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交流フェスタ２０１１in パルティせと開催！

「“絆”With us

私たちとともに

」

日 時：１０月８日（土）
１０：００〜１６：００
場 所：パルティせと２・４・５階

市民活動の様々な取り組みを見て、聞いて、国際交流の
できるフェスタを開催します。秋の一日を一緒に過ごしませんか！？
お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

５階

★歌や踊り、マジックなど多彩なステージをお楽しみください♪
★市民活動・国際交流ブースでは３１の団体との交流・体験が楽しめます♪
★ロビーでも、野菜や椿の苗などの販売、マジックやバルーンアートなど
お楽しみがいっぱい♪リサイクル回収もあります！

１３：００〜１４：００
５階 アリーナ

Bear’s Band コンサート
どこかで聞いたことがあるなって曲を気軽に
聞いていただけるようにアレンジしました。
ジャズを楽しんでください！

４階

ビンゴ大会
１５：１５〜
ビンゴカードの配布は
コンサートにて！

★活動紹介パネル展示
★東日本大震災
２階
★ふれあい茶屋 （１００円〜）
チャリティーバザー
抹茶・コーヒー・パン・災害非常食など
１０：３０〜１３：３０
★キッズコーナー
善意で寄せられた品物（新品）
魚つり・輪投げ・竹細工
を手ごろな価格で販売します。
★国際センターの部屋
※売り上げは全額復興支援の
世界旅行の気分を味わえます！販売も有り！
ために寄付します。
★ワールドカフェ （１００円）
スタンプラリー （先着２００人）
２階でカードを配布！
南米やスペイン、イタリアなどラテンの香り！

☆詳細は市民活動センターで配布しているチラシをご覧ください。
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５階受付で参加賞をもらおう！！

リーダーそだて塾

６月２５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 ２３名

【テーマ】 コラボで夢の企画づくり 「何かをはじめる楽しさ発見！」
４グループから、夢のある企画や今後、実現できそうな企画も生まれました。
Ａ「災害について考える」
・ あらゆる場で啓発を行う。（災害を知り、防災の大切さを考える場の提供）
・ 瀬戸で実際に起きた過去の災害も展示、非常時の携帯電話の使い方講座開催。
・ 自分の身元がわかる「たまごっち」を全市民が携帯。
・ 六古窯の町と防災協定を結び交流をする。
・ 町内ごとの防災マップを作成し災害時の集合場所を設ける。
Ｂ「団体がお互いに顔を合わせるチャンスをつくる」
ブログで交流の場を広げ、ブログでお見合いを重ね、お互いに
協力できる可能性を見つけるシステムを作っていく。
Ｃ「ガラスと陶器を活かした瀬戸のまちづくり」
〜既存の施設を最大限に利用〜
瀬戸市のシンボルである瀬戸川に広めの橋を架け、広場をつくり、歴史ある瀬戸の『宝』を一同に
集めることができるようにする。広場を中心にガラスや陶器などの展示・体験スペース、わくわくとお
買い物ができる場、瀬戸の味が堪能できる飲食店、美術館の整備、広範囲に散らばっている名所
旧跡へのアクセスの整備をし、また来たくなるような「まちづくり」をする。
Ｄ「健康と食について」
・ 全市民を挙げて一日イベントの開催 （団体がコラボして催事を考える）
例えば、 市民が一緒に「健康と食について」考える。
健康弁当を皆さんと作り、楽しくハイキング。
一人暮らし・高齢者が集まりハイキングや食事会をする。
・ 就労支援の拠点をつくり働く場の提供。

第５回

なるほどザ学習会

「回想法をやってみよう！」

７月２３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 １５名

はじめに二人一組になり、出身地の自慢話や当時住んでいた家
の周辺の状況などを中心に自己紹介をおこないました。
回想法とは、昔懐かしい生活道具や歌などを用いて、かつて経
験したことを楽しみながら皆で語り合うことにより、脳を活性化させ
気持ち（心）を元気にする療法で、高齢者だけでなく対人交流や情
緒の活性化などにも効果があるとのお話をうかがった後、グルー
プで各自持参した思い出の品物について語り合いました。
「結婚を申し込まれた際の贈り物」「中学時代の写真」など当時のエピソードや悩んでいたことなど
皆さん生き生きと語り、交流もより深まりました。

次回の「なるほどザ学習会」は・・・
の

１１月２３日(水) 「プレゼン「力」アップ」
１２月１４日(水) 「模造紙の書き方」
１月１１日(水) 「報告書の書き方」
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登録団体イベントカレンダー
団 体 名
連 絡 先

弥生の会

月 日
時 間

内 容

古布で作る 瀬戸市の花 つばき
瀬戸の山や家々の軒先を美しく色取る椿の花を、古
布で作りませんか。
場所：道の駅 瀬戸しなの

１０月１５日(土)・
１６日(日)
１０：００〜１５：００

※参加費・材料費無料

万博瀬戸ボラせんの会
ＴＥＬ：0561-21-5336（中井)

１０月１６日(日)
１１月２０日(日)
１２月１８日(日)
１０：３０〜１５：００

ＮＰＯ法人海上の森の会
ＴＥＬ：0561-21-9298
（事務局)

１０月１６日(日)
１０：００〜１５：００

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
１２月は餅つき大会有り 参加料：２００円
１１：００〜１５：００（なくなり次第終了）
海上の森の秋のキノコ（調査学習会）
場所：海上の森 定員：５０名
豊かな森づくり「人工林の間伐作業実践」
場所：海上の森 定員：３０名
海上の森の秋の植物（調査学習会）
場所：海上の森 定員：３０名
里の森「雑木林と竹やぶの手入れ体験」
場所：海上の森 定員：３０名

１０月２３日(日)
１０：００〜１５：００
１１月３日(祝・木)
１０：００〜１５：００
１１月６日(日)
１０：００〜１５：００
１２月４日(日)
１０：００〜１５：００

NPO 法人ネットワーク・
せとっこ
FAX：0561-82-0278
TEL：080-5120-9943（神谷）

１０月２７日(木)〜
１０：００〜１１：５０
１２月４日(日)
１１：３０〜

東部グリーン美術会
ＴＥＬ：0561-41-3061（岩外)

１０月２９日(土)
１０：００集合
１１月６日(日)〜
１２日(土)

ボランティア
ネットワーク水南
ＴＥＬ：0561-21-9161（横山)

11 月３日(祝・木)
１３：３０〜１５：３０

古瀬戸吹奏楽団
TEL：0561-82-4917（鵜飼）
瀬戸メサイア合唱団
TEL：0561-83-5174（中山）
末広亭で
すえひろがりの会
FAX：050-7518-0270
TEL：080-1565-6824

１１月２０日(日)
１３：３０開演（開場１３：００）
１１月２３日(祝・水)
１３：３０開演
１１月２６日(土)
１４：００〜

森の中で「間伐材活用のテーブルづくり」
場所：海上の森 定員：３０名
平成２３年度「せと・市民塾」 （全８回） 募集中!
場所：パルティせと 締切り：１０月１１日（火）
結婚支援「トキメキﾄﾞｷﾄﾞｷ・結婚プラン」
場所：グレイセル 募集期間：１０月１日〜１１月６日
第２回 子ども写生大会
集合場所：パルティせと１階広場
父兄同伴 持ち物：画板、絵具など(画用紙は配布)
子ども写生大会展示会
場所：パルティせと３階壁面
今が青春・輝いてシニアのファッションショー
場所：瀬戸信用金庫ギャラリーひまわり
出場者募集中！ 締切り：１０月１８日（火）
６５歳以上の男女 ４０名・５〜１０歳のこども １０名
定期演奏会２０１１年
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール 入場無料
第１３回 チャリティコンサート
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール 入場無料
第１１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！

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〜

７月２０日(水) １０：００〜１２：００ マルチメディアルーム
参加者２３名

４月に被災地へボランティアに行かれた藤野さんと相羽さんに、
現地の写真を見ながらお話をうかがいました。
『今、私たちにできること』について、「被災地に向けてできるこ
と」と「今後の備えや心構えについて」グループごとに意見を出し合
いまとめました。「被災地などの物産を買う」「義援金などの支援を
続ける」ことや「水や非常食の準備・確認」｢日頃の近所付き合いの
大切さ｣など多くの意見が出され、防災のことを改めて考えることができる交流の場になりました。

●第３回ワンコイン交流会●
「瀬戸の昔話」
８月６日(土) １０：００〜１２：００ マルチメディアルーム
参加者２６名（子ども１名含む）

「瀬戸の昔話」を写真を見ながら聴きました。お話の舞台になっ
た場所の今の様子について「瀬戸尾張旭郷土史研究同好会」の方
から､わかりやすい解説があり､皆さん話に引き込まれていました。
交流会ではそれぞれのお話にかかわる知識交換や思い出話、
「もっと詳しい話が聞きたい」など話が尽きませんでした。
「お話を聞くと情景が広がってきて、改めて昔話はいいと思った」との感想が聞かれました。

●Ｍａｋｅ ａ ＣＨＡＮＧＥ Ｄａｙ

（全国一斉一日ボランティアデー）

「絆」つながる・広がれ市民活動ボランティア
日時：１０月２２日(土) １０：３０〜１４：３０
場所：パルティせと ５階 アリーナ
内容：◎防災クイズ・非常持ち出し品ゲーム・応急手当コーナー
◎非常食試食（高齢者にも食べやすい非常食など）
◎防災お見合いコーナー（個人や団体の交流を深める場として）
◎東北物産展（私たちのできることから）

ぜひ、
ご参加ください！

★当日お手伝いいただけるボランティア募集中！★（市民活動センターまで）
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今、市民活動センターには１７８団体(9,060 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。
自分の住む街の歴史を深く学び、その現場を探索し、そして市民
や子どもたちに語り伝えたい！という『瀬戸・尾張旭郷土史研究同好
会』は２７名。事務局長として東奔西走されている松原良滋さんにう
かがいました。
「『知るは楽しみなり』の教えの通り、知識を持つことは人生を楽し
くし、郷土の歴史も知れば知るほどに郷土に対する愛着は深まるも
のです。」と話して下さった松原さん。ご自身の郷土愛も並々ならぬ
ものをお持ちで、今村城主松原広長の流れを汲む一人として、「松原
公奉賛会」等でも活動されています。
同好会では、定例会、講話会、発表交流会、小学校での「昔話の
読み聞かせ」の出前授業などの世話係として裏方をこなしておられ
ます。
同好会が企画する、尾張近郊の城郭跡・城下町・神社仏閣の歴史
探索『ええとこ訪ね隊瀬戸』は、昨年の中馬街道の「足助の宿」に続
き、今年は“瀬戸物”を広く国内に送り出した船積みの跡を訪ねる
「熱田宮の宿」の散策や陶祖を訪ねて「陶祖藤四郎と小長曽古窯」
の散策を計画中。皆様のご参加をお待ちしているとの事でした。

瀬戸市地域婦人団体
連絡協議会
戸田 千里 さん

瀬戸尾張旭郷土史
研究同好会
松原

良滋 さん

瀬戸市内の地域婦人団体で構成する連絡協議会の会長を務め
る戸田さん。ごく平凡な家庭の主婦であった２０年ほど前、地域のこ
とに関わらないかと誘われ「一年ぐらいはいいか、私でよければ」と
気軽に引き受けたのがきっかけで、今では市内６つの婦人会、約９０
０名の会員の先頭に立って多忙を極めて奮闘されています。
婦人会の全国組織の目標三本柱「楽しく学ぼう、学習しよう」「奉
仕をしよう」「親睦を深めよう」を軸に、子供の見守り、消費者としての
学習、環境問題、男女共同参画事業、道の駅でのお雛めぐり、地域
の防災関連事業など活動範囲は多岐にわたっています。どんな活
動をされていますかと尋ねられると正直、底辺が広すぎて一言では
言い表すことができないそうです。
今年度は、交流フェスタで北方領土復帰に関わる支援事業として
北海道の昆布などの販売、「東日本大震災チャリティーバザー」への
協力。健康福祉フェアでアルファー米の試食、市体育館で健康づくり
大会の開催等を予定しており、協力し合って事を進めていくことで地
域の皆さんに楽しんでいただければと意気込みを語っていただきま
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
■ 『なるほど ザ 学習会』
第７回
第８回
第９回
第１０回
第１１回

今後のおもな予定
場所：マルチメディアルーム

１１/２３（水）１０：００〜１２：００
１２/１４（水）１０：００〜１２：００
１/１１（水） １０：００〜１２：００
２/８（水） １０：００〜１２：００
３/２４（土） １０：００〜１２：００

プレゼン「力」アップ
模造紙の書き方
報告書の書き方
助成金申請のコツ
会議の上手な進め方

参加して！！
スキルアップを
してみませんか！

■ 「交流フェスタ２０１１in パルティせと」開催 １０月８日（土）
■ 「ＮＰＯ車座あれこれ講座」 １１月１９日（土）
「改正ＮＰＯ法」について 講師：中尾さゆり（NPO 法人ボランタリーネイバーズ）

■ 「市民活動ステップアップ交流会」 ２月２５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）

１１月 １９日（土）ＰＭ ・ ２３日（水）ＰＭ
１２月 １４日（水）ＰＭ
１月 １１日（水）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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