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一年間、市民活動センターにご支援・ご協力ありがとうございました。来年
も親しまれる市民活動の拠点として、市民活動を支援し「元気な瀬戸のま
ちづくり」を皆さんと一緒に目指していきます。よろしくお願いします。

交流フェスタ２００９in パルティせと

を開催しました！

今年も「交流フェスタ」には多くの来場者が訪れ、賑わいをみせました。

１０月１０日(土) パルティせと

５階アリーナのブースでは、団体の活動紹介や体験・販売を通し
て交流が盛んに行われ、ステージでは、団体による日頃の活動成
果の発表や「フルリン打」の楽しくリズミカルなコンサートが行われ、
会場の皆さんも一体になり、曲を口ずさみ、手拍子を打って楽しん
でいました。また小学生や園児のステージも花を添えてくれました。
今年は、市制８０周年市民お祝いプロジェクトの活動報告・ＰＲ
や模擬体験コーナーが４階に設けられ、祝い茶屋・キッズコーナー
など子どもたちの笑い声が響きました。

でぇらあエ〜パーティ

１１月２８日（土） 開催しました。
パルティせと４階マルチメディアルーム

６月に開催された全４回の講座「リーダーそだて塾」の中で、団体の共通課題として「人探しと資金集め」を解
決できる企画のひとつとして最優秀賞に選ばれた『でぇらあエ〜パーティ』が開催されました。実行委員のメン
バーがわくわく、ドキドキできるような今までにない内容をめざし、企画会議を重ね、部屋の飾りつけや衣装に
までこだわりました。
９団体の自主製品を見せながらの活動ＰＲ（Show ＆ Tell）の後、『エ〜マネー』を使っての交流タイムでは
皆さん楽しみながらお目当ての買い物をされたり、お茶を飲みなが
らはじめて会った方とも自然に打ち解け合い、買った「団体の製品」
や「活動の内容」について話に花を咲かせていました。最後の『市民
活動オークション』では、団体や個人が心のこもった作品を紹介し、
皆さん遠慮がちながらも欲しい品物を競り落とし、満足げでした。
参加者は７０名にものぼり、人探し・資金集め・団体活動ＰＲなど
の課題解決のヒントになったのではないでしょうか。参加者全員が
楽しんでできたこのような催しを来年もぜひ開催してほしいとの声
が寄せられました。
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なるほどザ学習会

９月４日(金) 参加者２２名
パルティせと４階第１学習室にて開催しました。

第３回 〜事業報告書の書き方〜
「報告書を書くときに気をつけること」、「報告書を読むときに気になる
こと」をそれぞれの立場にたって考え、班で意見を項目ごとにまとめて
発表しました。各班の発表後に講師の方がまとめをされ、笑いの出る楽
しいまとめ方に学習会はなごやかな雰囲気で進みました。
順を追って行くうちにコツがわかっていき、皆さんわかり易くて良かっ
たと好評でした。

◇ 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５回 １月２０日（水）10：00〜開催 「『広報誌』のうまい書き方」

市民活動ステップアップ交流会 開催します！
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】

【場

所】

２月２７日（土） ９：３０〜１４：３０
瀬戸市文化センター

【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】

５００円（交流会軽食代）

【定

１５０名（申込順）

員】

皆さん
ご参加くだい
！！

【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】
第Ⅰ部

９：３０〜
瀬戸市市民活動促進補助金団体活動成果報告会

第Ⅱ部

１２：１０〜

交流会（軽食も含む）

１２：２０〜

映像で振り返る市制８０周年お祝いプロジェクト

１３：００〜

市民活動クイズ

１３：１０〜

介護寸劇「考えてますか！介護のこと・・・」

１３：３０〜

楽しく交流

１４：２０〜

フィナーレ（ズンドコ節）

１４：３０〜

終了
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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 いよいよ終盤へ！
市民の皆さんが自発的に企画し、市制 80 周年をお祝いする「せと市民による市制施行 80 周年お祝いプロ
ジェクト」。これまでのプロジェクトには、多くの市民の皆さんに足を運んでいただき、ご一緒に市制 80 周
年をお祝いしていただきました。ありがとうございます。
さて、37 あるプロジェクトも、年が明けると残り 6 つです。市民の皆さんが知恵を絞り工夫を凝らしたプ
ロジェクトばかりです。ぜひ、ご参加ください。お待ちしています！

☆１月、２月の市民お祝いプロジェクト
日

程

時

間

プロジェクト名
フリーマーケット 80

１月

17 日（日）

10:00〜13:00

〜すべてのお店に
80 円セールあります！〜

31 日（日）

6 日（土）

２月

7 日（日）

13 日（土）

14:00〜16:00

音楽で祝うせと市制 80 周年
せとの名物

10:00〜14:00

14:00〜17:00

10:00〜15:00

作ろう！

食べよう！おこしもん

ガラコンサート in SETO 80

14:00〜15:50

所

パルティせと
5 階アリーナ
瀬戸蔵
つばきホール
無風庵

文化センター
文化ホール

〜ごみを減らす 80 の方法〜

31 会議室

劇団うりんこ「夏の夜の夢の
サマースクール」

こうはん婦人会（加藤）
84-2888
ワンダの会（加藤）
41-2812
連絡協議会（長江）
41-1752

文化センター

の物語

問い合わせ先

瀬戸市地域婦人団体

瀬戸流エコライフ講座

わたしたちで創ろう！「愛」と「勇気」
14 日（日）

場

瀬戸蔵
つばきホール

瀬戸市制 80 周年記念
ガラコンサート実行委
員会（山田）

63-5075

循環型社会推進会議
瀬戸チーム（梶田）
48-3612
尾張旭・瀬戸おやこ劇場
85-7552

☆10 月 10 日交流フェスタに市民お祝いプロジェクトが参加
10 月 10 日（土）「交流フェスタ 2009 in パルティせと」に、市民お祝いプロジ
ェクトコーナーを出展。来場した方々にポスターやチラシ、映像等を使い、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
を行いました。同じ部屋では、ガールスカウト愛知第 66 団主催のお祝いプロジ
ェクト「子どもが考える、子どものための 80 周年☆夢の写真屋さん」が行われ、
ガールスカウトの中高生たちと将来の夢を語り、オリジナル写真立てを作る子ど
もたちで、大変賑やかでした。（写真右）

☆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。
11 月 14 日（土）文化センター、15 日（日）瀬戸蔵にてアニバーサリードミ
ノ水南実行委員会が主催する「市制 80 周年記念 アニバーサリードミノ水南」
が開催されました。
14 日（土）の初回は、水南小学校マーチングバンドの演奏が鳴り響き、多く
の観客が見守る中、全長 100ｍのドミノがスタート。途中、数回止まってしま
いましたが、からくりドミノの仕掛けが成功し、絵ドミノが完成すると歓声が
ドミノ倒しの様子
沸き、最後に「祝せと市制 80 周年」の垂れ幕が現れると拍手喝采でした。
（11/15 瀬戸蔵にて）
6 月に始めたドミノ製作から、当日の運営まで児童と地域のおじさんたちと
協働で行ったプロジェクト。ご覧になった市民の皆さんにも、一緒に楽しく市制 80 周年をお祝いしてい
※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ます。ご覧ください。
ただけたと思います。
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登録団体イベントカレンダー
団 体 名
連 絡 先

海上の森の会
TEL：0561-21-9298
(海上の森の会事務局)

月 日
時 間

内 容

１月１０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」 「鏡開き」
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

１月２３日(土)・２４(日)
10：00〜15：00

第３回「里山のものづくり」（炭焼き）２日１セット
定員：３０名

せと．なでしこ会
TEL：0561-82-3534(村田)

１月１０日(日)
16：00〜

初踊り
場所：グレイセル

菱野地区まちづくり
協議会
TEL：0561-82-6319(伊藤)

１月１７日(日)
9：00〜12：00

左義長（どんど焼き）
場所：ふれあい広場（矢田川河川敷）
催事：花道吟
※とん汁の無料提供あり（５００人分）

三扇会
TEL：0561-84-7892(加藤)

２月７日(日)
11：30〜

舞初め
場所：やすらぎ会館 ３階 和集会室

日本舞踊 紫泉会
TEL：0561-82-5956(髙橋)

２月２１日(日)
10：00〜16：00

新年初舞
場所：渋川福祉センター（尾張旭市）

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

２月２７日(土)
14：00〜

せと末広寄席<如月>
「桃香る お雛も笑うよ 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

本地の将来を考える会
TEL：0561-21-7596(松原)

２月２８日(土)
9：00〜

親子農業体験 収穫祭
場所：尾張えびす（宝生寺）
※田植えから参加された親子会員（５０組）
餅つき・おこしもの・五平餅・とん汁

瀬戸メサイア合唱団
TEL：0561-83-5174(中山)

３月７日(日)
13：30〜 (開場 13：00)

創立 20 周年記念演奏会
オラトリオ｢メサイア｣全曲
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール
入場料：１，０００円

神叡流吟剣詩舞道
尾張地区会
TEL：0561-82-9825(武仲)

３月１４日(日)
9：10〜

神叡流吟剣詩舞大会
場所：尾張旭市民会館 ３階ホール
入場無料

☆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１５３団体(7,600 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。
陶原連区自治連合会長、蔵遊前オーナー、「瀬戸子供太鼓こまい
ぬ座」代表を務め、幅広い活動をされている加藤国弘さん。
｢瀬戸で生まれた子供たちが楽しく取り組めて、成長した頃によい思
い出をと思っていた時、たまたま太鼓グループの演奏をみて『こんな
のやれたらいいなぁ』と思ってね。設立した当時は大人と子供の混合メ
ンバーだったんですがみるみる子供たちが増え、半年ぐらいで子供だ
けで編成する団体になっていったんですよ」と設立当時のことを懐かし
そうに語ってみえました。
子供太鼓は珍しかったので、設立３年目で伊勢神宮の式年遷宮の
ときに太鼓演奏に出掛け、５年目にはヨーロッパ演奏、愛知万博誘致
の応援でドイツ・ハノーバーへ演奏に出掛けたのも、今ではいい思い
出とも･･･。７０名を超えていたメンバーも、現在は２０数名と減り会員
を募集中、練習場所もなかなか適した所がなく困っているとの本音も。
来年８月に瀬戸市和太鼓連盟として上海万博へ演奏に出掛け、１２
月には２０周年事業の演奏会で新曲を皆さんに披露したいと今は準
備に余念が無いようです。ここまで続けてこられたのは、支援者や行
政のお陰ですと感謝の気持ちも語ってみえました。

瀬戸子供太鼓
こまいぬ座
加藤 国弘 さん

『メサイア』はヘンデルが作曲したキリストの生涯を降誕・受難・
復活を表した宗教曲で、５０曲近くを組曲風にまとめた大作です。
瀬戸で『メサイア』を歌いたいと魅せられて１６年、中山秋子さん
は「瀬戸メサイア合唱団」で現在代表として活躍中です。
瀬戸メサイア合唱団は､１９９０年に設立以来数多くの演奏会・チ
ャリティコンサートを始め、２０００年のハノーバー万博での演奏会
等国際交流も盛んに行ってきました。瀬戸市内外から男女５０名程
の会員が集まり、交流を深めながら週１回の練習に励んでみえる
そうです。
｢思いっきり声を出す事で、身も心も軽やかに晴れ晴れと成るんで
すよ。誰でも歌えるし皆と合唱が出来ます。ぜひ皆さんも私達と一
瀬戸メサイア合唱団
中山 秋子 さん

緒に歌いませんか｣と生き生きとした表情で熱く語ってみえました。
２０１０年は創立２０周年に当たり、もう一度『メサイア』全曲を歌お
うと、今まで交流を続けて来た、ドイツの指揮者・演奏者もお招きし
て、瀬戸８０周年記念を祝いたいと全力で取り組んでみえます。

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。
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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
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。

ワンコイン交流会

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

第４回 〜私の街のいいとこ探し パート２〜 ９月１９日(土) 参加者９名
テーマを決めて身近な街のマップ作りをし、出来上がったマップを交流フェスタで展示しまた。交流タイムで
は、瀬戸電や省営バスなど昔の瀬戸の話で盛り上がり、瀬戸の良いところを残して行きたいと意見が一致し
ました。

第５回 〜バーチャル世界旅行に出かけよう！〜 １１月１４日(土) 参加者８名
「今日は私語大歓迎の集まりだから」という言葉にどおりに、その国に行ったから好きになった人、遠くてな
かなか行けない憧れの国を書いた人など、皆さんのユーモアあふれる紹介や活発な発言と、地図や地球
儀・CD を使い、さらに話が盛り上がり楽しい交流ができました。

Make a CHANGE Day

１１月２１日（土） 参加者３８名
パルティせと４階マルチメディアルーム

第１回より参加することに意義があると盛り上がり、日頃の団体活動成
果を発揮して「わたしのエコおしえちゃいます」の発表が行われました。
“なるほどエネルギーを使わないでゆで卵ができる！そのエコいただき！”
など、話し合いの中から新たなエコ活動へのつながりと発展がありました。
さすが各団体の底力を実感しました。

せと市民活動連絡会の加入団体対象の視察研修です。（詳細は後日加入団体に送付します）
日時：平成２１年２月１３日（土）
視察先：(高浜市)ＮＰＯ法人南部まちづくり協議会、(半田市)新美南吉記念館

■

市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ
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！！

☆「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、確保しています。ご利用ください
１月の利用日

１月２０日(水)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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