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 第１回 「地域で守ろう 子どもたちの未来」 

～幼児虐待、市民としてできること～ 
【講師】 愛知県中央児童・障害者相談センター 

       児童専門監 前田 清 氏 

 児童虐待の実態、要因や親の問題点など事例を交えたお話 

に続き、発見、通報、予防などについての地域の役割や協力

の必要性についてお話をうかがいました。 

 質疑応答では、「医療ネグレクト」について質問があり、情報 

過多や固執なども児童虐待につながる可能性が大きい事を知り、 グループトークでは経験談を聞い

て話し合ったり、何ができるのか、予防するには、夫婦のあり方など活発な意見交換におおいに話が

盛り上がり、時間が過ぎても話が尽きないグループもありました。 

３５名の参加者があり、関心の高さを実感すると共に、子育て中や子育て支援などの活動をされて

いる方々が話し合う機会をより多く必要とされているのを感じた学習会でした。 

 

 

 

 

       平成２２年度瀬戸市市民活動促進補助金 
交付団体９団体が決まりました！ 

 ４月３日(土)パルティせと４階マルチメディアルームにおいて、公開プレゼンテーション審査会が行

われ、９団体の事業に補助金交付が決まりました。 

 各団体が熱き思いを伝えようとパワーポイントなどを駆使し、工夫に満ちた発表が繰り広げられ、審

査員の質問にも的確に答えられていました。 

◆地域活動促進・拡大部門              ◆公益イベント部門 

 「モリコロの川を守るプロジェクト」       「品野つくし会」 

 「せとマメナシ観察会」                  「菱野地区まちづくり協議会」 

 「東部グリーン美術会」 

 「瀬戸椿の会」 

 「瀬戸ノベルティ文化保存研究会」 

 「せと狛犬プロジェクト実行委員会」 

 「こうはん婦人会」 

なるほどザ学習会

＜２１号＞２０１０年６月１２日 

５月２２日(土)  参加者 ３５名 

パルティせと４階マルチメディアルーム 

第２回 市民活動に、今なぜ！？接遇  
６月３０日（水） １０：００～１２：００ マルチメディアルーム 

楽しく活動するには人間関係がいちばん大切 いっしょに考えてみませんか？ 
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 リーダーそだて塾 

「防災編」を開催中！！ 
地域の『防災力』アツプのために、子どもも大人も防災の大切さを学び、意識を高め

る手段の一つとして、子ども対象の「わかりやすい防災教室」づくり行っていきます。 

 

  【講座１】が終了しました！   ６月５日(土)  参加者 ６３名 
パルティせと４階マルチメディアルームで開催      

 
講演会＆グループトーク  １０：００～１２：３０ 

テーマ：「私たちのまちの防災！」  ― 中学生でもできる防災 ― 

講 師：ＮＰＯ法人高浜南部まちづくり協議会 事務局長 神谷義国 氏 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講座２ ６/１２（土） 10:00～12:30】  

＜防災関係団体の活動発表＞ 

【講座３ ６/１９（土） 10:00～12:30】 

＜わかりやすい防災教室づくり＞ 

【講座４ ７/ ３（土） 10:00～12:30】 

＜最優秀企画の選出と交流タイム＞ 

審査員：中学生 

 

審査員として参加してもらう

中学生を募集しています。 

※詳しくは市民活動センターへ 

お問い合わせください。 

 最優秀

講師の神谷事務局長による地域防災活動の

取り組みや歩みについて、実体験を基にしたユ

ーモアあふれるテンポのよいお話に、受講生は

引き込まれ充実した時を共有しました。 

質疑では、小・中学校とのつながり方や非常

食のレシピについてなど、多くの質問が出され

ました。 

その後、神谷事務局長はじめ高浜市職員(特

派員)の方々にも入っていただき、４つのグル

ープに分かれ、今日の感想やそれぞれの連区の

取り組み、子どもや若い人たちを取り込むには

どうしたらなど活発な意見交換ができました。

最後に講師より、「いろいろな所を訪ねて、

見て、聞いて真似てみて、地域に合った特色あ

る防災をおこなってください。」と助言いただ

きました。 
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団 体 名 

連 絡 先 

月 日 

時 間 
内 容 

瀬戸市身体障害者 

    福祉協会 

６月２０日(日) 

１０：００～１２：００ 

ウェルフェアボーリング大会 

場所：東名ボール 

万博瀬戸ボラせんの会 

TEL：0561-21-5336(中井) 

６月２０日(日) 

７月１８日(日) 

８月１５日(日) 

１０：３０～１５：００ 

愛・パークワークショップ 

CAN バッジつくり、バルーンアート、ボディペイント 

おもちゃ病院開院（偶数月） 

場所：愛・パーク（瀬戸万博記念公園） 

ギンザ・レディース会 

TEL：0561-82-2979(星野) 

６月２６日（土） 

１０：００～１７：００ 

第１２回 ぎん・ザ・えんにち（体験横丁・ステージ等） 

場所：銀座通り商店街 （浴衣の方にプレゼント） 

社会福祉法人 

くわの実福祉会 

   まゆ・かいこ 

７月３日（土） 

１０：００～１４：００ 

第４回くわの実まつり（イベント、バザー、ゲーム等） 

会場：くわの実福祉会 まゆ 

くわの実福祉会 かいこ 

こうはん婦人会 

TEL：0561-85-8523(須田) 

７月３日（土） 

１７：３０～２０：００ 

「みんなで七夕さん」    参加費：３００円   

場所：平町公園（雨天：西部コミュニティ内） 

７月４日（日） 

９：００集合 

ビール工場見学（１２km） 

集合場所：名鉄瀬戸線大森金城学院前 

コース：大森―小幡緑地―龍泉寺―ビール工場 

瀬戸市愛歩会 

TEL：0561-83-2474(松原) 

８月１日（日） 

９：３０集合 

中津川・苗木城址コースを歩く(11or15km) 

集合場所：JR 中央線中津川駅 

コース：玉蔵大橋―苗木城址―星ヶ見公園―桃山公園

７月１８日(日) 

１０：００～１５：００ 

海上の森の夏のキノコ（調査学習会） 

集合場所：あいち海上の森センター  定員：５０名 

８月１日(日) 

１０：００～１５：００ 

海上の森の水生生物（調査学習会） 

集合場所：あいち海上の森センター  定員：３０名 

８月８日(日) 

１０：００～１５：００ 

海上の森の昆虫（調査学習会） 

集合場所：あいち海上の森センター  定員：３０名 

NPO 法人海上の森の会 

TEL：0561-21-9298(事務局) 

８月２８日(土) 

１０：００～１５：００ 

森の素材を使った工作（里山ものづくり） 

集合場所：あいち海上の森センター  定員：３０名 

８月２日(月)・３日(火)・

４日(水) 

１３：３０～１５：００ 

戦争体験を語り継ぐ会 

場所：パルティせと４階 マルチメディアルーム 

入場無料 

瀬戸版 合唱ミュージカル「サウンドオブミュージック」 

場所：瀬戸蔵 つばきホール 

料金：大人 1,500 円 高校生以下、障害のある方 1,000 円

ピースフェスティバル 

イン瀬戸 

TEL：090-4198-2159(松原) 

８月６日(金) 

１８：３０開演 

８月７日(土) 

10：30 開演・14：00 開演 ※瀬戸蔵多目的ホールにて美術展開催 

山口地域まちづくり 

     協議会 

TEL：0561-87-0700(事務局) 

８月７日（土） 

１６：００～２１：００ 

も～やっこ祭 １０周年記念 

イベント、屋台、盆踊り等 

場所：山口公民館 グランド 

末広亭で 

すえひろがりの会 

FAX：050-7518-0270 

TEL：080-1565-6824 

８月２８日(土) 

１４：００～ 

せと末広寄席〈葉月〉 

「蝉たちも 笑い賑やか せと末広寄席」 

演者：楽語の会 

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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★平成 22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８日(土)午前１０時よりパルティせと４階マルチメディア 

ルームにおいて「平成２２年度せと市民活動連絡会総会」が 

開催されました。登録されている９８団体のうち、６３団体７５

名の出席があり、平成２１年度の事業報告に続き、任期満

了にともなう役員選任と運営委員の指名、今年度の事業計

画（案）が審議・承認されました。太田会長より「今後も瀬戸

のまちをより元気にするために、団体の交流を深め、協働し

てできる活動をおこなって行きます。」と挨拶がありました。 

                       来賓としてご臨席いただいた増岡錦也市長より「市制８０周

年お祝いプロジェクト」の盛り上がりの喜びと今後のさらなる

活発な活動を期待していると激励の言葉をいただきました。 

                       総会後の交流会には、７２名の参加があり「楽しく交流を深

めよう！」とテーブルごとに自己紹介したのち食事タイムに

入り、その後名札を使っての交流タイム、団体のＰＲもおこ

なわれ、皆さん積極的に交流を深めていました。 

【平成２２年度役員】 

 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  岡島隆子（オカリーナ・せとの風） 
運営委員 １９名 
 

★今年も開催します！「せと市民活動連絡会」ワンコイン交流会★ 
 

 

 

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回ワンコイン交流会 

～考えてみない！？「男女共同参画」～ 
日 時：６月２６日(土) １３：３０～  

場 所：パルティせと４階マルチメディアルーム 

参加費：１００円 

 

≪次回予定≫ 

７月１０日(土) １３：３０～ バーチャル世界旅行 

８月 ７日(土) １０：００～ 団体の PR合戦 

 

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 

DVD を観て、 

話を聞いて、 

考えたことを皆で

話してみよう！ 

瀬戸市市民活動セ

ンターホームページ

に、「せと市民活動

連絡会」のページが

できました！ 

参加者募集中！ 
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今、市民活動センターには１６０団体(7,950 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。

 櫻井さんに今までの活動をうかがったところ「愛知万博長久手会場

でボランティアリーダーをしたことは、思い出として残っています。それ

以前には地域での消防団であったり、小学校のＰＴＡなど地域とのか

かわりが多かったですね。」と過去を振り返って、にこやかにお話くだ

さいました。 

『水野地域まちづくり協議会』の活動のひとつから「地域以外の方も

会員や運営委員として受け入れよう」と、分離独立した「定光寺ほたる

の里の会」でも中心的な役割を果たして来られたのは誰もが知るとこ

ろです。 

 今年、まちづくり協議会設立２０周年にあたり、自身がグリーンマップ

瀬戸と関わりを持っていることから、水野川流域のグリーンマップの作

成を担当されるほか、一方では河川敷にコミュ二ティー広場の設置や

土手に椅子を設置することを検討されているそうです。 

夢をうかがったところ「水野川に鮭を放流して再び鮭が遡上し、水野

川で鮭が獲れるようになったらどんなに楽しいことか。また、定光寺山

頂にある施設（現在閉鎖中の研修センター）と愛環水野駅をロープウ

エイで結ぶのもいいですね(笑)。」と大きな夢を語っていただきました。

銀座通り商店街の一角、通常のお店と少し違う空間に、子供たち

から地域のグループや商店街の人達が集い、いろいろな交流が行

われている『窯のひろば』が有ります。そこは、新たな市民社会は市

民自らの手で作ろう！ そのためには「人と人との出会いがスター

ト」と、リーダーの服部悦子さんが２００４年にＮＰＯ法人エム・トゥ・

エムを設立し、建物を作り、仲間を集め今日に至っています。 

『窯のひろば』では、親子三代の集いやあそびの学校、野菜市

場、会場の貸出、また介護に直面している人達の集いなど出会い

のきっかけづくりをおこなっています。その他の事業としては、瀬戸

で暮らす外国人の身近な交流を求め「外国人健康チエック・健康相

談」をおこない、地域や活動分野を超えた幅広いパートナーシップ

の形成に向け、まちづくりの推進事業・地域に役立つ便利屋事業を

行っているそうです。。 

 目標と方針が明確であれば、細かいところは「まっいいか」で乗り

越えますと明るく爽やかに話してくださいました。  

水野地域まちづくり協議会

桜井 宏和さん 

NPO 法人 エム・トゥ・エム 

服部 悦子 さん 
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■ 市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ 

【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 

 
■ 広報せと・RADIO SANQ・メールマガジン・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 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 
 

■ マスメディアに皆さんの活動情報を提供します。 
団体で開催する「講座」「講演会」「イベント」などの情報を新聞記者やケーブルテレビなどに提供 

し、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。 

 

■ 「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。 

AM（９：３０～１２：００） PM（１３：３０～１６：３０） 

 ６月 １２日（土）PM ・ １９日（土）PM（第１学習室） ・ ２６日（土）AM ・ ３０日（水）PM 
 ７月  ３日（土）PM ・ １０日（土）AM ・ ２４日（土）PM 

 ８月  ７日（土）PM ・ ２８日（土）PM 

 ９月 １８日（土）PM ・ ２３日（木）AM・PM ・ ２４日（金）AM・PM ・ ２５日（土）AM・PM 

 

■ 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。 

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 今後のおもな予定

大いに 

ご利用くだ

さい！！ 

■ 『なるほど ザ 学習会 』  場所：マルチメディアルーム 

   申込受付中です！ 団体運営のためのお役立ち学習会です。 

各団体の会員研修としてもご利用ください。 

第２回 ６/３０（水） １０：００～１２：００ 「市民活動に、今なぜ！？接遇」 

   第３回 ７/２４（土） １０：００～１２：００ 「記録写真の撮り方」 

第４回 ８/２８（土） １０：００～１２：００  講演 「COP１０」      

第５回 ９/１８（土） １０：００～１２：００  「模造紙の書き方」 

第６回 11/10（土） １０：００～１２：００  ＮＰＯ 車座あれこれ交流会 

■ 「交流フェスタ２０１０in パルティせと」開催 １０月９日（土） 

■ 「でぇらあエ～パーティ」開催 １１月２７日（土） 

 参加して！！ 
自分さがしを 

してみませんか！ 


