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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                          市民活動団体４０団体、市民も含め１２０名の参加のもと、２月２７日（土） 団体の活動成果発表と交流が賑やかに行われました。               
＜＜＜＜２０２０２０２０号号号号＞＞＞＞２０２０２０２０１０１０１０１０年年年年３３３３月月月月１１１１９９９９日日日日    第Ⅰ部 瀬戸市市民活動促進補助金団体活動成果報告会 初めて参加された方も多く、各団体の精力的な活動に刺激を受けたとか、他団体がどんな活動をしているのかを知る良い機会であったとの声が聞かれました。 講師の方から総評として、「団体同士さらなる絆を深め､周りの地域をまき込んでのレベルアップを望む」との言葉をいただきました。 

 第Ⅱ部 交流会 食事をとりながら、市制８０周年お祝いプロジェクトから「こどもが考える、こどものための８０周年夢の写真屋さん」を映像で振り返りながら話を弾ませました。 その後の市民活動クイズでは豪華賞品も用意され、皆さん真剣に取り組み、老老介護の寸劇が始まると会場は静まり、介護劇の中に引き込まれていました。地域の問題として捉えるためにも続編を望む発言もありました。 楽しく交流では８テーブルにわかれ、３０秒の自己紹介の後、「さあ！これからどうしたい」のテーマで話が盛り上がり出会いと刺激を受け､フィナーレは昨年からの恒例「ズンドコ節」で身体を楽しくほぐし、明日からの市民活動の活力をいただきました。 
 

瀬戸市市民活動促進補助金のお知らせ・・・・ 平成２２年度も 皆さんの活動を応援します！ ■市民活動促進補助金とは  市民の皆さんが行う自由な自発的な公益活動を 促進するために、市民による共助活動の増進を はかり、地域の課題を解決したり、より快適な生 活環境をつくっていこうとする皆さんの公益的な 活動に補助金として支援します。 ■補助金を受けられる団体の要件  瀬戸市内に事務所または事務所機能があり、 ５人以上で構成されていることなど。 ■補助金の種類 ・はじめの一歩部門  ・公益的サービス提供部門 ・地域活動促進・拡大部門 ・公益イベント部門 ■補助対象経費 活動を行うために要する経費であること。 ※事務所の維持費、経常的な活動、会合や総会、 構成員の人件費・謝礼などは対象外です。 ■申請書・応募要領配布場所 瀬戸市役所１階情報コーナー、交流学び課、 市民活動センター、３支所、やすらぎ会館１階、 ※瀬戸市ホームページからダウンロードできます。 ■応募期間 平成２２年３月１日（月）～３月２４日（水）必着 午前９時～午後５時 ※土日祝日を除く 詳しくは http://www.city.seto.aichi.jp/sosiki/koryu/index.htmhttp://www.city.seto.aichi.jp/sosiki/koryu/index.htmhttp://www.city.seto.aichi.jp/sosiki/koryu/index.htmhttp://www.city.seto.aichi.jp/sosiki/koryu/index.htmｌｌｌｌ    をご覧下さい。  
市民活動ステップアップ交流会 
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    第４回 ～～～～プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション『『『『力力力力』』』』アップアップアップアップ～～～～    プレゼンテーションに必要な３つの要素や方法などの話を聞いたあと、まず、自己紹介をし、次に自己紹介の内容を検討して紙にまとめてから更に「私こう見えても…」とひと言付け加えて自己紹介をしました。二通りの自己紹介をする事で上手くプレゼンをするためのヒントがみえてきたように思われました。 その後、『企画提案を上手く伝えるには』『誰もが上手になるに は』『助成金のプレゼンについて』など、アドバイスを受けながらそれぞれグループで話し合い発表しました。 話し合いや発表の中から参考になる意見が多くあり勉強になったとの声が聞かれました。   第５回 ～～～～『『『『広報誌広報誌広報誌広報誌』』』』のうまいのうまいのうまいのうまい書書書書きききき方方方方～～～～ ｢広報誌は情報発信の道具のひとつ、目に留めてもらうことが大切。」を基に、まず作る手順について学び、次に読んでもらう為の即効テクニックについて、比較例のプリントを見ながら見出しや写真などの工夫、配置やメリハリのつけ方などを、皆さん実際にパソコンを操作しながら学習しました。 最後にチャレンジ問題として学習したことを駆使し、誌面づくりに挑戦しました。パソコンの操作に不慣れな方もみえ、操作で手間取る場面もみられましたが、皆さん盛んに質問をされ、充実した学習会になりました。                            

なるほどザ学習会 パルティせと４階マルチメディアルームにて開催しました。 １月２０日(水)  参加者３７名 １２月１６日(水)  参加者１１名  
今年度は「愛知県 NPO アドバイザー出張セミナー」を２回開催しました。 「プレゼンテーションのコツ」 １１月９日(月) 参加者１４名 講師：織田元樹 氏（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局 代表）  プレゼンの仕方によっては同じ内容でも差がでることもあります。準備 8 割と言われるように、構成を考え原稿を作るポイントやプレゼンテーションをするときのコツなど気づきの多いお話でした。 どんな目的でプレゼンテーションを行うのか、制限時間内に要求されている内容を伝えることができるのか、また自信をもって発表するなど気を付ける点についてもお話をうかがいました。 「事業報告作成」 ３月２日(火) 参加者１３名 講師：中尾 さゆり氏（ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ）  事業報告書作成シーズンになりましたが、団体の評価につながる重要な書類を、どのような点に注意して作成すれば良いのかについて学びました。 団体が行った事業内容について事業収入・支出の内容が分かるように、また写真やグラフなども入れ、誰が見ても分かりやすく書くと良いなど、そのポイントについて具体例を挙げながら分かりやすく説明していただきました。 
２２年度もためになる「なるほどザ学習会」開催します！ぜひご参加ください！ 
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せとせとせとせと市民市民市民市民によるによるによるによる市制施行市制施行市制施行市制施行 80808080 周年周年周年周年おおおお祝祝祝祝いいいいプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    37373737 全全全全てのてのてのてのプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが終了終了終了終了！！！！    
 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」。2月 14日（日）を最後に、37全てのプロジェクトが終了しました。  昨年 5 月から市内各地で開催されましたが、皆さんはいくつ参加されましたか？どのプロジェクトにも、多くの市民の皆さんにご参加していただき、ご一緒に市制 80周年をお祝いしていただきました。  それぞれのプロジェクトの報告は、市民活動センターの HPに掲載していますので、ぜひご覧ください。 
 ☆活動成果の報告に向けて  3 月 13 日（土）瀬戸市文化センターにて、活動成果報告会と交流会を開催。活動成果報告会では、模造紙（B紙）1枚にまとめ成果発表を行ないます。  そこで、今まで模造紙を使ったことがない、どうやって書いたらよいかよく分からないという方を対象に、2月 15日（月）「模造紙の書き方講座」を開催しました。当日は、12団体 27名が参加。午前中の講座では、ペンの使い方、イラストの作り方、紙面構成までを実践を交えて教えていただき、皆さんコツをつかんで帰られたようです。午後からは、いくつかの団体の方が残り、活動成果報告会で使う発表資料を作成。時折、他の団体の模造紙と見比べ、お互いにアドバイスしあって、作り上げていきました。  今回だけでなく、市民活動を行なっていると助成金のプレゼンテーションやイベントでのＰＲでも、模造紙を使う機会がありますので、今後に役立ていただければと思います。   ☆お祝いプロジェクトを「只今！せとＴＶ」で振り返る   3月 4日（木）瀬戸市デジタルリサーチパークセンターにて、お祝いプロジェクトを行った 3団体がテレビの収録に臨みました。    この日は、3月 15日（月）～31日（水）まで、「只今！せとＴＶ」で放送される特別番組「瀬戸市制施行 80周年記念スペシャル第 4弾」の収録日。番組の中で、NPO 法人瀬戸地域福祉を考える会まごころと菱野地区まちづくり協議会の皆さんに、プロジェクトを振り返り、苦労したことや良かったこと、今後の展望などについてお話をしていただきました。はじめの内は緊張されていたようですが、話がプロジェクト当日のことになると、楽しかった思い出がよみがえり、緊張もほぐれ、熱心にお話をされていました。  また、プロジェクトでお祝い太鼓を演奏した天くうの皆さんには、番組のエンディングに 80 周年を記念して作曲した「祝い太鼓天神」を演奏していただきました。  この日収録した番組内容は以下の通り放送されます。ぜひ、ご覧ください。  放送日 3月 15日（月）～31日（水） 放送時間 ①午前 7時～ ②午前 9時～ ③午後 0時 30分～ ④午後 6時～ ⑤午後 9時～ ⑥午後 11時～ チャンネル （デジタル放送） 地上 D121ｃｈ C171ｃｈ （アナログ放送） 6ｃｈ 

 ☆80 周年を終えるにあたり 市民活動センターNEWS でお祝いプロジェクトについてお伝えするのは今回で最後となりました。お祝いプロジェクト事務局を担当して約 1年。振り返るとあっという間でした。しかし、その 1年間の中で、ものすごく多くの人たちが関わり、80 周年をどうやってお祝いしようかと考え、成功させようかと悩み苦しみました。しかし、それと同時に、多くの市民の皆さんや活動を共にした仲間と感動や達成感を共有することができました。それが 80 周年の一つの成果だと思います。すぐ目に見える大きな変化はないと思いますが、活動する仲間が増えた、活動に自信が持てた、またやってみたいという意見が聞こえてくるのは、80周年を市民の力で盛り上げた成果の表れではないでしょうか。  
80周年が終わる今、今回の成果が今後少しずつでも市民の力、市民活動につながっていくことを願い、最後の報告といたします。これまでご覧いただき、ありがとうございました。  

書き方のコツを、実践を交え 学ぶプロジェクトの皆さん 収録に臨む皆さん 
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   団 体 名 連 絡 先 月 日 時 間 内 容 ４月１８日(日) 10：30～12：00 遊びの学校 「陶祖祭り」子どもフリーマーケット 会場：窯のひろば（銀座通り商店街内） 参加費：５００円 ＮＰＯ法人  エム・トゥ・エム TEL：0561-85-6282(服部)      ５月１６日(日) 10：30～12：00 遊びの学校 街角散策 商店街を食べつくそう 会場：窯のひろば（銀座通り商店街内） 参加費：８００円  末広亭で すえひろがりの会 FAX：050-7518-0270 TEL：080-1565-6824 ５月２２日(土) 14：00～ せと末広寄席〈皐月〉 「五月晴れ 笑いであっぱれ せと末広寄席」 演者：楽語の会 場所：せと末広亭   木戸銭：５００円     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６回 ～ワンカップ交流会～ １２月１０日(木) 参加者２９名 誰でも参加自由で、本音で話し合いコミュニケーションをはかろうと、 初めてワンカップ交流会を開きました。食事や飲み物、おいしい差し入 れに舌鼓を打ちながら交流タイムを楽しみました。日頃の活動とは違う 一芸の披露がされ、ほろ酔い気分と相俟っておおいに盛り上がりました。   視察研修に行ってきました！          NPONPONPONPO 法人法人法人法人    高浜南部高浜南部高浜南部高浜南部まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協議会協議会協議会協議会    南部南部南部南部ふれあいふれあいふれあいふれあいプラザプラザプラザプラザへへへへ    ２１２１２１２１団体団体団体団体４１４１４１４１名名名名のののの参加者参加者参加者参加者とととと共共共共にににに視察研修視察研修視察研修視察研修にににに行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。    高浜南部まちづくり協議会の神谷義国事務局長から立ち上げの経緯 や現在の組織、取り組み・活動状況などのお話をうかがいました。今後 の市民活動にとってとても参考になり、中でも「行動のないところに結論 も結果もない」との言葉に勇気と元気をいただきました。 昼食はふれあいプラザ内にある「チャレンジド」が運営に携わる『ふる ふる』で美味しくいただき、お土産に焼きたてのパンも買い、心もお腹も いっぱいにしてふれあいプラザを後にしました。  新美南吉記念館の見学、刈谷ハイウェイオアシスでの休憩、車中でのおもしろクイズはおおいに盛り上がり、皆さん笑顔で帰路に着かれました。      ※チャレンジド（障がいをもったことによって挑戦する課題、使命を与えられた者）   

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。 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 パルティせと４階大会議室 ２２年度も ワンコイン交流会 開催します！  
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 今今今今、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターにはにはにはには１１１１５５５５６６６６団体団体団体団体((((7,7,7,7,999988880000 余名余名余名余名））））のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが登録登録登録登録していますしていますしていますしています。。。。そんなそんなそんなそんな皆皆皆皆ささささんんんんのののの中中中中からからからからイキイキイキイキイキイキイキイキとととと輝輝輝輝いているいているいているいている「「「「ひとひとひとひと」」」」をををを取材取材取材取材してしてしてして、、、、活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介をしていきますをしていきますをしていきますをしていきます。。。。                                                                                                                                     
 

 

   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。 
福祉施設『アニモの家』の設立から関わり、現在もアニモ後援会会長としてご活躍され、知的障がい者の親亡き後の生活支援施設の建設をめざし努力されています。 また、３年前にリタイアし奥様に背中を押され『アクティブシニアネットせと』に入会、現在は副理事長として団体の一翼を担う活動をされています。『アクティブファーム野菜塾』の実習に参加した後、農グループを立ち上げ、リーダーとして遊休地を活用し店に出せる野菜を作ろうと共同農園１２０ａに会員とともに栽培しています。「「「「安全･安心できる産直野菜を目指しあぐりん村・幡山農協・窯のひろば等で販売しています。好評で“おいしい”と入荷を待っている方に出会うと産地直送をする責任と生き甲斐を感じます。野菜はズッキーニ・大根・なす等季節に応じ２０～３０種類を栽培していますが、日頃の手入れと栽培技術の積み上げが必要で、土作り・散水等毎日の管理は基より気の抜けない作業が続きます。野菜作りは人材育成にも通ずるし、仲間づくりにも役立っています。顔見知りの地元農家の年長者はパワーと気力に満ち溢れ１０歳は若くみえますが、これも野菜づくりの健康効果」」」」と、野菜づくりの効用を生き生きと語ってくださいました。 『陶祖まつり』恒例の『ＪＩＭＯ婚・ＺＯ婚 花嫁道中』を平成１６年より始められた『縁さくら』代表として、人とのふれあいを大切に『まつり』を盛り上げる努力をされてきました。年々祭りへの参加者も多くなり花嫁道中は賑わいをみせています。 『招き猫まつり』では子どもから大人まで猫メイクをしてまちを歩く人も多く、『まつり』を個性的なものにしていますが、これを発案されたのも大竹さん。せとのまちが元気になることをいつも心がけてみえます。  また、名古屋学院大学の学生さんより引き継いだ銀座通り商店街のカフェ『マイルポスト』の経営もされています。「高齢者や障がい者の方達にもお手伝いをしてもらったり、多くの方が一緒に集えるノーマライゼーションをめざした場にしていきたい」と、その言葉の中にはやさしさが溢れていました。その他、「女性のキャリアアップ支援講座」講師や４月からＲＡＤＩＯ ＳＡＮＱ（ＦＭ放送）新企画「美じょん？」のコーナーでレギュラー出演が決まっています。  美容室の経営をされながら、様々な市民活動をされ、せとのまちづくりに貢献されているスーパーレディです。 

NPONPONPONPO 法人法人法人法人    アクティブシニアネットアクティブシニアネットアクティブシニアネットアクティブシニアネットせとせとせとせと                    大秋大秋大秋大秋        勝勝勝勝    さんさんさんさん    
縁縁縁縁さくらさくらさくらさくら                    大竹大竹大竹大竹    路恵路恵路恵路恵    さんさんさんさん    
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          ■■■■    『『『『なるほどなるほどなるほどなるほど    ザザザザ    学習会学習会学習会学習会    』』』』                  第１回 ５/２２（土）・１０：００～  講演：幼児虐待を考える（仮）       その他団体運営に役立つ内容で、全１０回の開催を予定しています。      ■■■■    リーダーリーダーリーダーリーダーそだてそだてそだてそだて塾塾塾塾              「防災編」の開催！ ４回講座 （６/５・１２・１９・７/３）予定。 ■■■■    「「「「交流交流交流交流フェスタフェスタフェスタフェスタ２０２０２０２０１０１０１０１０inininin パルティパルティパルティパルティせとせとせとせと」」」」開催開催開催開催    １０１０１０１０月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土） 実行委員を募集します。       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
■■■■    市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター登録団体登録団体登録団体登録団体のののの皆様皆様皆様皆様へおへおへおへお知知知知らせらせらせらせ    
【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   

■■■■    広報広報広報広報せとせとせとせと・・・・RADIO SANQRADIO SANQRADIO SANQRADIO SANQ・・・・メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジン・・・・団体団体団体団体イベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダーをぜひごをぜひごをぜひごをぜひご活用活用活用活用くださいくださいくださいください。。。。    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 15 日号に掲載（2 団体の活動紹介） ☆ 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」 ☆ メールマガジン（パソコン・携帯） 月に１～２回配信  ■■■■    マスメディアマスメディアマスメディアマスメディアにににに皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの活動情報活動情報活動情報活動情報をををを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。    団体で開催する「講座」「講演会」「イベント」などを新聞記者やケーブルテレビなどに情報を提供 して、取材をしてほしい場合などは、瀬戸市の記者クラブに記事提供することができます。 ご希望の方は事前にご相談ください。  ■■■■    ロッカーの貸与について    利用期間 ： 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで ロッカー代 ： １か月 ５０円  （サイズ 縦４０cm 横２５cm奥行き４５cm カギ付） 申込期間 ： ４月１日(木)から４月１０日(土)  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。 ※継続される場合も再度申し込んで下さい。 ※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けます。 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。 ■ 「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。 ★ 来年度は１年間の交流ルームの日程がわかります。日程については、４月１日以降 「ホームページ」「センターNEWS」「PR コーナー（パルティせと３階）」等でご確認いただき、 お申し込みください。   ■ 印刷室   リソグラフ・紙折り機・丁合機が設置されています。資料作成等にご利用ください。     ※リソグラフは有料です。 
 参加参加参加参加してしてしてして！！！！！！！！    自分自分自分自分さがしをさがしをさがしをさがしを    してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか！！！！    

おおおお申申申申しししし込込込込みをみをみをみを    忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに！！！！    市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ    市民活動センター 平成２２年度のおもな予定 
大いに ご利用ください！！ 


