マルチメディアルーム

・防災月間にちなみ防災の啓発

【テーマ】 活動ふりかえりシートから見えてくるもの
せと市民活動連絡会は活動を振り返ることで、よりよい活動へつなげることを目的に、
「活動ふりかえりシート」実施しました。シートの活用方法やシートの結果をふまえ、
団体の弱点や得意とする事柄を見つけ、自分達団体の活動を皆さんと共に見つめ直して
みませんか！？
６月２５日（水）までに、電話、FAX、メールで
お申し込みいただくか、瀬戸市市民活動センタ
ーへ直接お申し込み下さい。 「せと市民活動
連絡会」事務局：瀬戸市市民活動センター
電話（０５６１）９７−１１６１
ＦＡＸ（０５６１）９７−１１７１
e-mail

☆連絡会にまだご加入されていない団体の方はこの
機会に加入しませんか。
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seto-npo@ma.gctv.ne.jp

今、市民活動センターには１２９団体（6,800 余名）の皆さんが登録しています。
そんな皆さんの中からイキイキと輝いている「ひと」を取材して、活動紹介をし
ていきます。
菱野地区まちづくり協議会の会長として、左義長まつり、花いっぱい運
動、環境美化活動、ふれあい祭り、防犯パトロールなどの活動を、菱野
自治会や菱野農事組合等と協力して行われています。「ひとのかけは
し」「時のかけはし」「地のかけはし」をモットーに、人と人のつながりや輪
を広げ、多くの方に参加していただけるよう努力し、地域を大切にされて
います。
また、「モリコロの川を守るプロジェクト」にも情熱を傾け活動されてお
り、「きれいな水を森から海へ」をキャッチフレーズに、猿投山、海上の森
を源流に流れるモリコロの川（矢田川）流域に住んでいる人と手を結ぶネ
ットワークづくりにも力を注がれているとのことです。川原さんの「川を守
る」新たな展開への思いが伝わるお話をたくさんお聞きしました。
菱野地区まちづくり協議会

取材の後は左義長まつりやふれあい祭りの行われる、モリコロの川河

川 原 明 彦 さん

川敷広場や「やすらぎ楽園」と名づけられた花壇にご案内していただきま
した。お話をされる川原さんの目はキラキラと輝いていました。

「マジックを教えるのではなく、多くの皆さんに楽しんでほしい」との
想いから、マジックグループ「スーパー・グレート・マジシャンズ」を立
ち上げ、主宰されています。マジシャンが一人でも多く増え、楽しさの
輪が広がればと４年前に活動を開始されました。
グループの仲間と一緒に、市民活動の交流フェスタや学校、児童
館、子供会、老人福祉施設、婦人学級などでマジックショーを行い、
幅広く地域で活躍し、多くの人を楽しませています。
また、小学校の「マジッククラブ」や「学びキャンパスせと」などでも
マジック教室を開かれています。
“マツケンサンバ”のメロディに乗りステージいっぱいに繰り広げら
れるフローラルけいこショーは、有名マジシャンに“今までにないマジ
ックだ”と絶賛されただけあり、観る人を魅了しマジックの世界へと引

スーパーグレートマジシャンズ

き込みます。ステージはいつも笑顔にあふれています 。これからも、

フローラル けいこ さん

マジックを通して楽しさを地域に伝えたいと話される爽やかな笑顔が
印象的でした。

イキイキ輝いている皆さん大募集！自薦、他薦は問いません！！ご応募ください。
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チョッと
のぞいて見ま
せんか！！

◆生涯現役講座２００８「環境講座」開催中
瀬戸の身近な環境を知り、環境を良くするために私たちができることを考えてみませんか。
一人ひとりの行動が、地球温暖化を防ぐことにつながります
日 時

内

容

（場所：パルティ ４階マルチメディアルーム）

瀬戸の環境とそれを支える市民活動団体の現状を知ろう！
【パートⅠ】「生活環境の現状」バーチャル・エコツアー
6／7（土）
講師 瀬戸市環境課 職員
10：00〜12：00
市民活動団体 「ECO・にこにこ瀬戸」
＊グループトーク
【パートⅡ】「自然環境の現状」バーチャル・エコツアー
講師 瀬戸市環境課 職員
6／21（土）
市民活動団体 「となりの森環境塾」
10：00〜12：30
市民活動団体 「海上の森の会」
＊グループトーク
※詳しくは市民活動センターにお問い合わせください。

◆１０月１１日（土）
「交流フェスタ 2008 in パルティせと」開催

〈場所〉パルティせと

◆平成２１年２月２８日（土）
「（仮称）講演会＆わいわい交流会」
〈場所〉瀬戸蔵
※瀬戸市市民活動促進補助金成果報告会同時開催

市民活動センター登録団体の皆様へのお知らせ
団体の活動紹介をしませんか!!

☆ 「広報 せと」 毎月 15 日号に掲載（2 団体）
☆ FM 放送「RADIO SANQ」 毎週土曜日 午前 10：20〜10：30 放送
☆ 市民活動センターＮＥＷＳ 「団体イベントカレンダー」
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。 ぜひ、お申し込みください。
※登録団体の「団体イベントカレンダー」のコーナーを次号センターNEWS
（９月上旬発行予定）より設けます。皆様のイベント情報をお待ちしています。

【申込方法】

日頃の活動でのおもし
ろい出来事、その瞬間
を切り取って、川柳にし
てみませんか。
【応募方法】
氏名、連絡先をご記入
のうえ、市民活動センタ
ーまで、Ｅメール、ＦＡＸ
でお送りください。

団体名、連絡先をご記入のうえ、市民活動センターまでＦＡＸ・Ｅメール、または
電話でお申し込みいただくか、市民活動センター窓口へ直接お申込みください。

「市民活動交流ルーム」 ６、７月の利用日 (場所) ４階マルチメディアルーム
６月１４日（土）

９：３０〜１２：００

６月２８日（土） １３：３０〜１６：３０

６月１８日（水）

９：３０〜１６：３０

７月 ５日（土） １３：３０〜１６：３０

６月２１日（土） １３：３０〜１６：３０

７月１２日（土） １３：３０〜１６：３０

６月２５日（水）

９：３０〜１６：３０
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応募作品はセンター
NEWS 、 み ん な の 伝 言
板、メールマガジンに
記載します。
今月の川柳

「こんにちは」
ひと声かけて
うちとけて

