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☆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。 

4 階 

マルチメディアルーム 

祝茶屋 
 パン、クッキー 

 抹茶、コーヒー 

 災害非常食 

パネル展示 

 団体の活動紹介 

キッズコーナー 
魚つり・輪投げ 
竹とんぼ・ドミノ 

発行：瀬戸市市民活動センター 〒489-0044 瀬戸市栄町 45 番地 パルティせと 3F

Tel(0561)97-1161/Fax(0561)97-1171

E-mail/seto-npo@ma.gctv.ne.jp/URL/http://www.gc-net.jp/seto-npo 

 

 

 

 

            

 
 
 
 

 

    

       
 

市民活動の様々な取り組みを見て、聞いて、体験して、知ることができるフェスタを開催します。 

秋の１日を楽しく過ごしませんか！お誘い合わせの上、ぜひお越しください。 

 

 13：00～14：00  5 階 アリーナステージ    
                                          

     
   出演：松原雅美（フルート）                 
         平手直美（マリンバ）  

         平林明美（打楽器）                                              

  

  10：00～15：00   4 階 大会議室     
  

  
☆夢の写真屋さん☆ 
活動報告・PR・模擬体験コーナー  

  

15:15～16：00  5 階 アリーナステージ  

                           

   ビンゴカードをゲットして、ゲームに参加しよう！ 

豪華景品を取り揃えてお待ちしています。  

    ﾋﾞﾝｺﾞｶｰﾄﾞ配布 13：00～14：00  フルリン打コンサートにて  

 

 10：00～15：00  5 階受付  
 
  

4 階・５階でシールを集めて参加賞をもらおう！ 

 先着 200 人  

  

＜１８号＞２００９年９月１日 

5 階アリーナ 

団体発表（ステージ） 

歌と踊りと演奏と♪ 

市民活動交流ブース 

３２団体が一堂に！ 

リサイクル（ロビー） 

・アルミ缶（５缶）  

・使わなくなったメガネ 

・牛乳パック・古切手 

・ベルマーク 

楽しい音楽の世界へ

1 日中❤ 

楽しいよ 

日時：１０月１０日（土） １０：００～１６：００ 場所：パルティせと 
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講座１ 『私たち活動を活き活きと楽しんでいます！』の 

テーマで「NPO法人瀬戸地域福祉を考える会ま 

ごころ」「モリコロの川を守る会プロジェクト」「岩屋 

堂クリーン会」の３団体より活動の成果と課題、リ 

ーダー像について発表していただきました。 

講座２ 『団体運営への心構えとコツ』をテーマに NPO法 

    人ボラみみより情報局代表 織田元樹氏の講演で、 

団体運営における『人』の大切さについてのお話を 

うかがいました。 

講座３ 講座１・２を通して、各グループで話し合われた団体の課題などの解決に向けて、それぞれ『やっ

てみたい企画』を作りあげていきました。 

講座４ ４グループによるプレゼンテーションが行われ、審査員３名を含む会場全員の投票により、最優 

秀賞は Dグループ「でぇらあエ～パーティ」が選ばれました。今後は実行委員形式でこの企画を 

練り上げ、実現に向けて検討していきます。ご期待ください。 

 
 ◇実行委員メンバーからのお知らせ  

    

 

  

 「でぇらあエ～パーティ」  日時： １１月２８日（土） （予定）１３:００～ 

場所： ４階 マルチメディアルーム 

         
 
 

  ～会議の上手な進め方～          
 各団体において、市民活動を進める上で各種の会議が 

行われていますが、その会議をより有意義なものにする 

ために、会議の基本ルールを学ぶ学習会を開催しました。 

会議の上手な進め方と会議に参加する側のルールに 

ついての話や簡単な模擬会議をした後、会議の目的やど 

こまでの導きが必要かをしっかり把握しておかなければな 

らないなど意見交換をしました。今後もこのテーマで学習 

会を続けて欲しいとの意見もありました。                              
  

◇ 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。 
第４回 １２月１６日（水）10：00～開催 「『プレゼンテーション』のコツ」 

                                        

第２回 なるほどザ学習会 

リーダーそだて塾 
6/6(土)・6/13(土)・6/20(土)・7/4(土) 全４講座が終了しました。 

パルティせと４階マルチメディアルーム  

7 月 15 日(水)開催しました。 

 パルティせと４階マルチメディアルーム 

「皆さんが参加したくなるような、わくわく、ドキドキしそうな企画を検討中です！ 

どんな企画になるかお楽しみに！ 」 

 ・人探し、資金集めをするには？ ・団体の活動 PRの方法は？ ・市民活動オークション？などなど 
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審査会で夢の写真屋さんを 
プレゼンする様子 

栗田氏の講演を熱心に聴く参加者 

 

 

せと市民による市制施行 80 周年お祝いプロジェクト展開中！！ 
 
5 月から市内各地で行われている「せと市民による市制施行 80 周年お祝いプロジェクト」。もうご参加され

ましたか？8月末までに6つのプロジェクトが終わりましたが、どのプロジェクトも多くの来場者で溢れており、

市民の皆さんが市民お祝いプロジェクトに高い関心を持っていらっしゃると実感しています。 

9 月からは市民お祝いプロジェクトが目白押しで開催されます。ぜひ数多く足を運んでいただき、ご一緒に

市制 80 周年をお祝いしましょう！ 

 
☆10 月 10 日開催「交流フェスタ２００９in パルティせと」に市民お祝いプロジェクト大集合！ 
10 月 10日（土）10時から始まる「交流フェスタ 2009 in パルティせと」に、市民お祝いプロジェクトが集まりま
す。ポスターやチラシ、映像を使い、すでに行われたプロジェクトの活動成果を発表し、今後行われるプロ
ジェクトのPRを行います。また、ドミノなどプロジェクトで実施する企画を模擬体験できるコーナーもご用意し
ます。お楽しみ！ 

 
☆交流フェスタにガールスカウト愛知第 66 団の市民お祝いプロジェクトが参加 

「こどもが考える、こどものための 80 周年 ☆夢の写真屋さん」を開催。この企画は

中高生が中心となって実施します。自分の夢を書き、オリジナル写真立てを作って

みませんか？写真をその場で撮り、フレームに夢を書き、写真立てを作ります。 

できた写真立ては首からかけることもでき、その場でお持ち帰りいただきます。  

場所：パルティせと 4 階大会議室        時間：10 時～14 時 

定員：先着 80 名（当日受付、参加無料）   対象：小学校 3年生まで 
問合せ先：ガールスカウト愛知第 66 団（市川） 48-2695 
 

☆市民お祝いプロジェクトの報告 

 一部ですが、終了したプロジェクトについて報告します。 

  防災ネット・せとが主催する「8･8防災フェアー・瀬戸」が8月8日(土)に開催さ

れ、会場となった瀬戸蔵 4階多目的ホールは 150 名が詰め掛け、用意した席

が埋まるほどに盛会でした。この日は、来賓として市長を始め、市民生活部部

長、防災安全課課長がお越しになっていました。 

   第 1 部は、講師に NPO 法人レスキューストックヤード代表理事の栗田暢之

氏を招き、防災ネットワークについて、パワーポイントや映像・音声資料を交え

講演をしていただき、参加者は熱心に耳を傾けていました。 

第 2 部では、滋賀県高島市の 「たかしま災害支援ボランティアネットワーク

なまず」による防災漫才が披露され、楽しく防災の知識や心構えを学んでいま

した。 

80 周年を機に、瀬戸市民の防災意識がさらに高まったと思います。 
    ※今後、市民活動センターのHPに各プロジェクトの活動報告を掲載していきます。 

 
☆市民お祝いプロジェクトの情報提供 
 9 月、10 月は市民お祝いプロジェクトが盛りだくさん行われます。イベントカレンダーが広報せとや

市民活動センターのHPに掲載されていますので、ご覧ください。なお、80周年PRブースが市役

所、瀬戸蔵、文化センター、パルティせとに設置され、各プロジェクトのチラシ等がおいてあります。

各施設をお立ち寄りの際には、ぜひご覧ください。 
 （右写真はパルティせと 3階の 80周年 PRブース） 

 
☆市民お祝いプロジェクトのボランティア募集 

  ハットマジックせとでは、11月1日(日)に開催する市民お祝いプロジェクト「八十マジック笑」にご協力いただ

けるボランティア（受付・会場案内など）を募集しています。前日のリハーサルで一足先にマジックを楽しめ

ます！詳しくはお問い合わせください。  

問合せ先：ハットマジックせと（山田） 82-9870 

 

ﾊｯﾄ

 

ｼｮｰ 
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団 体 名 

連 絡 先 

月 日 

時 間 
内 容 

瀬戸音楽連盟 

TEL：0561-83-0483(加藤) 

９月６日(日) 

11：30～16：00 

第２５回 瀬戸合唱フェスティバル 
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール 

９月２７日(日) 

10：00～15：00 

第１回「里山のものづくり」（森の素材を使って工作） 

定員：３０名  

10 月１８日(日) 

10：00～15：00 

海上の森の秋のキノコ（海上の森の自然を少し専門的に） 

定員：５０名 

１１月３日(火・祝) 

10：00～15：:00 

海上の森の動物（海上の森の自然を少し専門的に） 

定員：３０名 

海上の森の会 

TEL：0561-21-9298 

  (海上の森の会事務局) 

１２月１２日(土) 

10：00～15：00 

第２回｢里山のものづくり｣(間伐材を使った工作) 

身体に障害のある方にも配慮した内容です。定員：３０名  

９月２７日(日) 

9：20～14：00 

（少雨決行） 

第６回 里山体験イベント 
きのこの観察会。ほたるの幼虫放流。 
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 

定光寺ほたるの里の会 

TEL：0561-48-0290(桜井) 

１０月３１日(土) 

１１月１日(日)  

9：00～15：00 

下流域水路棚田の整備作業(ボランティア募集）
お手伝いいただける無償ボランティアさん募集（50 名）
※１１月１４日(土)・１５日(日)・２８日(土) 
１２月１２日(土)・１３日(日) も開催します。 

瀬戸･尾張旭 

郷土史研究同好会 

TEL：0561-87-3119(松原) 

１０月３日(土) 

１２月５日(土) 

13：30～14：00 

｢せと･あさひのむかしばなし｣を聞く会 

「せと・あさひのむかしばなし」３巻の中より 

場所：瀬戸市図書館 １階集会室 

瀬戸市身体障害者 

福祉協会 

１０月４日(日) 

10：00～ 

ウェルフェアスポーツ大会 

障連協主催 場所：瀬戸市民公園体育館 

１０月１７日(土) 

9：30～ 

秋のクリーン大作戦（参加者募集中） 

公園内清掃、参加自由 おにぎり、豚汁振る舞いあり 

１１月７日(土)～ 

１２月６日(日) 

もみじ祭り 

 

岩屋堂クリーン会 

TEL：0561-42-0873(野澤) 

 

１１月１４日（土）～ 
      ２３日(月・祝) 
18：00～ 

第二回ライトアップ岩屋堂 
１４日(土) スタンプラリー  10：00～ 

各お店を回ってステキな景品をゲット 

NPO 法人 ネットワーク･ 

         せとっこ 

TEL：090-8336-8476(荒井) 

１０月２８日(水)～ 

     ３月２４日(水) 

10：00～11：50  

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８回 場所：パルティせと４階マルチメディアルーム 

瀬戸メサイア合唱団 

TEL：0561-83-5174(中山) 

１１月３日(火・祝) 

13：30～ (開場 13：00) 

第１１回 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 

古瀬戸吹奏楽団 

TEL：0561-82-4917(鵜飼) 

１１月２２日(日) 

13：30～ （開場 13：00） 

定期演奏会２００９ 

場所：瀬戸市文化センター 文化ホール 入場無料

末広亭で 

すえひろがりの会 
FAX：050-7518-0270 
TEL：080-1565-6824 

１１月２８日(土) 

14：00～ 

 

せと末広寄席<霜月> 
「天高く 笑いも高く 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 

登録団体イベントカレンダー 

☆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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今、市民活動センターには１４８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。  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
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。

日本放送協会を退職後の２００２年、愛知製陶所に「芸術家横丁」を

立ち上げ、昨年には市民団体「瀬戸ノベルティ文化保存研究会」を設

立して代表世話人として活動されています。 

「ノベルティとは西洋風の陶磁製の置物や装飾品のことで、瀬戸市

における戦後の陶磁器産業の繁栄をもたらした原点であり、宝物であ

り、オンリーワンである。３００社を超えたノベルティメーカーが今では

数社に激減し、繊細ですぐれた技術を誇ったすばらしい宝物が倉庫や

物置に眠っている。歴史的資産を再評価して街おこしにつなげたい」と

の思いを熱っぽく語っていただきました。 

またノベルティの保存と技術伝承へつなげるために瀬戸市内だけで

なく、名古屋市東区の橦木館や岐阜県美濃市など各地で企画展示に

奔走する一方で、ＮＨＫの専属契約ディレクターとして教育テレビ「ここ

ろの時代」の制作を手がけるなど、幅広く活躍されています。 

せとものまつりでは末広アーケードをノベルティで飾り、市制８０周

年をお祝いする準備でお忙しい日々とのこと、瀬戸のノベルティのす

ばらしさを再発見する機会となりました。 

 長江文子さんは、平成１０年より瀬戸市地域婦人団体連絡協議

会会長として、地域に根ざした様々な活動を精力的に行い活躍さ

れています。 

 婦人会活動も生活環境の変化とともに大きく変わって来ました。

働きながら（就労婦人）の活動参加と内容が多様化する中で、「安

心して暮らせる地域と家庭」を目指し青少年の健全育成・子育て支

援の他、親子三世代のふれあい健康づくり大会・男女共同参画社

会づくり等、積極的に取り組まれています。 

また、来年 2 月無風庵で行われる、せと市民市制施行８０周年お

祝いプロジェクト「せとの名物 作ろう！食べよう！おこしもん」にも

力を注がれています。 

 「一人一人の活動はささやかでも結集すれば大きな力となりま

す。家庭・学校・地域が連携し安心安全な地域と家庭づくりを目指し

たい」と、愛用のスクーターで駆け回わられる様子は、お元気その

ものです。「皆様の意見を充分聴き、決定・実践する」事がリーダー

には大切な事だと話しておられました。 

瀬戸ノベルティ文化 

保存研究会  

    中村 儀朋 さん 

瀬戸市地域婦人団体 

連絡協議会 

     長江 文子 さん 
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ワンコイン交流会は、各団体の方たちと、市民活動経験のない市民が気軽に参加できる場を設け、市

民活動に興味や関心がもてるキッカケづくりの場として、運営委員が企画した気軽な市民カフェです。皆さ

まのご参加お待ちしています。 
 
 
      
第１回 ～私の街のいいとこ探し～ ５月３０日(土) 参加者２１名 

   グリーンマップの手法を使って「私の街のいいとこ探し」をしました。今回は 

パルティせとの中のいいとこ探しをして、いつも何気なく見ていた物の良さを 

再認識し、何故なのか、どうしたらいいのかなどを考えるキッカケとなり、皆 

さん盛り上がりマップを完成させました。 

第２回 ～集まれプチ農家～ ７月１５日(水) 参加者１１名 

家庭菜園をとおして、野菜作りで困っているとの質問や、その解決法について、博学多才なみなさんから

解答が寄せられました。またエネルギーを使わないで、ゆで卵を作る方法（皆さん知っていますか？）や夏野

菜の簡単レシピの紹介など楽しい話し合いがおこなわれました。 

第３回 ～子どもに話そう瀬戸の昔話～ ８月２２日(土) 参加者２２名 

   「せと・あさひのむかしばなし」より、「節句の鯉のぼり」「おろちの花川」「性空石」の３話を読み聞かせして

いただきました。絵や写真を見ながら、時代背景やそれにまつわる話など興味深いお話しも聞け、 なぜ？

深川小学校周辺で鯉のぼりが揚がらないか･･･など身近な町の昔話に話が弾みました。 

 

                

● 日 時：９月１９日（土）９：３０～   参加費：１００円 

             テーマ：私の街のいいとこさがし Part Ⅱ 

● 日 時：１１月１４日（土）１３：３０～ 参加費：１００円 

テーマ：バーチャル世界旅行に出かけよう！           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ

☆「市民活動交流ルーム」  (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 

         ９月１９日(土)１３：３０～１６：３０ 

         ９月２３日（水）９：３０～１６：３０ 

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。 

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」 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」 

大いにご利用く

ださい！！ 

当日の申込も

受付ます。 

９月の利用日 

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。

お茶とお菓子で楽しく交流しています！！ 

パルティせと４階マルチメディアルーム及び第 1学習室
ワンコイン交流会 

【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 



 7

 

せと市民活動連絡会  

 各団体の方たちと、市民活動経験のない市民が気軽に参加できる場を設け、市民活動に興味や関心が

もてるキッカケづくりの場を市民活動連絡会が開催しています。 

 
      
 
第１回 ～私の街のいいとこ探し～ ５月３０日(土) 参加者２１名 

 グリーンマップの手法を使って「私の街のいいとこ探し」をしました。今回はパルティせとの中のいいとこ

探しをして、いつも何気なく見ていた物の良さを再認識し、何故なのか、どうしたらいいのかなどを考える

キッカケとなり、皆さんと楽しく話し合いながらマップを完成させました。 

第２回 ～集まれプチ農家～ 7７月１５日(水) 参加者１１名 

家庭菜園をとおして、野菜作りで困っているとの質問や、その解決法について、博学多才なみなさんか

ら解答が寄せられました。またエネルギーを使わないで、ゆで卵を作る方法（皆さん知っていますか！）や

夏野菜の簡単レシピなど楽しい話し合いがおこなわれました。 

第３回 ～子どもに話そう瀬戸の昔話～ ８月２２日(土) 参加者 

 
 
 

◇  リーダーそだて塾 優秀賞企画  

  「でぇらあエ～パーティ」 

１１月２８日（土）   （予定）１３:００～    

        場所： ４階マルチメディアルーム 

 リーダーそだて塾で団体の課題解決に向けたグループでの話し合いから企画 

     されたイベントを７月４日(土)のプレゼンテーションの後投票で優秀賞に選ばれた 

     企画です。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 ９月 ４日（金）10：00～開催 「事業報告書の書き方」 

   １２月１６日（水）10：00～開催 「『プレゼンテーション』のコツ」 

 
 

                                  

 対 象：市民、市民活動センター登録団体 

                ● 日 時：９月１９日（土）１０：００～  参加費：１００円 

                  テーマ：私の街のいいとこさがし Part Ⅱ 

         ● 日 時：１１月１４日（土）１３：３０～ 参加費：１００円 

           テーマ：バーチャル世界旅行に出かけよう！           
 

お茶とお菓子で楽しく交流しています！！ 

パルティせと４階マルチメディアルーム及び第 1学習室ワンコイン交流会 

■ 市民活動センターの今後予定 


