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＜２３号＞２０１０年１２月２０日

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。

市民活動ステップアップ交流会 開催！
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２６日（土） ９：３０〜
瀬戸市文化センター ３１会議室

【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
ご参加ください

【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）
映像で見よう！市民活動（予定）

１２：３０〜

市民活動クイズ

１２：４０〜

介護寸劇「環境ボランティアに目覚める！」

１３：００〜

楽しく交流

１３：５０〜

フィナーレ（笑いヨガ）

１４：００〜

終了
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１０月９日(土) パルティせと

交流フェスタ２０１０in パルティせと

を開催しました！

今年は雨にもかかわらず昨年より多い２３００人の方々が訪れ、
賑わいをみせました。
５階アリーナでは、団体による活動紹介や体験・販売による交
流や日頃の活動成果の発表がおこなわれ、 「大矢たけはるコン
サート」の元気な歌声とノリの良い曲に、会場は手拍子で大いに
盛り上がりました。４階では、顔写真で缶バッチを作るコーナーや
キッズコーナーも賑わい、COP１０に関連した生物多様性を考える
コーナーでは、展示物を興味深く見たり、クイズや紙芝居を楽しむ姿がみられました。

第６回

なるほどザ学習会

１１月１０日(水) 10:00〜12:00
パルティせと４階マルチメディアルームにて開催！
参加者 １５名（９団体）

「ＮＰＯ車座あれこれ交流会」
ＮＰＯ法人９団体が参加し、活動紹介や団体の自慢話、
困っていること、将来の夢について他己紹介で話が盛り
あがりました。
団体の自慢は「助け合いの思いを持ち、長年続けてこら
れた」「人の繋がりを大切にし、つながりを活かした活動を
している」「地域に活動が浸透した」。困っていることは「資
金、情報発信、後継者育成、育成のための資金」。将来の
夢は「生きがいを持って活動を続けたい」「障がい者の働けるパンカフェを開店したい」「里山を守り続
けたい」「みんなが生き生き暮らせる地域にしたい」などと活動に熱い思いが感じられ、団体同士が刺
激を受けた有意義な時を共有できました。
登録団体以外のＮＰＯ法人も１団体が参加、この車座交流会をきっかけに登録されました。

リーダーそだて塾から生まれた

１１月２７日（土） 13:00〜15:30
パルティせと４階マルチメディアルームにて開催！
参加者 ６３名

第２回 でぇらあエ〜パーティ

団体の共通課題『人材と資金集め』が解決できる手法のひとつとして「でぇらあエ〜パーティ」を昨
年に引き続き開催。今回は他団体とコラボして、事業内容の幅を広げ展開を
団体指名
図るための１１団体によるコラボ企画合戦も行いました。
双方合意で成立
２つのコラボ企画に参加した団体もあり、企画作成中の参加者の眼差しは
真剣で生きいきとしていました。その後、楽しくおこなわれたチャリティー市民
コラボ企画作成し発表
活動オークションの収益金が優秀コラボ企画に贈呈されました。
優秀企画の選出
コラボが成立した企画は、Ａ「てんやわんや餅つき大会」２団体のコラボ、
Ｂ「スーパーグレートコラボレーション」４団体のコラボ、Ｃ「雪んこ
招福フリーマーケット」４団体のコラボ、Ｄ「みんなで考える災害」
２団体のコラボ。
最優秀企画は NPO 法人アクティブシニアネットせと・NPO 法
人エム・トゥ・エムのコラボによる「てんやわんや餅つき大会」が
選ばれました。コラボ企画は１２月１９日に実施されました。
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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

せと．なでしこ会
ＴＥＬ：0561-82-3534(村田)

１月９日（日）
１６：００〜

初踊り
場所：グレイセル

NPO 法人海上の森の会
TEL：0561-21-9298(事務局)

１月９日(日)
１０：００〜１５：００

１月２２日(土)・２３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
里山のものづくり（竹炭焼き）２日１セット
定員：３０名

３月２７日(日)
９：００〜１３：３０

海上の森の生物多様性ツアー
集合場所：海上の森入口駐車場

１月１５日(土)
９：００集合

新春初歩き（１２Ｋｍ）
集合場所：名城公園噴水広場
コース：名城公園―那護野神社―大須観音
―熱田神宮

２月６日(日)
９：００集合

総会ウオーク（１０Ｋｍ）
集合場所：愛環中水野駅
コース：中水野―市民公園―瀬戸蔵
※会員の方は瀬戸蔵で総会

菱野地区まちづくり
協議会
TEL：0561-82-6319(伊藤)

１月１６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：尾張万歳「ひょうきん座」・和太鼓演奏「輝楽」
手品「スーパーグレートマジシャンズ」
※とん汁の無料提供あり（５００人分）

三扇会
TEL：0561-84-7892(加藤)

２月６日（日）
１１：００〜１６：００

舞初め
場所：やすらぎ会館 ３階 和室

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

２月２６日(土)
１４：００〜

せと末広寄席〈如月〉
「梅は咲き 笑いもほころぶ せと末広寄席」
演者：楽語の会
場所：せと末広亭
木戸銭：５００円

日本舞踊 紫泉会
TEL：0561-82-5956(高橋)

２月２７日(日)
１３：００〜

神叡流吟剣詩舞道
尾張地区会
TEL：0561-82-9825(武仲)

３月２７日(日)
９：００〜

初舞
場所：名古屋市八事 八勝館
※詳細に付きましてはお問い合わせください。
神叡流吟剣詩舞道大会
場所：尾張旭市市民会館大ホール
入場無料

瀬戸市愛歩会
TEL：0561-83-2474(松原)

定員：５０名

☆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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★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★

せと市民活動連絡会はこんなことやっています！

第２回 Make a CHANGE Day

に参加！活動レポート提出しました！

❤Ｍａｋｅ ａ ＣＨＡＮＧＥ Ｄａｙとは一年に一日、全国各地で一斉に市民活動・ボランティアを行う日❤

テーマ：やってみよまい！市民活動・ボランティア！
日 時：１０月２４日(日) １０：００〜１５：００
場 所：瀬戸蔵 ４階 多目的ホール
参加者：２５７人
福祉分野２０団体が参加し、ステージ発表やブースでの交流が
楽しく行われ、会場は暖かい雰囲気に包まれました。
瀬戸蔵周辺での「車いすウォッチング」には２２名の参加者があ
り、「目線の低いところから見る街並みは、不安な気持ちになる」
「歩道のデコボコが予想外の振動になって伝わった」など、体験して学び・発見した感想が聞かれ、数
名からはボランティア活動への申込みもありました。
運営やイベントに参加された団体からは、積極的な交流で刺激を受け、今後の活動や連携に意欲
的な感想が聞かれました。
来年度の『Ｍａｋｅ ａ ＣＨＡＮＧＥ Ｄａｙ』にも、皆さんぜひご参加ください。

ワンコイン交流会

パルティせと ４階

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４回ワンコイン交流会●
〜ワンカップ交流会〜
１２月１６日(木) １９：００〜 大会議室 参加者 ３３名
今年度も、本音で話し合いコミュニケーションをはかろうと、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、さらにレベルアップした一芸の披露におおいに盛り上がり、
皆さん話を弾ませ交流を深めていました。

第５回 ワンコイン交流会
〜防災力 アップ〜
２月１９日（土） １０：００〜
平成２２年度 リーダーそだて塾 最優秀企画

ぜひ、
参加ください！

「防災サバイバルスタンプラリー」
★子どもを対象にした防災啓発企画です。子どもも大人も楽しく地域防災力アップ！
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今、市民活動センターには１６３団体(8,000 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。
福田さんは、海上の森の保全と里山再生、自然環境の調査、森づ
くりや里づくりに取り組む「海上の森の会」の事務局長として活躍され
ています。現在、会員は２００名を超し、各グループに分かれ活動中
とのこと。今年より NPO 法人の資格を取得し更に忙しくなったと、に
こやかにお話くださいました。
今まで、山口地区のまちづくり・自治会活動への参加や、「海上の
森サテライト」と呼ばれるようになった古民家移設にもはじめから関
わって来られました。
万博で周知された海上の森は、その後も散策・来訪者が絶えること
なく盛況で、見学者の案内、ツアーや体験教室の企画等に加え、１０
月にはＣＯＰ１０もあり、見学者も多く忙しい毎日のようでした。
｢今年はため池の修景作業を行いましたが、生物多様性は理解・
舎の交流や人と自然の共存、里山保全に一人一人が関心を持ち努

ＮＰＯ法人
海上の森の会

力する社会を期待し、次の世代に引き継ぎたい｣と熱く語っていただ

福田 澄夫さん

尊重しても、直面するイノシシの被害には悩まされました。都市と田

きました。

＊修景＝自然の美しさを損なわないように風景を整備する事

障害を持った子供が将来働く場所、生活する場所を提供したいと
いう思いから、親たちが集まって２００１年に立ち上げた 「らい夢畑」
の代表として活動されている池戸智美さん。ＦＭラジオ局 ʻＲＡＤＩＯ
ＳＡＮＱʼ のパーソナリティを務め、 毎週月曜日１１時０５分からの
「ともみと ともに」 コーナーで地域の福祉にスポットをあてて、心の
バリアフリーを浸透させようと努力されています。
「障害があってもなくても地域で助け合い生活できる優しい街づくり
を目指しています。ラジオという媒体を通じて障害者を持った人たち
やサポートされている大勢の方にも出ていただいて、この街で普通に
暮らしているということを訴えていきたい。」と、活き活きと話してくださ
いました。
その他、ボランティア連絡協議会の役員、手話グループ「ワームス

らい夢畑
池戸 智美さん
（林 ともみ）

タッフ」に参加し、「のぞみ学園」でもボランティアを行うなど、福祉分
野で幅広く活躍し、土日は豊田方面でブライダルの司会の仕事もさ
れるなど多忙を極め、手帳を拝見したところスケジュールがびっしり
書き込まれていました。

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

今後のおもな予定

■ 『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。
参加して！！
第８回 １/２６（水） １０：００〜１２：００ プレゼン「力」アップ
自分さがしを
第９回 ２/９（水）
１０：００〜１２：００ 助成金申請のコツ
してみませんか！
講師： 中尾さゆり氏
（ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ）
第１０回 ３/２６（土) １０：００〜１２：００ 報告書の書き方
■ 「市民活動ステップアップ交流会」開催
２月２６日（土） 瀬戸市文化センター

第１部 ９：３０〜

第２部 １２：１０〜

市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ
■ 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

大いに
ご利用くだ
さい！！

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）
１月 ２６日（水）PM
２月 ９日（水）PM
３月 ２６日（土）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。

【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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