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                                ＜第１４号＞ ２００８年９月１９日 

活動紹介パネル展示 

世界を体験しちゃおう！ 
アジア諸国の民族衣装の試着体験や、 

アフリカ諸国の雑貨の販売！ 

中国雑貨づくりなどなど 

まつり茶屋 
 お抹茶、施設で作ったパンやクッキー 
災害非常食など 

ワールドカフェ 
 アジアンテイスト(ベトナムや中国)  

ビンゴ大会！【先着３５０名】 
ビンゴカード引換券をゲットしよう！ 
（１２時３０分～５階受付にて配布） 

豪華景品を取り揃えて！ 

みなさんのご参加を 

お待ちしています！！ 

日時：１０月１１日（土） １０：００～１６：００ 場所：パルティせと 

市民活動の様々な取り組みを知り、国際交流のできるフェスタを開催します。 

楽しい一日を皆さんと共に過ごしませんか！お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

世界の踊りと音楽など！ 
歌や踊り･マジックにけん玉など 

多彩で飽きの来ないステージです！ 

  観て参加して一緒にお楽しみください♪ 

 

市民活動･国際交流ブース 
２９の団体が一堂に集まります。 

 いろんなブースを見て聞いて、一緒に 

   参加してフェスタをご満喫ください♪ 

江見雅博コンサート♪（午後１時～午後２時） 
～サックスが奏でる新しい音との出会い～ 

演奏：江見雅博(サックス) 川瀬由紀子(ピアノ） 

【交流フェスタ 2008】&【市民生活祭】 

共同スタンプラリー！ 
｢パルティせと｣と｢文化センター｣の両方の会場を

まわってシールをいっぱい集めて☆ 

とってもステキな景品を 

もらっちゃおう♪ 

｢あなたも挑戦！知って、遊んで、 

楽しもう！｣体験コーナー 
 

木工工作・マジック・オカリナ・ごみ分別 

ゲーム・世界の言葉で遊ぼう！など楽しい 

体験をたくさん揃えて、お待ちしています♪ 

☆ ミニステージプログラム ☆ 

１０：３０～１１：００ できるかな？リサイクルゲーム 

１１：１５～１１：４５ みんなで楽しく Let‘ｓマジック 

１２：００～１２：３０ 世界の音楽に合わせてゲーム 

輪投げや 
お面づくり 
コーナーも！

☆詳細は市民活動センターで配布しているチラシをご覧ください。 

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


 

 
 生涯現役講座2008 「環境講座」 を開催しました！ 

 

 
 生涯現役講座 2008「環境講座」を 5 月 31 日、6 月 7 日、21 日の 3 回シリーズで開催しました。 

地球温暖化や自然環境に対する関心が深まっている今、瀬戸の環境の現状を知り、市民がそれぞれ

にどのように関わっていくことができるのか考え話し合いました。 

延べ１２１名の参加があり、活発な意見交換が行われました。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回講座 

「地球温暖化を防ぐために市民ができること」 

南山大学総合政策学部准教授 石川 良文 氏 

地球温暖化を防ぐためには生活の中で一人ひとり

のちょっとした工夫や配慮が CO２削減につながること

を知りました。車の「ふんわり発進」、「白熱電球を蛍光

灯に替える」「使用しないときコンセントのプラグを抜く」

「まちに緑を」など実践できる身近なお話も織り交ぜた

講義でした。環境対策は頭で考えるだけでなく実行す

ることが大切であると参加者で話し合いました。 

 瀬戸の環境とそれを支える市民活動 

バーチャルエコツアー パートⅠ 「生活環境の現状」 

      講師 瀬戸市環境課職員 加藤 守幸 氏 

瀬戸市の上・下水道、ゴミの処理状況につき、施設

の写真などを使い丁寧な説明があり、水源地、ゴミの

処理状況など現場の現実を見て多くのことを学びま

した。各々が環境について学び環境意識を高め自分

でやれること、グループでできることを見極め着実に

進めていきたいと「生活環境」を見直す良い機会とな

りました。 

●市民活動団体活動発表  「ECO・にこにこ瀬戸」 

市内の催し物会場などで行っている、ゴミの分別

ゲームによる普及啓発活動の様子などの活動発

表がありました。 

第２回講座 

瀬戸の環境とそれを支える市民活動 

バーチャルエコツアー パートⅡ「自然環境を考える」

     講師 瀬戸市環境課職員 加藤 守幸 氏 

里山や自然環境の現状、東大演習林や天然記

念物オオサンショウウオ生息地など豊かな環境を

保っている地域だと再認識しました。６０％の緑を

保有する瀬戸の自然を守り続けるために、手を加

えたり、時には見守りながら、自然を大切に守って

いきたいと話し合いました。 

●市民活動団体活動発表  

 「海上の森の会」・「となりの森環境塾」 

自然環境は手を加え保全することも大切であること

を理解できる発表がありました。市民団体が頑張っ

ていることを知り感動できる内容でした。 

第３回講座 

グループトーク （話に熱が入ります） 
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３回の講座におけるグループトークでは環境についての課題や問題点について「自分たちにできること」は

何か、闊達な意見交換が行われ、受講者の環境問題について強い関心度をうかがうことができ有意義な

講座となりました。 

 

 



 
登録団体イベントカレンダー 

団 体 名・連 絡 先 日   時 内    容 

高次脳機能障害を考える 

「サークルフレンズ」 

9 月 20 日（土） 

10：00～13：00 

わいわいフレンズ祭り 

バンド演奏、マジックショーの他ゲームコーナーなど 

9 月 21 日（日）  

9：20～14：00 

（少雨決行） 

 

第 5回 里山体験イベント 

定光寺ほたるの里で、きのこの観察会 

集合：定光寺ほたるの里 

定員：50 名  会費：800 円（陶器絵付け代、食材費等） 

持ち物：長袖・長ズボン・手袋・歩きやすく安全な靴など 

9 月 28 日（日） 
9：00～15：00 

里の水路進入路改修作業 （ボランティアさん募集中） 

お手伝いいただける無償ボランティアさん募集（50 名） 

定光寺ほたるの里の会 

TEL：0561-48-0290（桜井） 

11 月 2日(日) 

9：20～14：00 

第 6回 里山体験イベント 

第 5回と時間、集合、定員、会費、持ち物などは同じ 

内容については若干の違いあり。 

瀬戸市 

 身体障害者福祉協会 

10 月 4日(土) 

10：00～ 

ウェルフェアスポーツ大会 

障連協合同スポーツ大会    場所：瀬戸市体育館 

古瀬戸吹奏楽団 

TEL：0561-82-4917（鵜飼） 

10 月 5日(日) 

13：30～（開場 13：00） 

定期演奏会 2008 

場所：瀬戸市文化センター 文化ホール  入場無料 

NPO 法人 ネットワーク・ 

          せとっこ 

TEL：0561-82-6749（神谷） 

10 月 8日(水)～ 

3 月 25 日(水) 

9：50～11：50 

せと・市民塾開催 （塾生募集中） 

多彩な講師陣と楽しく学び、楽しく体験 

全 12 回 第 2、第 4 水曜日  場所：パルティせと 

10 月 25 日(土)  

9：30～ 

秋のクリーン大作戦 （参加者募集中） 

公園内清掃、花植え 参加自由 おにぎり、豚汁振る舞いあり

岩屋堂クリーン会 

TEL：0561-42-0873（野澤） 

          

   

 

１１月 15日(土)  

～１１月 24日(月) 

18：00～21：00 

紅葉ライトアップ 

15 日 点灯式、オカリナ演奏  

海上の森の会 

TEL：0561-84-7044（伊藤） 

 

10 月 25 日（土） 

13:00～15:00 

海上の歴史（４）海上の近代 講演会 

講師：山川一年 

集合：里山サテライト   持ち物：飲料水、筆記用具 

NPO 法人 よつ葉 

TEL：0561-84-6858（古宮） 

10 月 29 日（水) 

11：00～ 

ハロウィン仮装パーティ 

参加自由（申込制）、景品などあり 

NPO 法人瀬戸地域福祉を

考える会まごころ 

TEL：0561-85-3038（大秋） 

11 月 15 日（土） 

10：00～16：00 

地域ささえあい研修会 in せと 

場所：パルティせと５階アリーナ 

定員:100 名  参加費:無料(但し、資料代 500 円) 

瀬戸メサイア合唱団 

TEL：0561-83-5174（中山） 

12 月 21 日 (日) 

13：30～（開場 13：00） 

チャリティコンサート 

場所：瀬戸市文化センター 文化ホール 

                                   ☆連絡先電話番号のない団体については市民活動センターにお問い合わせください。 
☆これからもイベントカレンダーを作成していきます。団体情報を市民活動センターまで、お寄せください。 
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市民活動センターは「せと市民活動連絡会」を応援しています。 

 第１回 交流サロン  「活動ふりかえりシートから見えるもの」    6 月 28 日（土）9：30～12：00   

マルチメディアルーム

連絡会加入団体（７４団体）対象に実施した、「活動ふり 

かえりシート」を「分野別」「団体規模別」などの視点から 

まとめた結果を報告しました。ふりかえりシートの活用方法 

について、「海上の森の会」や「ECO・にこにこ瀬戸」の発表、 

「瀬戸地域福祉を考える会まごころ」や「菱野地区まちづく 

り協議会」のレポート発表が行われました。発表後のグルー 

プトークでは「今後もふりかえりシートを続け、どう変化したか 

見たい。」「課題を確認し、今後の話し合いに役立てたい。」「ふりかえりシートの結果、団体 PR をもっと上手にで

きるチラシづくりの講座をやってほしい。」「今回のシートは記入者が単独で作成した団体が多かったが、今後

は会員で話し合って記入したい。」などのふりかえりシートの活用方法に対する様々な意見がでました。 

 

第２回 交流サロン 「団体 PR 模造紙のうまい書き方」講座     8 月 23 日（土） 9：30～12：00   

講師 瀬戸市交流学び課職員 杉江 圭司 さん          マルチメディアルーム 

加入団体からのご要望で模造紙の書き方を杉江さんにお願いしました。 

「今日は頭で覚えるというより実際に体験し、書いて慣れるという体験型講座です。字を書くことが苦手、

字が下手…、なんてことは関係ありません。ほんの少しのテクニックで変わるんです。前半はゲーム感覚

で進めていきましょう。」と軽妙なお話からスタートした講座は、一人一枚ずつの模造紙を前に皆さんや

る気満々、マジックペンの使い方、色の使い方、書体の工夫、簡単なイラストの書き方など、分かりやす

くテンポの良い説明に“なるほど”と納得!!  さあいよいよ本番の模造紙づくり！書く前に「何を伝えたい

か」「忘れてはいけない記載事項」「文章やイラストの効果的な配置」など読み手の立場にたった紙面構

成を学び、白紙に書き始めるみなさんからは、緊張感が伝わってきました。それぞれに工夫を凝らした 

                               模造紙が次々に仕上げられ、各々が模造紙を前に簡

単な団体ＰＲをしました。講師から“色変えてみては” 

“この字を少し太く”など講評をいただきましたが、ほ

んの少しのテクニックでうまく書くことができることを実

感しました。参加者のみなさんからは、この素晴らし

い講座をもう一度開催してほしいというご要望が多く

あり好評のうちに終了しました。                      

                                        

                                                  

  

 

 

 

 

 

   

目的：1 年間の市民活動の動きや問題点などを

把握するめに各団体が活動の自己評価

や達成度を団体内の会員が共有し、この

シートを公開することで団体相互に活

動の状況を伝えることを目的に実施 

実施期間：平成２０年３月１５日～４月１５日

対象者：せと市民活動連絡会加入団体７４団体

回収数：４６団体 

模造紙での団体ＰＲ 

☆ せと市民活動連絡会からのお知らせ☆ 

多くの団体が集まって情報や意見を交換し、団体同士

の横のつながりを深める楽しい「交流サロン」を開催しま

す。 今回は１０月１４日（土）「福祉編」を皮切りに月１回、

来年１月まで団体分野別に４回開催いたします。同時に

団体 PR のパネル展示を３階交流ひろば壁面において行

います。 たくさんの出会いが待っています。 

ぜひ、ご参加ください！！ 

交流サロン（福祉編） を開催します。 

 日時：１０／１４（火） １０：００～１２：００ 
場所： パルティ ４階 マルチメディアルーム 

●団体 PR（団体の得意な分野紹介） 
● “なるほど”車座交流会       

      テーマ ：「地域通貨ってなぁーに」 
※ パネル展示 ９：００～   

●１１月以降の交流サロン開催内容については随時 

メールマガジン、チラシなどでお知らせいたします。 

【開催日】 １１／１１（火）、１２／１１（木）、１／２４（土） 

             



    

     

             

今、市民活動センターには１３１団体（7,000 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。     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀬戸市民活動センターの登録団体の中から任意加入した８０

団体で構成する「せと市民活動連絡会」の会長を務める太田正

明さん。加入団体のまちづくりグループ「やろまい会」の会長

としても会員を引っ張り意欲的に運営されています。 

過去にはＰＴＡ会長、瀬戸市自衛消防連絡協議会会長など数

多くの重責を経験され、現在は６月に定年を迎えられましたが

社員として在籍しながら、地元の陶原公民館の広報部副部長と

しても運営に携わってみえます。交通安全活動へも積極的に取

り組み、優良安全運転者緑十字章表彰を受賞されるなど、幅広

く活動されています。 

今後の市民活動連絡会については「団体の皆さんの事業への

参加がまだ十分とは言えない、今まで以上に交流サロンや交流

フェスタへの積極的な参加をお願いし、他の団体と協働するこ

とによって瀬戸市の市民活動を活発化させたい。」との意気込み

をお話していただきました。 

せと市民活動連絡会 

太 田 正 明 さん 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

        
イキイキ輝いている皆さん大募集！自

ガールスカウト愛知第６６団 

      市 川 春 代 さん 

り

キ

そ

日

し

っ

な

に

く

て

に

ク

運

ガールスカウト愛知第６６団で子供の健全育成に取

組む市川春代さん。「女の子が自分らしく意見をハッ

リといえるように育てていくといった目的があり、

のための訓練や経験をさせています。今年も３泊４

で岐阜県の郡上に子供たちとキャンプに行って来ま

た。テント張りや調理の準備など全部子供達でや 

ています。川に入って泳いだり、ハイキングをする

ど色々な体験をしますが、協調性や思いやり、環境

やさしくなど、考えて行動できる子ども達になって

れることを願っています。」とやさしい笑顔で答え 

いただきました。定光寺ほたるの里の会で里山保護

参加し、水野地域まちづくり協議会・ＮＰＯ法人ア

ティブシニアネットせと監事、せと市民活動連絡会
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薦、他薦は問いません！！ご連絡ください。

営委員として日々活躍されています。 



 

 

 

「（仮称）市民活動わいわい交流会」 

〈日時〉平成２１年２月２８日（土）９：３０～１５：３０  

〈場所〉やすらぎ会館 ５階 大集会室 

          瀬戸市市民活動促進補助金を受けている団体の活動報告  

 

 防災関係の団体による寸劇、歌と踊りの共演や 

ク

 

              市民活動団体にとってためになる「講演会」    

              

    イズなど団体の協働発表 

様々な分野の団体と楽しく交流会！  

   

● 
 

● 
 
 

● 
 
 
 
 

● 

 

 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!!    
   

 

    

 

 

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」のコーナーでは皆様のイベント情報を 

お待ちしています。 

【申込方法】 

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。 

☆ 「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」 

☆ 『只今！せと TV』グリーンシティケーブルテレビ 

   放送時間は 20 分（1 日あたり 6 回放送） 

て  

く暮らせる  

瀬戸のまち 

 
今月の川柳 

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。 
 
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。 
 

  
「市民活動交流ルーム」 ９、１０、１１月の利用日 (場所) ４階マルチメディアルーム   

９月２４日（水）１９：３０～１２：００   １０月１５日（水）  ９：３０～１６：３０ 

１０月２４日（土）１３：３０～１６：３０   １１月１１日（火）１３：３０～１６：３０  

１０月１４日（火）１３：３０～１６：３０ 

 
年老い

たのし
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