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市民活動団体５７団体、市民も含め１５０名の参加のもと、２月２８日（土）
団体発表と交流が賑やかに行われました。
市民活動団体が一同に会し交流を深める初めての試みとして「市民活動促進補助金活動成果
報告会」と、せと市民活動連絡会の「講演会＆交流会」を同日に開催し、参加された皆さんが大い
に刺激を受け合い充実した楽しいひと時を共有しました。

第１部 瀬戸市市民活動促進補助金活動成果報告会
参加者の中には補助金報告会があることを知らなかった方も多く、参加して初めていろいろな市
民活動団体の現状や補助金について知り、他団体の活発な活動発表を聴き、今後、補助金申請に
チャレンジしてみたいとの声も聞かれました。

第２部 講演会＆交流会
瀬戸市市民活動促進補助金の審査員である曽田忠宏氏による「まちづくりは皆の力で！！」の
講演は、高齢化が進む高蔵寺ニュータウンの現状に、“何とか地域住民とともに住みやすいまちづ
くりをしたい”と活動されているご自身の体験を通したわかりやすいお話でした。
交流会では、食事をとりながら踊りやクイズ・防災寸劇・オカリナとマジックショーなど市民活動団
体の協働発表が行われた後、自己紹介などで交流を図りました。フィナーレは「ズンドコ節」の軽体
操で盛り上がり、新しい出会いや発見がありました。
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なるほど ザ 学習会を開催しました
助成金申請のコツ パートⅠ
『事例発表とワークショップ』

H21・１・22

助成金申請のコツ パートⅡ H21・3・5
『助成金申請書作成のための整理法』
参加者 16 名
助成金を受けたい事業の具体的な活
動を考察するところから始め、あいちモ
リコロ基金の申請を想定し、事業計画立
案と経費など、ポストイットを使って団体
別に整理、作成し、その後申請書に記
入できるようにしました。この日は参加さ
れた団体全てがプレゼンテーションを行
い、講評を受けました。一連のプロセス
を体験することにより、申請書の記入が
しやすくなりました。

参加者 19 名
「 助成金を活用して得たもの 」と題し
ＮＰＯ法人エムトゥエム代表服部悦子氏
に、今までに幾つかの助成金を申請され
た経緯や書き方のコツなど、経験を踏まえ
てのお話はとても参考になりました。ワー
クショップでは、あいちモリコロ基金の申
請書を使って模擬申請書づくりを皆さんと
行いました。また、必要性、公益性などを
記入する公開用申請書も短時間で作成
し、最終的にプレゼンテーションまででき
たグループもありました。

登録団体イベントカレンダー
団 体 名・連 絡 先

日

時

内

容

左門流正園会

４月１２日（日）
11：00〜16：30

日本舞踊の会
場所：尾張旭市文化会館 大ホール

NPO 法人
瀬戸地域福祉を考える会
まごころ

５月２５日(月）
13：00〜15：00

認知症サポーター研修
場所：やすらぎ会館 ５階 大会議室
定員：50 名 定員になり次第締め切り
資料代：500 円
劇団エースによる認知症寸劇あり
終了後、オレンジリングがもらえます。

☆ 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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今、市民活動センターには１４０団体（7,300 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。
自主的な活動を続けている海上の森の会２３０名の会員をまとめ
る藤野さんは、海上の森の自然や文化を守り・育てるための努力と
メンバーのサポートを積極的にこなしています。「昌之さん」の愛称
で呼ばれ災害救援ボランティアせとをはじめ、あいち防災リーダー
会、青パト隊、スクールガード等６つのグループで活動中です。
海上の森の会では事務局として、ＮＰＯ法人設立と、会計システ
ムの確立が当面の課題とはりきってみえます。災害救援ボランティ
アせとも今後は地域住民の自主的参加や団塊世代を中心に新しい
力を期待したいと抱負を述べていただきました。
生まれは広島県、現役時代は建築関係の営業を担当し、リタイア
後はボランティア活動を活発にされています。それ以外の時間は５０
坪の家庭菜園に没頭中で、素直に反応してくれる菜園は一番の楽し
みと話される様子は、自らの人生を享受し、いかに社会に貢献する
かというパワーに満ち溢れていました。

岩屋堂クリーン会

、

加藤 弓子さん

海上の森の会
藤野 昌之さん

岩屋堂でうなぎ料理“やすじ”をご主人とともに開業されて１
２年。岩屋堂といえば、その昔は数少ない避暑地として大勢
の市民が繰り出して賑わっていましたが、市内の学校にプー
ルが設置され、お店で働く皆さんの高齢化など、社会環境の
変化によって、今では営業している店が５軒ほどに減少、「な
んとかしなきゃいかん」という強い思いから、有志の方と「先ず
は清掃活動をしよう」と５年前から活動を始められました。
昨年、正式に岩屋堂クリーン会を立ち上げられ、いろいろ
な方の協力で、ホタルの環境保全、春と秋のクリーン作戦な
どと活動も広がり、岩屋堂観光協会の行事も開催され、少し
ずつ賑わいを取り戻しつつあると嬉しそうににっこり。「岩屋堂
クリーン会のメンバーは会社勤めの方が多いんです。紅葉の
季節にライトアップも実施され、大勢の皆さんに楽しんでいた
だけましたが、終わったあとの撤収作業が大変でした。ボラン
ティアで参加できる方はぜひお願いしたい」と、岩屋堂の発展
への熱い思いをにこやかな笑顔でお話いただきました。

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！ ご連絡ください。
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■ 『なるほど ザ 学習会 』 ５/２３（土） 午前中
お話： 「イベント」を成功させる秘訣
■ リーダーそだて塾 ４回講座 ６月上旬開催
「団体運営への心構えとコツ」など楽しく学び、団体の課題解決に向け
た内容です。 講座の中で企画し、最優秀賞となった企画は年度内に
実際に開催する予定です。
■ 「交流フェスタ２００９in パルティせと」開催 １０月１０日（土）
実行委員を募集します。（詳しくはチラシをご覧ください。）

参加して！！
自分さがしを
してみませんか！

市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ 1，2，3

１

☆ 「広報 せと」 毎月１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」
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。
広報せとや RADIO SANQ、団体イベントカレンダーをぜひご活用ください。

２

３

ロッカーの貸与について

利 用 期 間： 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで
ロッカー代： １か月 ５０円

「市民活動交流ルーム」

登録団体の活動支援のためのスペース
として、月４回程度確保しています。ご利用

（サイズ 縦４０cm 横２５cm 奥行き４５cm カギ付）
申 込 期 間： ４月１日から４月１０日

ください。

４月の利用日

申 込 方 法： 電話、FAX、または直接市民活動センター窓口
へお願いします。

(場所) ４階マルチメディアルーム
(日時) ４月１１日（土）９：３０〜１６：３０

※継続される場合も再度申し込んで下さい。

４月１５日（水）９：３０〜１６：３０

※申込状況を把握後、利用希望者が多い場合は抽選
そ の 他： ４月１０日以降は空きロッカーがある場合は随時
受付ます。年度途中で使用の場合は申込日から
３月３１日までが利用期間となります
【申込・お問合せ】お知らせ１，２，３はいずれも市民活動センターへ電話・ＦＡＸ・Ｅメール、

または市民活動センターの窓口へ直接お申込ください。
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加入しませんか！

「せと市民活動連絡会」

団体と団体が交流を深めネット
ワークを広げ一緒に協働して出
来ること探してみませんか！

せと市民活動連絡会は今年で４年目に入ります。加入団体のニーズに応えられるよう
な事業の企画を皆様と共に考え、連絡会のよりよい運営を目指したいと思います。
加入されていない団体の皆さん！ぜひ、加入しませんか！

※ 別紙申込書に記入し、お申込み下さい。

◆ 「せと市民活動連絡会」の紹介 ◆
【設立】平成１８年５月２７日
【役員】会 長 太田正明 （まちづくりグループ「やろまい会」）
副会長 大秋惠子 （NPO 法人瀬戸地域福祉を考える会まごころ）
副会長 刑部祐介 （NPO 法人瀬戸）
副会長 服部悦子 （NPO 法人エム・トゥ・エム）
会 計 横井暢彦 （品野まちづくり協議会）
運営委員 １６名
※ 連絡会は運営委員会が中心となり運営しています。
【入会団体】市民活動センター登録団体の内８０団体
ためになる、楽しい
【今後の事業予定】
内容がイッパイです！
１ みんなで楽しく交流サロン
・市民・市民団体の交流の場として、新たな内容で開催。（５回程度）
２ 市民活動ステップアップ交流会
・瀬戸市市民活動促進補助金団体活動成果報告会と同時開催。
３ 市民活動ふりかえりシートの実施
・入会団体の年間活動のふりかえりを行い、課題と成果とを把握し、団体
運営発展につなげるために行っています。
４ 視察研修会

平成２０年度 交流サロンを６回開催しました！

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。
5

