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平成２３年度 せと市民活動応援補助金
交付団体３９団体が決まりました！
５月２８日（土）やすらぎ会館５階大集会室において、公開プレゼ
ンテーション及び審査会が行われ３９団体の事業に補助金交付が
決まりました。過去最多の３９団体の応募に２分３０秒と短い持ち
時間ながら、各団体の熱い思いが語られました。今後の事業展開
が楽しみです。
◆はじめの一歩活動
団体名
地域包括支援ネット 朗笑の会
いこまいか幡山
瀬竹会
シンセサイズ中部

事業名
高齢者の介護予防・支援事業
いつまでも若く楽しく
〜災害にも負けない体力づくり〜
瀬戸市内の竹林整備を通し、里山環境保全意
識の向上を図る
聞いて・知って・ナットク！！統合失調症

弥生の会
特定非営利活動法人瀬戸地域福祉を
考える会まごころ
瀬戸介護家族の会
パルティせとで「夏まつり」実行委員会

瀬戸市の花 椿の花を飾ろう
認知症サポーターボランティアの育成

やきもので絆を育む会
瀬戸市元気会
煌めきライブの会

やきもので絆を結ぼう！
瀬戸市民大合唱の輪
煌めきライブ歌謡祭

瀬戸市健康づくり食生活改善協議会
防災ネット・せと

せとっこ食育探検隊！
防災力アップスタンプラリー

ボランティアネットワーク水南
せと・市民塾同好会

今が青春・輝いてシニアの「ファッションショー」
トーク・歌うことの喜び
〜さぁ 歌ってみましょう〜
市民活動サポート…地域メディア講習
年末クリーンウオーク
『紅葉の岩屋堂から道の駅・瀬戸しなのへ』
元気種まきやプロジェクト

ＮＰＯ法人グループファーム協力会
瀬戸市愛歩会
ガールスカート愛知第６６団

ケアする人のケア（介護家族の支援）
パルティせとで｢夏まつり｣
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日程（予定含）
年１２回
１０月１０日(祝・月)
13：30〜15：30
８月・１１月
６月〜３月(2 回/月)
７月２３日（土）
14：00〜16：00
１０月・２月
１１月
１月〜２月
６月〜２月
７月２４日(日)
16：30〜19：30
複数回
９月１７日(土)
１０月９日(日)
10：00〜18：30
８月〜１１月（３回）
８月２０日(土)
9：30〜13：00
１１月３日(祝・木)
９月１８日(日)
14：00〜15：45
９月中旬
１２月４日(日)
9：00〜16：00
１０月８日(土) ・
１１月

◆まちづくり活動
団体名
東部グリーン美術会
ＮＰＯ法人アクティブシニアネットせと
モリコロの川を守るプロジェクト
楽農会
「せと狛犬物語」編纂普及協議会
瀬戸ノベルティアーカイブズ
瀬戸・尾張旭郷土史研究会同好会
瀬戸椿の会
山口ホタルの会

特定非営利活動法人
成長・発達サポートあいち
こうはん婦人会
パソコン教室「幡山パソコ」
Ｍａｍａʼｓ ｓｍｉｌｅｓ ｗｉｔｈ ｆｉｎo*

事業名

日程（予定含）
市民と美のひろば
６月〜２月
三世代交流イベントの開催
８月２１日（日）・
１２月・１月・２月
矢田川水系の環境活動の広報事業
９月・１月（発行予定）
菜の花だより
９月〜２月
陶祖藤四郎と重要文化財「陶製狛犬」を市民 ６月〜１２月
に普及する
ノベルティ保存継承のための映像記録と関連 通年
資料の収集研究
歴史探索 ええとこ訪ね隊瀬戸
１０月・１１月
赤津凧山つばき園（仮称）建設事業
２月完成
愛・地球博のテーマである自然との共生を意 ６月１１日(土)
識した講演会開催とホタルの生活環境保全及 19：00〜
び草刈り等による保護活動
及び３〜５回実施
ママと子どもが主役の子育て講座（全３講座）
１０月・１１月・
１２月・２月
日本の伝統文化継承事業
７月〜８月
〜浴衣で盆踊り！〜
「シニアげんき瀬戸」ブログ発信支援事業
６月〜２月
ハンドメイドで人とつながる社会
１１月及び
〜子育てママから明るい未来を〜
９月・１１月・１月

◆まるっとミュージアムイベント活動
団体名
瀬戸うまいスター倶楽部

事業名
日程（予定含）
街のあかり路・心のあかり路・食でつなぐあっ １２月 (土)
たか路
18：00〜20：00
菱野地区まちづくり協議会
花餅つくり
１２月 (日)
9：00〜12：00
祖母懐まちづくり協議会
陶篭のあかり
７月９日(土)
―キャンドル・ナイトに誘われて
9：00〜12：00
赤津ふれあい祭り実行委員会
赤津に来てよかった大交流
７月２３日(土)
おてて絵本普及協会・あいち支部
絵本作家サトシンの絵本＆ネコの絵本を読み ９月２３日(土)又は
まショー（仮題）
９月２４日(日)
瀬戸ガラスの会
ガラスと遊ぼうプロジェクト
８月２７日(土)・２８
日(日)及び冬休み
高森窯業チャリティー・キャンドルナイト 東日本大震災被災地支援 チャリティー・キャ ９月
実行委員会
ンドルナイト＠せと 2011
終日・
〜優しさのあかりを灯す〜
18：00〜21：00
品野つくし会
ライトアップ岩屋堂
１１月１２日(土)
〜２０日(日)
17：30〜21：00

この３９団体の成果報告会は平成２４年２月２５日（土）
文化センターにて開催を予定しています。
ぜひ、ご参加ください。
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第２回

なるほどザ学習会

６月４日(土) 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 ２１名

「みんなで食育・一生食育」
〜食でコミュニケーション〜

【協力団体】 瀬戸市健康づくり食生活改善協議会
「みんなで食育」について「瀬戸市健康づくり食生活改
善協議会」の会員より、日頃の活動と野菜作りや運動、食
器作り、エコ活動など全てが食育につながっていることな
どのお話をうかがった後、パワーポイントを使って、食育
基本法や食事バランスガイドについての解説と活用方法、
バランスよく食べることの大切さを学びました。また、食育
劇もあり食べ物が口に入ってから排出されるまでのことを
分かりやすく演じられ、楽しく理解することができました。
グループワークでは、３つのグループに分かれ、家庭や地域、自身がやっていることやできたらい
いことなど意見を出し合い、｢子どもに料理を教えていきたい｣「野菜作りをしている」「一人でもバラン
スのいい食事を心がける」「犬の散歩をしている」「地産・旬の食材を使う」など多くの意見が出され、
わかってはいてもなかなかバランスのよい食事を考えるのは難しいが、今日は楽しくわかりやすく学
べて良かったとの感想が聞かれました。

次回の「なるほどザ学習会」は・・・
６月２９日(水) 「市民活動に、今なぜ！？接遇」
７月 ９日(土) 「イベントを成功させるために」
７月２３日(土) 講演会「回想法について」

リーダーそだて塾

６月１１日(土) 10:00〜12:30
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 ６０名

「みんなで！リーダー」

【講師】 早瀬 昇氏（大阪ボランティア協会常務理事）
講演会「みんなでリーダー」をテーマに大阪ボランティア
協会常務理事 早瀬昇さんに、リーダー像や仲間づくり、
団体運営などについて分かりやすく、様々なポイントを交
えたお話うかがいました。軽快な笑いの絶えない語り口
調に引き込まれ、一時間半の講演が短く感じられました。
参加者に感想を聞いたところ「私は今年初めて会の代
表をやるので、会を運営していくためにとても参考になりま
した」「もっと話を聞きたかった。活動は自発的に行うものであるが、リーダーは“しんどい”の言葉に思
わずうなずいてしまった。会員の人にもっと甘えます。」「リーダー任せではなく、目的を共有し、支え
合いが大切なことがわりました。」などの言葉が返ってきました。
豊富な活動経験を通しての講演は、市民活動をされている方々にとって、大いに参考となり、今後
の団体運営に活かしながら、仲間を大切にして楽しく活動していく指針となりました。
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◆市民活動センター登録団体の東日本大震災支援活動◆◆◆◆◆
災害救援ボランティアせと
会員の中で（現在 7 名ほど）いろんな形で被災地にボランティアに行っています。その報告は、機会
のあるたびに行っています。年内には「災害救援ボランティアせと」として、バスをチャーターして被災
地に行く計画をしています。

防災ネット・せと
３月３０日から始まった募金活動は４回を数え、合計金額
は１５８,４８４円となりました。集まった募金は中日新聞社を
通じて被災地へ送られます。
今、私たちのできることとして、１０月まで、毎月第 1 水曜
日の午後６時から７時まで、パルティせと自由通路（名鉄尾
張瀬戸駅前）と、名鉄新瀬戸駅の通路で募金活動を行って
います。
皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

せとマメナシ観察会
６月１８日（土）「道の駅 瀬戸しなの」のご協
力により敷地の一部をお借りして東日本大震
災復興支援チャリティ工作教室を開催しまし
た。
当日は雨模様にも拘らず、約１００名の来訪
者がお見えになり、木工品の購入、製作を行
い、約２０,０００円の支援金を承りました。

託児ボランティアたんぽぽ
「たんぽぽらしい支援をしたい」、「子どもたちに少しでもや
すらぎの時間を」と、被災した子どもたちに絵本を届けるため
に周りの方々に声をかけました。
みなさんの協力でたくさんの絵本が集まり、また送料の寄
付も頂きました。６月１日に第１便として、絵本を年齢別にダ
ンボール３箱に分けて「NPO 法人国際福祉ネットみやぎ・２１」
に贈りました。
今後もより多くの子どもたちに、絵本を届けたいと考えてい
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

月 日
時 間

社会福祉法人
くわの実福祉会

７月２日（土）
１０：００〜１４：００

瀬戸市愛歩会
TEL：080-3065-7275(松原)

７月３日(日)
９：００集合

内 容

第５回 くわの実まつり
イベント・マジック体験・ゲーム・バザー・カフェ等
場所：くわの実福祉会 まゆ・かいこ
ビール工場見学（１２Ｋｍ）
集合場所：名鉄国府宮駅
コース：国府宮神社―稲沢公園―性海寺―清洲公園

８月７日(日)
７：３０集合

木曾赤沢自然休養林 バスウオーク（６・１０Km）
集合場所：愛環瀬戸市駅
※申込み締切り ７月２０日（水）

９月４日(日)
９：００集合

各務ヶ原 新加納立場コース（１１Ｋｍ）
集合場所：名鉄各務ヶ原駅
コース：三井山―新加納立場―徳山陣屋―冬ソナストリート

東部グリーン美術会
ＴＥＬ：0561-41-3061（岩外)

７月１０日(日)
９：３０〜12：00

万博瀬戸ボラせんの会
ＴＥＬ：0561-21-5336（中井)

７月１７日（日）
８月２１日（日）
９月１８日（日）
１０：３０〜１５：００

ＮＰＯ法人海上の森の会
ＴＥＬ：0561-21-9298
（事務局)

７月１７日(日)
１０：００〜15：00
７月３１日(日)
１０：００〜15：00
８月７日(日)
１０：００〜15：00

裸婦デッサン会
講師：春田光一画伯 場所：文化センター１３室
会費：600 円 ※初参加者は要事前電話予約
ワークショップ・おもちゃ病院
缶バッチ作成・バルーンアート・ボディペイント等
場所：瀬戸万博記念公園（愛パーク）
※おもちゃ病院は偶数月に開院
海上の森の夏のキノコ（調査学習会）
場所：海上の森 定員：５０名
海上の森の水生生物（調査学習会）
場所：海上の森 定員：３０名
海上の森の昆虫（調査学習会）
場所：海上の森 定員：５０名
森の自然探検隊「森のひみつ基地であそぼう」
場所：海上の森 定員：５０名
パルティせとで「夏まつり」
場所：パルティせと５階アリーナ
内容：盆おどり・マジック・歌・縁日・ビンゴ

８月２８日(日)
１０：００〜15：00

パルティせとで
｢夏まつり｣
TEL：0561-21-5952(岡島)

７月２４日(日)
１６：３０〜１９：３０

日本舞踊紫泉会
TEL：0561-82-5956（高橋）

７月３１日(日) （初日）
１０：００〜１１：３０

８月３日(水)・１０日(水)・
１７日(水)・２４日(水)
１０：００〜１１：３０

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

８月２７日(土)
１４：００〜

日本舞踊こども教室
（Ｈ２３．７〜Ｈ２４．２ 月１回・計８回）
場所：パルティせと５階アリーナ
対象年齢：幼児・小学生・中学生
おどってみましょう！にほんのおどり
場所：瀬戸市文化センター 文化交流館３階和室
対象年齢：幼児・小学生・中学生
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

☆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！
★平成２３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７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２３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１０１団体のうち、７４団体８６名の出席があり、
事業報告、事業計画（案）が審議・承認されました。
来賓としてご臨席いただいた増岡錦也市長より「皆さんのさらな
る活発な活動が、瀬戸市の発展につながることを期待している」と
激励の言葉をいただきました。
総会後の交流会には、７６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
手書きの名刺を使っての交流タイムや団体のＰＲ、東日本大震災
へボランティア活動にいかれた方々の体験談やボランティアのた
めの募金活動も行われました。皆さん積極的に交流を深められて
いました。

ワンコイン交流会

★今年も開催します！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●
「みんなで考えよう防災Ⅰ」
６月１５日(水) １０：００〜１４：００
品野台地域交流センター「ぬくも里」にて開催！ 参加者２５名

自分の命は自分で守ろうと「炊き出し体験」を行いました。限られ
た水のみという設定で、家から食材を各自一品ずつ持ち寄り、集ま
った食材だけで料理を作りました。
パスタのゆで湯でこんにゃくのアク抜きをし、その湯で洗い物をするなど、各グループで工夫をしな
がら当たり前に出る水の有難さを感じ、節電や資源の有効利用などの意識向上にも繋がりました。
今回初めて地域で開催しましたが、地域の方々からは「参加できて良かった」との声が聞かれ、ま
た「ぜひ私の地域でも開催してほしい」という声があがりました。

●第２回 ワンコイン交流会
「みんなで考えよう防災Ⅱ」 〜被災地の子どもたちは今！〜
日時：７月２０日(水) １３：３０〜
場所：パルティせと４階マルチメディアルーム

●Ｍａｋｅ ａ ＣＨＡＮＧＥ Ｄａｙ に今年も参加します！
日時：１０月２２日(土)

場所：パルティせと５階アリーナ
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ぜひ、
参加ください！

今、市民活動センターには１７４団体(8,850 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。
県内を中心に約１２km のウォーキングを楽しむ「瀬戸市愛歩会」の
会長である松原覚さん。健康づくりに興味のある方はぜひ歩きましょ
うと呼びかける。一人ではなかなか歩けない１０km も、皆でワイワイ
言いながら歩くと、結構歩けるそうです。
愛歩会に入ったきっかけは何も知識がないのに、いきなり熱田神
宮から伊勢神宮までの１３０km を４日間で歩こうという行事に参加し
ゴールしたこと。「歩けば健康になる」→「健康になれば家族が喜ぶ」
→「健康になれば医療費が安くなり、こども手当等の財源が賄えて
国が喜んでくれる」→「CO2 が減り地球が喜んでくれる」一石四鳥・五
鳥にもなるというのが持論で、歩くことは排出ガスもださないので名
刺には「地球は未来の人からの預かりもの」と刷ってあります。
今までで一日に歩いた最高距離は、今年２月開催の姫路城から
大阪城までの約１００km、完歩された証明を見せていただきました。
毎年、初詣でウォークとして奥さんと熱田神宮まで歩いていくことが恒
例となっていること、また生涯で４万 km を歩くのが当面の目標と聞いて
さらに驚きました。酒を一滴も飲まないがアル中（歩く中毒）と周囲か
ら呼ばれると苦笑いされていました。

弥生の会
若杉 スエさん

瀬戸市愛歩会
松原

覚 さん

市内の行事、会議等で時々拝見するおなじみの人、若杉スエさん
は小物を作る手芸同好会「弥生の会」の代表として、２２名の会員と
活躍中です。
その弥生の会では、古布を生かし、小物やバッグに結びつける飾
り物等、いろいろなものを作っています。
月２回パルティせとに集まり作品作りに励まれていますが、季節に
合わせた作品も多く、前回作ったサンバイザーは大変な人気で、会
員の方々が日頃のお出かけに早速使ってみえるそうです。その日の
うちに仕上げることのできる作品ばかりなので、手作りの楽しさとす
ぐに使える嬉しさがあるとのこと。 手作りの良さをみなおし、時代に
あった資源の活用「モッタイナイ」を実践中です。
桃の節句の時期には、アーケード街の末広亭で「つるし雛」の展
示発表会をやり、３月にオープンした「道の駅瀬戸しなの」でもワーク
ショップ(１０月中)を計画するなど、様々な活動を展開されています。
そのほか、永年活動している観光ボランティアの話になると留まる
こと無く次から次へと話が続きました。別の機会にぜひ紹介したいも
のです。

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

今後のおもな予定

■ 『なるほど ザ 学習会』（全９回）
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回

６/２９（水) １０：００〜１２：００
７/ ９（土） １０：００〜１２：００
７/２３（土） １０：００〜１２：００
８/２７（土） １０：００〜１２：００
９/１７（土） １０：００〜１２：００
１１/２３（水）１０：００〜１２：００

■ リーダーそだて塾

場所：マルチメディアルーム
「市民活動に、今なぜ！？接遇」
「イベントを成功させるために」
講演会「回想法について」
記録写真の撮り方
模造紙・チラシの書き方
参加して！！
プレゼン「力」アップ
自分さがしを

場所：マルチメディアルーム

してみませんか！

６月２５日（土） コラボで夢の企画・交流タイム

■ 「交流フェスタ２０１１in パルティせと」開催 １０月８日（土）
７月に参加申し込み、 ８月に説明会を予定しています。

■ 「ＮＰＯ車座あれこれ講座」 １１月１９日（土）

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 『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回発行）
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 ２５日（土）ＰＭ ・ ２９日（水）ＰＭ
７月 ２０日（水）ＡＭ ・ ２３日（土）ＰＭ
８月 ６日（水）ＰＭ ・ ２７日（土）ＰＭ

大いに
ご利用くだ
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。
【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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