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市民活動団体４０団体、市民も含め１１９名の参加のもと、２月２６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。 

 

第Ⅰ部 瀬戸市市民活動促進補助金団体活動成果報告会 

 今年度は、１団体１０分の持ち時間で９団体の活

動成果報告会がおこなわれました。「各団体が助成

金で活動を活発に展開されて行くのは大変良いこと

だ」「他の団体がどんな活動をしているのかを知る良

い機会だった」また、次年度に促進補助金の申請を

考えている団体は「大いに参考になった」などの声

が聞かれました。 

昨年よりプレゼンのレベルが上がったことや地域

の皆さんや子ども達を巻き込んでいく活動に、今後

の発展が期待されるなどの総評がありました。 

第Ⅱ部 交流会 

日頃の活動報告として「瀬戸ファミリーシンガー

ズ」の４歳からの子ども達によるかわいい歌声と「ゴ

スペルスパローズ」の８０歳代までの迫力ある歌声

を聴きながら、楽しく食事をいただきました。 

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、寸劇「環境ボランティアに目覚

める！」では、環境について考えさせられる場面も

多く、出演者の日頃の活動とは違う顔と迫真の演技

に笑いが起こっていました。 

その後、楽しく交流では７テーブルにわかれ、自

己紹介の後にニックネームを呼びながら、ぬいぐる

みのキャッチボールがおこなわれ、楽しい雰囲気の

中「寸劇をみて思ったこと」をテーマに話が盛り上が

り、コラボしたい相手が見つかったと喜んでいた団

体もありました。フィナーレは「笑いヨガ」、皆さんは

子どもに返るおまじないで子どもの様に大笑いし、

会場は笑い声と満面の笑顔で包まれました。 

 

＜２４号＞２０１１年３月２１日 

市民活動ステップアップ交流会 



 2

 
 
 
 「助成金申請のコツ」 
    【講師】 NPO 法人ボランタリーネイバーズ 

            専門アドバイザー 中尾さゆり氏 

 助成金の情報を集め、助成する側の視点をしっかりと知

ることから始め、助成金を受ける目的をはっきりさせ、団

体として成長できる活動なのかを考えることなど、申請書

を書く前から必要なことから、実際に書くときの内容、事業

を実施しているときの着眼点や報告書を作成するまでと

項目ごとに具体的な例を挙げながら、とてもわかりやすい

お話を聞くことができました。 

 ワークショップでは、事業をおこなった時にスタッフや参加者が事業の前後にどのような変化があっ

たかについて話し合いました。たくさんの意見がでるような工夫や楽しい雰囲気作りの中、どのグル

ープもお互いの事業の話で盛り上がり、声をたくさん拾う大切さを学習しました。 

    

 
 

 

 

    平成２２年度に開催した「なるほどザ学習会」 

  第１回   ５月  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～ 

  第２回   ６月  市民活動に、今なぜ！？接遇 

  第３回   ７月  記録写真の撮り方 

  第４回   ８月   生物多様性と COP１０ 

  第５回   ９月  模造紙の書き方 ～効果的な団体 PRのために～ 

  第６回  １１月  NPO 車座あれこれ交流会 

  第７回  １２月  会議の進め方 

  第８回   １月  プレゼンテーション『力』アップ 

  第９回   ２月  助成金申請のコツ 

  第１０回  ３月  報告書の書き方 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９回 なるほどザ学習会 
２月９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 ２５名 

次回の「なるほどザ学習会」は・・・ 
第１０回 報告書の書き方  
３月２６日（土） １０：００～１２：００ マルチメディアルーム 

団体で参加して、みんなで分かりやすい報告書を書こう！！ 

２３年度も団体運営のため、会員のスキルアップのため、 

楽しくて、役に立つ「なるほどザ学習会」を開催します！ 

ぜひご参加ください！！ ★第１回は５月２８日（土）です。 
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団 体 名 

連 絡 先 

月 日 

時 間 
内 容 

青年海外協力隊 

ASENAN の会 

ＴＥＬ：0561‐57‐9623（江尻) 

４月９日（土） 

５月１４日（土） 

６月１１日（土） 

１０：３０～１１：３０ 

協力隊ナビ in せと 

「協力隊ナビ －協力隊経験者と語ろうー」 

場所：パルティせと ４階 第２会議室 

参加費：無料 

４月２日(土) 

９：３０～１１：３０ 

成年後見制度研修会 

場所：パルティせと ４階 第１学習室  定員：３０名

講師：鷲野林平氏（半田市地域包括支援センター所長）

NPO 法人 

ネットワーク・せとっこ 

TEL：0561-21-5208（中島） 

 

わいわいセール担当 

TEL：0561-83-9065（田中） 

５月１７日(火) 

１０：００～１５：００ 

※閉店時間変更 

わいわいセール 

場所：パルティせと 4 階 大会議室 

※手作り品・野菜など出品をお待ちしています。 

４月９日(土) 

９：３０集合 

佐奈川 桜と菜の花ウオーク（１０Ｋｍ） 

集合場所：名鉄八幡駅     

コース：豊川公園―桜ヶ丘公園―豊川稲荷 

５月１日(日) 

１０：３０集合 

桃助橋とつつじ 観賞ウオーク（１３Ｋｍ） 

集合場所：JR 南木曽駅 

コース：妻籠宿入り口―ミツバつつじ群生―桃助橋 

５月２９日(日) 

７：４５集合 

中山道ウオークパート３ バスウオーク（１３・１９Ｋｍ）

集合場所：愛環瀬戸市駅前 

コース：大湫宿―細久手宿―御嵩宿 

※申込み締切り ５月１日（日） 

瀬戸市愛歩会 

TEL：080-3065-7275(松原) 

６月５日(日) 

９：００集合 

緑と太陽の町尾張旭アルコロジーウオーク 

（６・１０・１５Ｋｍ） 

集合場所：名鉄尾張旭駅城山球場 

コース：城山公園―（コースごと各所）―長池 

４月１０日(日) 

１０：３０～１２：００ 

 

あそびの学校 とうふ作り（おみやげ付き） 

場所：窯のひろば（銀座通り商店街内） 

参加費：８００円（試食あり） 

５月８日(日) 

１０：３０～１２：００ 

 

あそびの学校 こんにゃく作り 

場所：窯のひろば（銀座通り商店街内） 

参加費：８００円（試食あり） 

NPO 法人 

エム・トウ・エム 

TEL：0561-85-6281 

(窯のひろば) 

６月１２日(日) 

１０：３０～１２：００ 

 

あそびの学校 虫よけスプレー作り 

場所：窯のひろば（銀座通り商店街内） 

参加費：１，０００円 

瀬戸尾張旭 

郷土史研究会会 

TEL：0561-87-3119（松原） 

５月２４日(火) 

９：００集合 

「ええとこ訪ね隊瀬戸」  

街道と宿場町（中馬街道「足助宿」） 

集合場所：瀬戸市図書館（マイクロバス予定） 

申込締切：５月２２日（日）   参加費：あり   

末広亭で 

すえひろがりの会 

FAX：050-7518-0270 

TEL：080-1565-6824 

５月２８日(土) 

１４：００～ 

 

第９回せと末広寄席 

演者：楽語の会 東海支部のみなさん 

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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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５回ワンコイン交流会● 

～防災『力』アップ～ 

「防災サバイバルスタンプラリー」 
（本年度「リーダーそだて塾」から生まれた。） 

２月１９日(土) １０：００～ 大会議室  参加者６１名 
 
 防災の意識を高めてもらおうと実施。６つのコーナーをグル
ープごとに体験し、スタンプを全て集めたグループには防災
認定書が授与されました。 

「非常持ち出し品ゲーム」では重さを体感、非常持出品を

選び過ぎ、その重さにびっくりした参加者もあり、「応急手当コ

ーナー」では雑誌を使っての応急手当を知って、見て聞いて

体験することは大切だ、次回は別の方法も覚えたいなどの意

欲的な発言もありました。 

 ゲーム感覚の中に、もしもの時に生きぬくノウハウが詰まっ

た今回の「防災サバイバルスタンプラリー」は参加者に好評

で、ぜひ、小、中学生にも体験してもらいたいとの意見が多く

でました。 
 
 
 
 

 

 

 

 

平成２３年度 せと市民活動連絡会総会開催します！ 
 ５月７日(土) パルティせと ４階 マルチメディアルーム 

         （予定） １０：３０～ 第１部 総会 

１１：１０～ 第２部 交流会 
「せと市民活動連絡会」に登録されている団体のみなさま、お誘い合わせのうえ 

ぜひご参加ください。 

加入を考えている、興味がある団体のみなさまも、参加して一緒に協働しませんか！？ 

 

★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！ 

パルティせと ４階 マルチメディアルーム ワンコイン交流会 

２３年度も 

ワンコイン交流会 

開催します！ 

ぜひ、 

参加ください！

◆東北関東大震災募金活動開始！ 皆様のご協力をお願いします。 
３月３０日（水） １８：００～１９：００ 尾張瀬戸駅前パルティせと通路 

  防災ネット・せと（災害救援ボランティアせと ・ ＮＰＯ法人瀬戸 ・  
ＮＰＯ法人アクティブシニアネットせと 家具止隊) 

 ※以降４月～１０月の第１水曜日に活動をします。 

募
金 



 5

 
 
 
今、市民活動センターには１６９団体(8,190 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。

絶滅が心配されている希少植物「マメナシの木」の保存・観察に取

り組んでいる「せとマメナシ観察会」の代表加藤光文さん。水南小学

校を拠点に、１５名の会員と共に精力的に活動を続けています。 

「『マメナシの木』は２万年の昔、氷河期の遺存植物と言われてお

り、他の地区ではめったに見られない絶滅危惧種ⅠA 類に指定され

る貴重種の一つです。春には５弁の白い花が咲き、秋には直径１cm

ほどの実をつけ、瀬戸市内には現在８本の木が確認されています。

特にこの地区は東海丘陵要素と呼ばれる貧栄養、強酸性、低湿地

のマメナシの木に適した生育環境があり、身近にすむものとしては

貴重な植物の絶滅を見ているわけにはゆきません。」とマメナシのこ

とになると話は尽きず、熱く語ってくださいました。 

昨年のビッグニュースは、当会で手掛けてきた実生（種から発芽さ

せ育てた植物）の木が７年目にして花を付けたこと。また、小学校へ

の出前授業も行い、樹高の測定や CO２の吸収率、貴重種の大切さ

を子どもたちと学習していることなど、目を輝かせて語る加藤さん、

「この環境が末永く続くように」と願う思いがあふれていました。 

 日本舞踊紫泉流創立１０周年をお祝いして先月、名古屋市八事に

ある八勝館において「初舞の会」を開催されました。日舞が好きで子

どもの頃より習い始め６０年、現在家元として「日本の伝統芸能を次

世代に伝える」をモットーに指導されています。 

いつもお互いが気遣い、品格や教養も高めてほしいとお弟子さん

への気配りもされています。習い始めの頃より皆さんの所作や着付

けがだんだん上手になることや、また「踊りを理解し身体を動かすこ

とは脳の活性化につながり、いつまでも若々しく足腰が丈夫になりま

す」と嬉しそうに話される高橋さん、お弟子さんへの溢れる思いに感

銘を受けました。会員さんの中には留学時に踊りを披露したいと国

際交流のためにお稽古をされる方、子どもさんも増えたことも「これ

からの楽しみです」と爽やかな笑顔が印象的でした。 

週５日のお稽古の他、瀬戸、長久手の文化協会への出演や市民

活動センター、国際センター、ボランティアセンター等で活躍されてい

ます。和服姿の美しい高橋さんは、興味のあること、行って見たい所

へは直ぐ車でお出かけになるアクティブな一面も拝見しました。 

せとマメナシ観察会 

    加藤 光文さん 

日本舞踊紫泉会 

高橋 啓子さん 
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【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 『ほっとネット☀せと』 に掲載 

☆ 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」 （年４回） 

☆ 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） 

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。 

市民活動センター 平成２３年度のおもな予定 

大いに 

ご利用くだ

さい！！ 

 ■ 『なるほど ザ 学習会』（全９回）  場所：マルチメディアルーム  

第１回 ５/２８（土)  １０：００～１２：００ （仮）「子どもたちの今 大切な食育」 

■ リーダーそだて塾  場所：マルチメディアルーム 

６月１１日（土）・１８日（土）・２５日（土）  

 ●６月１１日（土） 講演会  （仮）「みんなでリーダー！」 

講師 社会福祉法人大阪ボランティア協会常務理事 早瀬 昇氏   

■ 「交流フェスタ２０１１in パルティせと」開催 １０月８日（土）  

  実行委員を募集します。一緒にフェスタを盛り上げましょう！ 

 参加して！！ 
自分さがしを 

してみませんか！ 

■ ロッカーの貸与について 
利用期間 ： 平成２３年４月１日から平成２４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お申し込みください。 

※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。 

市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ 


