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平成２１年度瀬戸市市民活動促進補助金
交付１８団体が決まりました！
4 月 4 日（土）公開プレゼンテーションと審査会が行われました。各団体が熱い思いを伝えようと
工夫に満ちた発表が繰り広げられ、18 団体の事業に補助金交付が決まりました。
〈活動促進・拡大部門〉

〈はじめの一歩部門〉
① せとマメナシ観察会

① 水野地域まちづくり協議会

② ＮＰＯ法人

② モリコロの川を守るプロジェクト

よつ葉

③ 瀬戸椿の会

③ 瀬戸、尾張旭郷土史研究同好会

④ 掛川まちづくり協議会

〈公益的サービス提供部門〉

⑤ 瀬戸ノベルティ文化保存研究会

① ＮＰＯ法人 アクティブシニアネットせと

⑥ せと狛犬プロジェクト実行委員会

〈公益イベント部門〉
① 東部グリーン美術会

⑦ こうはん婦人会

瀬戸・旭デッサン会

⑧ 海上の森を歩こう会

② 品野つくし会

⑨ 瀬戸水野里山菜の花の会

③ ピースフェスティバルイン瀬戸

⑩ 菱野地区まちづくり協議会

④ 瀬戸陶音楽坊

第1回

5 月 23 日(土) パルティせと４階マルチメディアルーム

なるほどザ学習会

参加者

４８名

〜「イベント」を成功させる秘訣〜
【講師】地域デザイン研究所

会田

裕之氏（東京在住）

第 1 部では、浜名湖花博、まちづくりイベント等、数々の
イベントにかかわった経験をもとに、市民プロデューサー
として、マーケティング能力、リーダーシップ、ビジネス感
覚などのポイントをお話しいただきました。
第２部の対談では、凸版印刷(株)西尾氏もお話に加わ
っていただき、地域に根ざしたイベント成功の秘訣とし
て市民の視線で考えることや、イベントを事業として捉え責任感を持つ、自己満足に終わらな
い、またイベント終了後はアンケートを取り目的の基準が達成できたか話し合うこともよいな
どの提案の他、参加者の皆さまからは「成功の基準」「資金」などの質問が多くありました。
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登録団体イベントカレンダー

団 体 名
連 絡 先

月 日
時 間

内 容

海上の森の会
TEL:0561-21-9298
(海上の森の会事務局)

６月１３日（土）
9：00 集合

海上の森ツアー(海上の森の自然や歴史を知るツアー)
集合場所：海上の森入口駐車場

７月２０日(月)
10:00 集合

海上の森の夏のキノコ （きのこの採取、 調査学習）
集合場所：海上の森入口駐車場
定員：５０名

定光寺ほたるの里の会
TEL:0561-48-0290(桜井)

6 月 14 日(日)〜21（日）
18：00〜21：00

ほたるの里一般開放 （強雨時中止）
場所：定光寺ほたるの里

岩屋堂クリーン会
TEL:0561-42-0873(野澤)
瀬戸市身体障害者
福祉協会

6 月 20 日(土)〜３０（火）
20:00〜22:00

岩屋堂ホタルの杜
場所：岩屋堂鳥原川沿い
ウェルフェアボウリング大会
場所：東名ボール（プレースタート 10：00）

社会福祉法人
くわの実福祉会
まゆ・かいこ
こうはん婦人会
TEL：0561-85-5823(須田)
災害救援
ボランティアせと

７月４日(土)
10:00〜14:00

ピースフェスティバル
イン瀬戸
TEL:090-4198-2159
(松原)

８月３日(月)〜５（水）
10:00〜20:00

瀬戸地下軍需工場跡を
保存する会
末広亭で
すえひろがりの会
FAX：050-7518-0270
TEL:080-1565-6824

６月２１日(日)
9：30〜

第３回くわの実まつり （バザー、体験、ゲーム等）
会場：知的障害者入所更正施設 まゆ
障害者支援施設 かいこ
「みんなで七夕さん」
場所：平町公園
災害救援ボランティアコーディネーター養成講座
場所：瀬戸市文化センター 31 会議室
定員：50 名
パネル展示 「原爆と人間」パルティせと３階
戦争体験を語り継ぐ会 （13:30〜15:30）
パルティせと４階 マルチメディアルーム 入場無料
１部 「瀬戸と平和を歌う」
２部 ミュージカル「雪ん子十二郎」

７月４日(土)
17：30〜
７月１１日(土)
７月１２日(日)
10:00〜15:00

８月２９日(土)
18:30〜
８月３０日(日)
11:00〜 ・14:３０〜

11:00〜 歌「おばあちゃんから孫たちへ」とミュージカル
14:30〜 歌「心を癒すオカリナの調べ」とミュージカル
場所：瀬戸蔵つばきホール
入場料：1,000 円

８月８日(土)・９日(日)
10:00〜18:00

地下軍需工場と水野・瀬戸市民の生活展
水野公民館で展示。 入場無料
せと末広寄席<葉月>
「花火ドーン 負けぬ笑いを せと末広寄席」
「楽語の会」を迎えての落語会
場所：せと末広亭
木戸銭： 500 円

８月２２日(土)
14：00〜

☆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。
☆イベントカレンダーに載せる情報をお待ちしています。団体情報を市民活動センターまで、お寄せください。
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せと市民による市制施行 80 周年お祝いプロジェクト
37 団体に決定！！
4 月 25 日（土）、やすらぎ会館 2 階視聴覚室は、市民の熱気と緊
張でいっぱいでした。その日は、
「せと市民による市制施行 80 周年
お祝いプロジェクト」の公開プレゼンテーションと審査会の日。各
団体より１〜2 名が参加し、持ち時間 2 分という短い時間でしたが、
プレゼンテーションを行い、審査員に熱意をぶつけました。
このプロジェクトは、市制施行 80 周年を記念し、市民の皆さん
各団体、工夫を凝らした発表を実施

が自発的に企画実施する事業に対して、助成をするものです。3 月
16 日（月）から応募を開始。4 月 21 日（火）の締切までに、60 弱
の団体から相談が寄せられ、市制 80 周年をお祝いしたいという気
持ちと市民活動への関心の高さが伺えました。
審査の結果、下表のとおり 37 団体に助成金が交付されることと
なりました。今後、各プロジェクトの内容は市民活動センターのホ
ームページで随時、センターNEWS でも定期的にお伝えしていきま
す。市制 80 周年を機に、ますます市民活動が活発となり、各団体
の活動の広がりを期待しています。

審査結果を固唾を呑んで聞く参加者

助成交付団体一覧（申請順）
1

アニバーサリー

20

ひまわりグループ

2

水野まつり実行委員会

21

NPO 法人瀬戸地域福祉を考える会まごころ

3

瀬戸子供太鼓こまいぬ座

22

瀬戸市指定無形民俗文化財山口警固祭り保存会

4

市制施行 80 周年おめでとうコンサート実行委員会

23

天くう

5

道泉 80 人テレホンリレープロジェクト

24

ごんか祭プロジェクト

6

道泉 80 匹招き猫プロジェクト

25

赤津窯元まわし会

7

楽農会

26

瀬戸うまいスター倶楽部

8

西陵連区連合自治会

27

循環型社会推進会議瀬戸チーム

9

長根連区自治協議会

28

岩屋堂クリーン会

10

マリーちゃんの会

29

瀬戸市制 80 周年記念ガラコンサート実行委員会

11

定光寺ほたるの里の会

30

瀬戸 21 世紀プロジェクトの会

12

瀬戸市愛歩会

31

ガールスカウト愛知第 66 団

13

モリコロの川を守るプロジェクト

32

80 歳お達者グランプリ実行委員会

14

東島・米泉拡大元気会実行委員会

33

ワンダの会

15

菱野地区まちづくり協議会

34

瀬戸市地域婦人団体連絡協議会

16

辰美会・せとなでしこ会

35

こうはん婦人会

17

防災ネット・せと

36

市制 80 周年記念お祝いＣＵＰ実行委員会

18

尾張旭・瀬戸おやこ劇場

37

ハットマジックせと

19

瀬戸いけばな協会

ドミノ水南実行委員会
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せと市民による市制施行 80 周年お祝いプロジェクト ６−８月の実施予定表
開催予定日

団体名

事業名

事業内容の概要

開催予定場所

赤津窯元まわし会

赤津見どころ80選 散策マップ作成事業

5月に行われる「赤津窯の里めぐり」にお越しになった方々に赤津地区を散策してもらい、来
訪者の目線で魅力のあるポイントを投票により80ヶ所を選定し、それを元にした散策マップを
作成する。11月の赤津窯の里めぐり時に「赤津見どころ80選ウォーク（仮称）」を開催し、市
制80周年をお祝いする。

赤津地区及び赤津焼
会館周辺

６月14日

定光寺ほたるの里の会

80匹ほたる放翔会-家族年齢80歳をご招待

6月14日ほたるの里開放日に、夫婦ともに80歳、個人で80歳、家族で足して80歳又は80歳以
上の方に、ほたるの放翔とアジサイ苗植樹を行い、市制80周年をお祝いする。

定光寺ほたるの里

６月14日

東島・米泉拡大元気会実

「野鳥のIターン」

80個の野鳥の巣箱を80家族に色ぬりや取り付け、紐通しをしてもらい、完成品にしてもらう。
熊野社や矢田川河畔の木に設置し、営巣しやすい環境づくりをする。これらを東島から拡大
をして実施し、市制８０周年をお祝いする。
瀬戸を愛する今年80歳のお達者さんに集まっていただき、長寿の秘訣と一芸を披露してもら
う。審査を行い、入賞者を表彰して、市制80周年をお祝いする。

東島児童遊園地
矢田川河畔堤防
熊野社
銀座通り商店街
深川町地内特設会場

５月９日〜
11月８日

行委員会
80歳お達者グランプリ実
行委員会

80歳お達者グランプリ

西陵連区連合自治会

西陵「80花文字花壇」プロジェクト

西陵地区の中央の緑地帯の一画に、地域住民の参加により、お祝い「80せと市」花文字をビ
オラ･パンジーのプランターを組合せて、大きな花文字花壇を作り、地域力向上の一環とし
て、“花と緑で潤いのあるまちづくり”を目指す中で、市制80周年をお祝いする。

西陵地区の中央道路
の東側の緑地帯の１
画

７月１日〜
12月１日

マリーちゃんの会

80才のじーじ、ばーばとお手紙あそび

保育園児が絵手紙をかき、今年80歳になられる方に送り、返事をしてもらい、交流を図る。
子どもたちからの手紙で、元気になってもらい、一緒に市制80周年をお祝いする。

ひかり保育園

７月４日〜

瀬戸いけばな協会

花と器でおもてなし「ようこそ瀬戸へ」

８０名を超える会員全員参加で６月より１１月まで瀬戸蔵を中心にいけばなをいけ、瀬戸へ
いらした方に見ていただき、市制８０周年をお祝いする。

瀬戸蔵
正面フロア

瀬戸子供太鼓こまいぬ座

瀬戸子供太鼓こまいぬ座

瀬戸の80年の歴史を伝える新曲を作成し、８月７日の演奏会では、瀬戸出身、こまいぬ座の
OBでプロで活躍している方を呼び、瀬戸の80年の歴史を感じる新曲を披露をする。また、８
月21日より姉妹都市の韓国利川（ｲﾁｮﾝ）で行われる“星の光の祭り”で、新曲を披露し韓国
の人たちと交流して、市制80周年をお祝いする。
瀬戸市が大きな災害を受けることなく、80年を迎えたことを祝い、近い将来発生すると想定さ
れる災害に備えを改めて考える場とし、地域防災ネットワークの強化に向け、「８・８防災フェ
アー」を開催し、市制80周年をお祝いする。

瀬戸蔵
つばきホール

６月27日
６月下旬〜
２月28日

10月31日
８月７日

「和太鼓でつづる瀬戸の歴史」2009演奏会

瀬戸蔵
多目的ホール

８月８日

防災ネット・せと

8・8 防災フェアー・瀬戸

８月９日

天くう

瀬戸市８０歳、お祝い太鼓

80周年を記念して新曲を作り、当日３〜４曲を演奏予定。80歳の方で３人程度を集め、練習
を積み１曲を演奏するほか、施設より80歳の方々を招待し、「椿」の手作りブローチをプレゼ
ントし、市制80周年をお祝いする。

瀬戸蔵
つばきホール

８月30日

長根連区自治協議会

長根連区「連凧、凧揚げ大会」

夏休みを利用し連区民250名で、市制80周年を記念して、区民「連凧、凧揚げ大会」を開催。
祝瀬戸市制施行80周年の文字を入れた10枚の凧を先頭に、80個の凧を連ね、80名の製作
者の思いをこめて、３基を夏空に上げ、市制80周年をお祝いする。

長根小学校
グラウンド
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今、市民活動センターには１４７団体（7,500 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。

化粧品会社の営業マンを経て定年退職後にボランティア活動

を始めた片山享さん。活動のきっかけは平成９年に神戸で小学
生が殺害された事件に衝撃をうけ、小学生の孫の送迎を始めた
時からだそうです。
（今日の見守り隊）
お孫さんが卒業された後も小学生の送迎を続けながら、今で
は手話サークル瀬戸、やろまい会、おもてなしボランティア、
地区社協会長、民生委員、小学校の評議員、地域防災リーダー
など、本人も数え切れないほどの活動を精力的にこなし、日程
のやりくりが大変とのことでした。
そのエネルギー源はどこから生まれるのか伺ったところ「趣
味のゴルフを楽しんだり、日本酒や焼酎を毎晩嗜むこと、早寝
早起きをすることにある」と自信満々にお答えいただきました。
温厚な人柄と、何事にも熱心に取組まれるご様子に、地域の

手話サークル瀬戸
片山

亨 さん

皆さんから信頼が寄せられています。
ＮＰＯ法人瀬戸地域福祉を考える会まごころの代表理事
として活躍されている大秋恵子さんは、せと市民活動連絡会
副会長ほか社会福祉法人アニモ福祉会の役員、県や市の会議
に委員として参加することも多い行動派のお一人です。
まごころを設立した背景は在宅で介護が必要な人に対し
て公的なケアが障害の程度や家族の同居有無が理由で十分
に受けられないケースがあったこと。そのため、個々が必要
とする介護をしたいと、平成２年から住民参加型の助け合い
活動を始めたられたそうです。２０年経過した今では団体運
営のあり方、資金難問題に傾注し過ぎて、利用者である障害
者や高齢者、市民が二の次になっているのではないかと反省
する昨今だそうです。
NPO 法人瀬戸地域福祉を
考える会まごころ
大秋 恵子さん

「私たちの使命や活動目的を原点から見直す必要性を感
じて、昨年から認知症の人が生き生きと市内を行動できる環
境づくりと、その家族への支援に向けて取組んでいます」と、
長年福祉に携わった経験から熱く語っていただきました。

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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■

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。

平成２１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１６日（土）パルティせと 4 階マルチメディアルームで開催された総会には、連絡会に登録さ
れている８４団体のうち５１団体８１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。総会終了後、参加者６７名による交流会が催され、軽食を取りながら、６団体からのＰＲと交流
を深めるための自己紹介ゲームで盛り上がりました。

対

象：市民、市民活動センター登録団体
日 時：７月１５日（水）１３：３０〜
参加費：１００円
テーマ：「集まれプチ農家」〜プランター菜園で食卓を豊かに〜

■

市民活動センターの今後予定
◇

リーダーそだて塾
場所： ４階マルチメディアルーム
４回講座 6 月 6、13、20、7 月 4 日（土） 10：00〜12：30
「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。ご参加ください！！

◇ なるほどザ学習会
場所： ４階マルチメディアルーム
市民活動をする上での、いろいろな課題や問題点を少しでも解決し、スキルアップに
繋げることができる学習会を開催します。
次回は 7 月 15 日（水）10：00〜開催「会議の上手な進め方」など

■

市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ

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。

☆ 「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」

☆「市民活動交流ルーム」

大いにご利用く
ださい！！
当日の申込も
受付ます。

(場所) ４階マルチメディアルーム

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。ご利用ください
６月１３日(土)１３：３０〜１６：３０
６月２４日（土） ９：３０〜１２：００
６月の利用日
６月１７日（水） ９：３０〜１６：３０
６月２7 日（土） ９：３０〜１６：３０
６月２０日（土）１３：３０〜１６：３０

【申込・お問合せ】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
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