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市民や団体相互の交流の場として 

「市民活動ステップアップ交流会」を開催します。   

 

【日時】 ２月２８日（土） ９：３０～１５：２０ 

【場所】 やすらぎ会館 ５階 大集会室 

【共催】 瀬戸市市民活動センター ・ せと市民活動連絡会 

【参加費】 ３００円（軽食代） 

【定員】 １５０人(申込順) 

【申込方法】 ①住所②氏名③団体名④電話番号を記入し FAX、E メール、 

または電話でお申し込みいただくか、瀬戸市市民活動セン 

ター窓口へ直接お申し込みください。 
 

【プログラム】 

９：３０～ 瀬戸市市民活動促進補助金団体活動成果報告会 

１１：４５～ 講演「まちづくりは皆の力で！！」 

       講師：曽田忠宏氏 

         （瀬戸市市民活動促進補助金審査委員） 

１２：３０～ 交流会（軽食も含む） 

       ＊市民活動団体協働発表 

        ・踊りの共演 

        ・市民活動クイズ 

・防災寸劇「もしもの時にあなたならどうする!?」 

        ・オカリナとマジックショー 

＊楽しく交流「交流を深め、知り合いましょう！」 

 １５：２０  終了予定

                                ＜第１５号＞ ２００９年１月９日 

新年あけましておめでとうございます 

平成２１年の新春を健やかにお迎えの事と思います。 

本年度も市民活動センターでは市民と団体との交流の場を提供し、団体と団体

の橋渡しや運営に関する相談など市民活動への様々な支援を行います。 

もっと元気な「瀬戸のまちづくり」のために市民活動団体の持つ得意分野が活

かされるようＰＲも多いに行っていきます。今年も皆様とともに楽しく活動を展

開していきましょう。ご支援よろしくお願いいたします。 

  
  

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます 

平成２１年の新春を健やかにお迎えの事と思います。 

本年度も市民活動センターでは市民と団体との交流の場を提供し、団体と団体

の橋渡しや運営に関する相談など市民活動への様々な支援を行います。 

もっと元気な「瀬戸のまちづくり」のために市民活動団体の持つ得意分野が活

かされるようＰＲも大いに行っていきます。今年も皆様とともに楽しく活動を展

開していきましょう。ご支援よろしくお願いいたします。 



 「交流フェスタ２００８ｉｎパルティせと」を開催しました！ （２００８/１０/８）      

第４回を迎えた「交流フェスタ」も年ごとに定着

し、多くの市民の方々にご参加をいただきまし

た。 

５階アリーナでは、団体の活動紹介や体験・

販売を通じ積極的なＰＲと交流が行われ、ステ

ージでは各団体の発表やサックス奏者、江見

雅博氏によるコンサ―トもあり、心に響く名曲

が会場に流れました。４階体験コーナーではミ

ニステージや木工、さおり織りなどの他、お面

づくり、輪投げなど大人も子どもも共に楽しみま

した。  また、ビンゴ大会、スタンプラリーなど

もあり、賑やかな一日となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「愛知県 ＮＰＯアドバイザー出張セミナー」を開催しました。 （２００８/１１/８）   

県ＮＰＯアドバイザー出張セミナーの中で、ＮＰＯ法人ボラみみより情報局代表の織田元樹さんを講

師に助成金セミナー「助成金申請のコツ」を開催しました。《参加人数 19 名》           

事業を進めるうえで、どの団体も資

金が少ないのが現状です。自分達の

事業を実現させるためにはどう助成

金を活用したらよいのか悩でいる団

体も多いのではないでしょうか。

今回は助成対象となる事業の内

容によって、どの助成金に申請する

のが効果的か、具体的に予算の立て

方や目標のつくりかた、申請書の記

入方法などのコツをご自分の経験に

基づいた分かりやすい内容でお話を

いただき、助成金申請のノウハウを

学びました。また、助成金を申請する場合、既に助成を受けた他団体の方に話を聞くなどの情報交換

も大切であるとの助言もありました。受講された皆さんがメモを取り、熱心に聞き入る姿がみられ、活動

“資源”として助成金を活用したいとの思いが伝わってきました。 

 

 

 
詳しくは６ページをご覧ください！ 

 

市民活動センターではこの助成金セミナーをきっかけに 

もっとノウハウを知りたい方のために『なるほどザ学習会』
を開催します！ 
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登録団体イベントカレンダー  

 

団 体 名・連 絡 先 日   時 内    容 

菱野地区まちづくり協議会 

TEL：0561-21-7495（川原） 

1 月 11 日(日) 

8：30～11：30 

左義長（どんど焼き） 

場所：ふれあい広場（幡山支所前 矢田川河川敷）
催事：吟剣詩舞道、日本舞踊、尾張万歳 

＊とん汁の無料提供あり（500 人分） 
 

海上の森の会 

（里のくらしグループ） 

TEL：0561-83-3470（出口）  

1 月 11 日(日) 

10：00～15：00 
正月行事とドンド焼き 「二日のトロロ」 「七草粥」 

集合場所：里山サテライト（海上の森）  
持ち物：飲料水、食器、箸 
参加費：会員 300 円、家族、非会員 500 円 
 

せと・なでしこ会 

TEL：0561-82-3534（村田） 

1 月 11 日(日) 

16：00～ 

初踊り 

場所：グレイセル 

託児ボランティア たんぽぽ 

TEL：080-3633-8407（川井） 

1 月 22 日(木) 

1 月 29 日(木) 

2 月 15 日(木) 

2 月 12 日(木) 

10：00～12：00 

託児ボランティア養成講座 

場所：せとっ子ファミリー交流館 

募集定員：30 名(先着順) 

資料代：4 回通し 1,000 円(公開講座のみは 500 円) 

三扇会 

TEL：0561-84-7892（加藤）  

2 月 1 日（日） 

11：00～ 

舞初め 

場所：やすらぎ会館 3 階 和室 

高次脳機能障害を考える 
「サークル・フレンズ」 

TEL：0561-82-1498（豊田） 

2 月 1 日(日) 

13：00～16：00 

講演会：高次脳機能障害と地域支援について 

  講師 納谷敦夫氏（堺脳損傷協会） 

場所：やすらぎ会館 5 階 大集会室 
定員：70 名 （参加費無料） 

ボランティアネットワーク水南 

TEL ：0561-85-8171 

2 月 14 日(土) 

10：00～12：00 

いきいきサロン「折り紙でお雛さま」 

場所：水南自治会館 65 歳以上水南地区在住者 

日本舞踊 紫泉会 

TEL：0561-82-5956（高橋） 

2 月 15 日(日) 

10:30～14:00 

新年初舞 

場所：サンプラザシーズンズ(名東区) 

万博瀬戸ボラセンの会 

TEL：0561-21-5336(中井) 

3 月 15 日(日) 

10:00～12：00 

やろまいか！ 愛・地クリーンアップ作戦 

集合場所：リニモ本社前 

神叡流吟剣詩舞道 
         尾張地区会 

TEL：0561-82-9825(武仲) 

3 月 29 日(日) 

9:00～16：00 

第 34 回神叡流個人吟剣詩舞道大会 

場所：尾張旭市市民会館 

☆ イベントカレンダーに載せる情報をお待ちしています。団体の活動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。 

 せと市民活動連絡会事業 

楽しく・ためになる交流サロン“なるほど車座交流会”開催しています。 
 

団体同士など、横のつながりを深めることを目的に交流サロンを活動分野別に４回にわたり、開催し

ています。この交流サロンの内容は運営委員が活動分野別に分かれ、企画を考え行っています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉分野】 （１０/１４） 

「福祉の原点、地域通貨ってなぁーに」 

車座になって始まった交流サロンは、自

己紹介と団体 PR をした後、地域で支えあ

い、助け合いの福祉を充実させる１つの手

段である地域通貨について、ＮＰＯ法人瀬

戸地域福祉を考える会まごころの大秋惠

子さんから説明を受け、模擬の地域通貨

を使って、手助けを必要としている人、活

動できる人の立場になって体験しました。 

その後の話し合いの中で、地域通貨の

必要性を感じつつも実践の難しさに話は

盛り上がり、時間が足りないほどでした。 

「お互いを知りましょう」とヒッポファミリークラブの近藤邦子さ

んの司会進行により、楽しく自己紹介し、参加団体のイメージも

知ることができるワークショップを行いました。笑いあり、苦笑あ

りと楽しく交流の輪が広がりました。  

その後『心をとらえる話し方、聴き方』について、RADIO

SAN-Ｑパーソナリティの高橋智子さんから、話をする時のポ

イントを聞き、参加者一同高橋さんのお話に引き込まれ

楽しく学びました。 

<お話する時のポイント> 

・「話をするとき必ずその 

人と向き合って」 

・「間の取り方、強弱、イント 

ネーションに気をつけて」 

・「伝えたいことを 

“きわだたせる”ことが大切」  【文化・芸術分野】 （１２/１１） 

「オカリナ＆マジックミニ体験」 

オカリーナ・せとの風の岡島さんの司会

進行で自己紹介とお互いの団体を知るこ

とからスタートし、自己団体の認知度やイ

メージを知りました。オカリナ演奏と体験、

グレートマジシャンズによるマジックのミニ

発表など、活動のほんの一部分を披露し

ていただきました。 

また、この日の参加団体の話し合いの中

から、「市民活動ステップアップ交流会」に

新しい試みとして、2～3 団体がコラボレー

ションして出演することも決まりました。 

交流サロンにはじめて参加した方も多か

ったようですが、なごやかな雰囲気の中で

交流が深まっていました。 

   
 
【まちづくり・環境・災害・防犯分野】 

10：00～交流タイム「お互いを知りましょう」 

    団体のＰＲ（団体の課題をもちよる） 
10：40～“なるほど車座交流会” 
● 防災ネットによる寸劇 

    「もしもの時にあなたならどうする！？」 

        

11:30～「交流を深めましょう！」 

12：00 終了  

 場所：パルティせと４階 マルチメディアルーム  

ご参加 

ください！

１/２４(土)

開催！！

【子ども、青少年、男女共同、国際、情報分野 】 （１１/１１） 

「心をとらえる話し方、聴き方」をめざしてみよう！ 
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今、市民活動センターには１３３団体（7,100 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。  
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現在、託児ボランティアたんぽぽの事務局として書記を担当し、書類作

や会員への連絡事務といった会の中心的な役割を担い、同時にせと市

活動連絡会運営委員、せとっこ未来会議市民メンバーの委員などで活

している中島道代さん。10 月には瀬戸市教育委員に就任されました。 

お子様の手が空いたのをきっかけに、幼稚園に勤めていた経験を活か

、今後も子ども達に関わっていくことができればとの思いから、平成１４年

愛知県の主催した「保育サポート養成講座」を受講し、その後、託児ボ

ティアたんぽぽの中枢として活躍されています。 

団体への思いも熱く、1 月から始まるたんぽぽ主催の「託児ボランティア

成講座」にも力を入れ、「瀬戸市で開催される講座が全て託児付きにな

ようがんばろうね」とメンバーと話し合っているとのこと。「子どもは純真で

愛くて、楽しませてくれる存在なのでもっと社会に子育ての大切さをアピ

ルしていきたい」と活き活きと語っていただきました。 

また、道泉寺住職の奥様として、地域との関わりも大切に、精力的に活
 

 

し、持ち前の明るさで指導力を発揮されています。 
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ＮＰＯ法人えとせとら  

川地 正男さん 

 
 

イキ輝いている皆さん大募集！

 

5年前に「NPO法人 えとせとら」を立ち上げ、知的障がい児(者)への

活支援事業を開始。そのきっかけを伺ったところ、「生活や人との関

りも限られ、自分の思いや要求を伝えることができない障がい児(者)

、コミュニケーションをとることができる環境づくりをしていきたい」と

しい語り口調の中に、熱い想いをお話してくださいました。 

物の見方、感じ方などが違う障がい児(者)ひとり一人に合わせたサ

ートをすることにより、障がい児(者)が自分の想いを伝えることがで

るようになり、活き活きと変化していく様子を目のあたりにした時、嬉

く、充実感を感じるといいます。土、日やウイークデーの余暇時間へ

関わり方にも配慮され、家族への支援もされています。 

現在、関わっている児童が大人になった時、その人らしい生き方がで

る場を作っていきたいと、子どもたちの将来についても想いを馳せて

ました。 終始、 爽やかな笑顔の中に障がい児（者）の支援に対す
強い意志を感じました。 

自薦、他薦は問いません！！ご連絡ください。
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■『市民活動団体ステップアップ交流会』２月２８日（土）９：３０～１５：２０ 

（詳しくは１ページをご覧ください。） 

■ 『なるほど ザ 学習会 』 

市民活動センターでは昨年１１月８日に開催された県の NPO アドバイザーによる助成金セミナー

をきっかけに助成金のことや団体運営のノウハウをもっと知りたい方のために今後、『なるほど 

ザ 学習会』を開催していきます。皆さんお気軽にご参加ください。 

【なるほど ザ 学習会 パートⅠ】  

      日 時：平成２１年１月２２日(木) １０：００～１２：００ 

      場 所：パルティせと ４階 大会議室 

      内 容： <事例発表＆ワークショップ> 

テーマ：「助成金を活用して得たもの」 

講 師：NPO 法人 エムトゥエム 

          代表 服部 悦子 氏 

               

 

市民活動センター登録団体の皆様へ 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。  

また、広報せとや RADIO SANQ、団体イベントカレンダーをぜひご活用ください。 

市民活動センターでは皆様から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 9：20～9：35 放送 

☆ 市民活動センターＮＥＷＳ 「団体イベントカレンダー」 
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、ＦＡ
Ｘ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
掲載します。 
 

 
あの顔も 
 この顔もいて 
     市民力 

 
今月の川柳 
 

 
 
 

「市民活動交流ルーム」 １月の利用日 (場所) ４階マルチメディアルーム   

１月１４日（水）９：３０～１２：００   １月２４日（土）１３：３０～１６：３０ 

１月２１日（水）９：３０～１６：３０        
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■「市民活動団体ステップアップ交流会」２月２８日（土）９：３０～１５：２０ 

■愛知県 ＮＰＯアドバイザー出張セミナー＆個別相談開催 

 ＮＰＯ・ボランティア活動の専門家によるセミナーと相談会です。 

内   容 時  間 定  員 

セミナー  

 「事業報告書の作成」

10：00～12：30 

 

10 人程度（申込順）

 

個別相談     

日常の会計業務、給与計算

の方法、源泉徴収、社会保険

の手続きなどの相談 

13：30～14：30 

15：00～16：00 

 

 

相談時間（１時間） 

２組（申込順） 

 

日程：３月１１日（水） 

場所：パルティせと４階  

          大会議室 

対象：市民活動団体 

※申込が必要です。 

※持ち物は筆記用具、
電卓 

申込・問合せ先： 市民活動センター（パルティせと３階） 電話９７－１１６１ 
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