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＜２７号＞２０１１年１２月２４日 

発行：瀬戸市市民活動センター 〒489－0044 瀬戸市栄町４５番地 パルティせと３階 
                         TEL（0561）９７－１１６１／FAX（0561）９７－１１７１ 

E-mail seto-npo@ma.gctv.ne.jp／URL http://www.gc-net.jp/seto-npo

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。 

来年も市民と団体との交流の場を提供し、団体と団体の橋渡しや運営に関

する相談など市民活動への様々な支援を行い、「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。よろしくお願いいたします。 

 
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】 ２月２５日（土） ９：３０～  
【場 所】 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 員】 １５０名（申込順） 

【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～ 

｢せと市民活動応援補助金｣活動成果報告会 

第Ⅱ部 １２：４０～ 交流会（軽食も含む） 

               映像で見よう！市民活動（品野祇園祭協賛会）

    １３：００～ 忘れないで！東日本大震災 

            体験談「被災地で感じたこと」 

      １３：５０～ 交流を深めましょう 

      １４：３０～ フィナーレ  

軽運動（それいけＧＯＧＯ） 

      １４：４０～ 終了

  皆さん！ 
ぜひ､ご参加 
ください！ 
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今年も２,３００人の方々が訪れ、交流がおこなわれました。 

５階アリーナでは、団体による活動報告や体験・販売による交

流や日頃の活動成果の発表がおこなわれ、「Bear’s Band コン

サート」では華麗なジャズの演奏に皆さん聞き入っていました。４

階ふれあい茶屋やキッズコーナーも賑わいをみせ、団体紹介パ

ネルを見て団体に加入された市民の方々もいました。 

 今年は４階に、防災への関心をより深めるための『防災コーナー』を、２階アートギャラリーでは、支

援として皆さまから善意の品物をお寄せいただき『東日本大震災チャリティーバザー』を、瀬戸市地域

婦人団体連絡協議会の方々に販売の協力を得て、開催しました。品物は完売、売上げ８０,３００円
は、全額復興支援として寄付しました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

知っておこう！「改正 NPO法・新寄付税制」 
 講師：中尾さゆりさん（NPO 法人ボランタリーネイバーズ 相談事業部長） 

 講演では平成２４年４月１日から施行される改正ＮＰＯ法

の内容について詳細な説明がありました。ポイントとして、

収支計算書が活動計算書にかわる内容は、従来の決算の

マニュアルとは大幅にかわってくるため、準備が必要とのお

話がありました。 

 その後の講師を交えての交流会では、改正に対する不安

や認定ＮＰＯの制度についての質問が多く出されました。今

後の動向に注目し、情報提供していきます。 
 

 
 
 「プレゼンテーション『力』アップ」  

 講師：西尾一己さん（凸版印刷株式会社 中部ＴＩＣ部 メディア統括プロデューサー） 

豊富な経験を踏まえての講演には、随所にプレゼンテー

ション力を向上させるためのポイントが含まれていました。 

ワークショップでは、せと応援補助金助成団体の実施事

業を中心にグループごとに模造紙を作成し、プレゼンテー

ションをおこないました。講師から具体的な講評を伺い、「今

後のプレゼンに大いに参考になりました。」と講師にお礼を

言われている参加者の姿も見られました。 

 

の 
 

   

 

なるほどザ学習会 １１月２３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 ２８名 

次回の「なるほどザ学習会」は・・・ 
 １月１１日(水) 「報告書の書き方」   

 ２月 ８日(水) 「助成金申請のコツ」 

 ３月２４日(土) 「会議の上手な進め方」  

交流フェスタ２０１１inパルティせと を開催しました。 

１０月８日（土） パルティせと ２・４・５階 

NPO 車座あれこれ講座 １１月１９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 ２３名（１２団体） 
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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８日(日) 

１６：００～ 

初踊り 

場所： グレイセル 

１月９日(月・祝) 

１０：００～１５：００ 

里の正月行事とどんど焼き 

二日のトロロ・七草粥・どんど焼き他 

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：非会員５００円、小学生３００円、幼児無料 

ＮＰＯ法人海上の森の会 

TEL：0561-21-9298 

(事務局) 

１月２１日(土)・２２日(日) 

１０：００～１５：００ 

里山のものづくり（竹炭作り） 2 日１セット 

場所：海上の森 

定員：５０名 

１月１４日(土) 

９：００集合 

新春初歩き（１４km） 

集合場所：JR 高蔵寺駅 

コース：東谷橋→フルーツパーク→尾張戸神社 

   →フルーツパーク→瀬戸市民公園→深川神社

２月５日(日) 

９：００集合 

瀬戸お雛めぐりウオーク（１１km） （総会ウオーク） 

集合場所：愛環瀬戸口駅  

コース：デジタルタワー→菱野トンネル→無風庵 

     →瀬戸蔵 

瀬戸市愛歩会 

TEL：080-3065-7275(松原) 

 

３月４日(日) 

９：００集合 

江南市 ふるさと歴史探索のみちを巡る(14km) 

 （１８００大会） 

集合場所：名鉄江南駅 

菱野地区まちづくり 

協議会 

TEL：0561-83-6319(伊藤) 

１月１５日(日) 

９：００～１１：３０ 

 

左義長（どんど焼き） 

場所：菱野ふれあい広場（矢田川河川敷） 

催事：津軽三味線『夢絃塾』 

    尾張万歳『ひょうきん座』 

    和太鼓演奏『天くう』 

※とん汁の無料提供あり（約５００人分） 

三扇会 

TEL：0561-84-7892(加藤) 

２月５日(日) 

１１：００～ 

舞初め 

場所：やすらぎ会館 ３階和室 

日本舞踊 紫泉会 

TEL：0561-82-5956(高橋) 

２月２６日(日) 

１０：００～ 

新年初舞 

場所：賀城園 （名古屋市） 

※詳細に付きましてお問い合わせください。  

末広亭で 

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

２月２５日(土) 

１４：００～ 

 

第１２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  

神叡流吟剣詩舞道 

尾張地区会 
TEL：0561-82-9825(武仲) 

３月１８日(日) 

９：００～ 

新春吟舞の会 

場所：渋川福祉センター 

 

 

 

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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●第４回ワンコイン交流会● 

「ワンカップ交流会」  ～ミステリー忘年会～  
１２月１５日(木) １９：００～２０：３０ 大会議室 

 参加者 ４２名 

今年度は「ミステリー忘年会」ということで、担当の実行委員の

方しか内容を知らない、お楽しみドキドキ忘年会でした。 

「おあずけタイム（自己紹介）」、「飲食交流タイム」と和やかな雰 

囲気のなか、「回想タイム」では、くじで選ばれた８名がお題にそっ 

て３分間スピーチを行いました。突然のことと皆さん戸惑いながら 

も、楽しいお話がたくさん飛び出し、「お勝手タイム」ではマジックも披露され、大会議室は笑顔があふ

れていました。 

 

 

 

 「絆」つながれ 広がれ 市民活動・ボランティア 
       ～忘れていませんか！東日本大震災～ 

 被災地での活動、被災された方々との交流や地域での防災活

動の取り組みなどの団体発表の他、東北物産展、防災クイズ、

非常持ち出し品ゲームや応急手当の体験、高齢者にもやさしい

非常食の試食と盛りだくさんの内容で開催されました。 

 参加者からは「学んで体験できた」との声も多く聞かれ、防災お

見合いコーナーでは、被災地でのボランティア活動についての質

問や地域間の交流も盛んにおこなわれ、体験や交流を通して

「絆」を強く感じ充実した時を過ごしたようです。 

 

 

 

●ワンコイン交流会「文化・芸術分野の団体による活動披露」 

 ～私たちこんなことやっています！～ （仮） 
日時：２月１８日(土) １０：００～１２：００    

場所：パルティせと ４階 マルチメディアルーム  

内容：「日頃の成果を発表したい！」、「発表する場

がほしい!」団体と「企画するイベントを盛り上

げてくれる団体を探している」皆さんをマッチ

ング。（発表は１０分程度） 

 

★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！ 

参加団体募集！ 
活動を発表したい団体 

ぜひ、 

ご参加ください！！ 

ワンコイン交流会 

を開催しました。 第３回 Make a CHANGE Day

１０月２２日（土） １０：３０～１４：００ 

パルティせと 5 階アリーナ 

参加者 １００名 

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。 
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今、市民活動センターには１８３団体(9,300 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。

「設立して２０年余になる『瀬戸ガラスの会』の活動をより発展的な

活動にしていくため、新たに『ＮＰＯ法人 art-set０（アートセット・ゼ

ロ）』立ち上げようと、１２月に総会を予定しています。私自身は今後

そちらに軸足を置いて活動します。瀬戸とセットをもじって名前をつけ

ました。」と、開口一番。 

今までのガラスウイークin瀬戸等のイベントは 『art-set０』が主催

していくことになるそうで、ガラスに限定しない活動を広げていくと現

在の意気込みをうかがいました。 

今後やろうと思っていることは、「若い人を瀬戸に呼びこむこと」。

今でも商店街で芸大の学生が作品展示などをやっているが、これと

同様に周辺にいる若者とコラボしたり、瀬戸を舞台に発信する機会を

プロデュースしていけば新たなパワーになると考えています。また、

「瀬戸へ陶芸の修行に来てもらう人を集めること」や「ボーダレスアー

ト」と言って障害者の方が書いた絵や陶芸は魅力的な作品が多いの

で、きちんとプロデュースして展示し評価が上がる機会をつくりたいな

どの構想を熱く語っていただきました。 

 「学びキャンパスせと」事務局で責任者を務める後藤さん。「ＮＰＯ

法人ＩＴサポーター瀬戸」の副理事長であると同時に長久手と瀬戸市

内を中心に小学生や市民を対象にした講座を担当し、日々多忙な毎

日を送っておられます。 

長久手町では小学校６校を担当して Word、Power Point を指導し

ているそうですが、場所・時間・曜日が一定ではないため、スケジュ

ール管理が大変とのこと。その一方、小学校をはじめ、いろいろな場

所に指導に行けて、幅広い年齢層の方にも出会えるのが楽しいと笑

顔で語られていました。 

スケジュール管理は得意なパソコンと思いきや、手帳、カレンダー

といった紙媒体を駆使して書き込みをしているとのこと。パソコンに頼

りすぎると文字は読めるが書けなくなる、家計簿も計算が出来ないよ

うになっては困るから手書きにしていているそうです。お子さんにも

パソコンと手書きの使いわけをさせていると伺いました。 

「ＩＴサポーター瀬戸」 の活動範囲を広げたい考えはあってもメン

バーが足らない、ＮＰＯでは雇うだけの余裕がないという苦しい胸の

内も聞かせていただきました。 

瀬戸ガラスの会 

李  末竜 さん 

ＮＰＯ法人 

ＩＴサポーター瀬戸 

後藤 百合子 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回発行） 

☆ メールマガジン（パソコン・携帯） 月に１～２回配信 

■ 「瀬戸市市民活動センター 『ホームページ』」をご覧ください。 
市民活動センターのイベント情報、交流ルームの情報や登録の案内、登録団体一覧やリンク集 

などの他、登録団体のイベント情報、「せと市民活動連絡会」のページを掲載しています。 

また、「せと市民活動応援補助金情報」として、『助成団体イベント情報』の掲載も始めました。 

☆URL http://www.gc-net.jp/seto-npo/ 

■ 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 １１日（水）ＰＭ 

２月  ８日（水）ＰＭ ・ １８日（土） 

３月 ２４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 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  

第９回  １/１１（水） １０：００～１２：００ 報告書の書き方 

第１０回 ２/８（水）  １０：００～１２：００ 助成金申請のコツ 

第１１回 ３/２４（土） １０：００～１２：００ 会議の上手な進め方 

 
■ 「市民活動ステップアップ交流会」 ２月２５日（土） 

第Ⅰ部  ９：３０～ ｢せと市民活動応援補助金｣活動成果報告会 

第Ⅱ部 １２：４０～ 交流会 

 参加して！！ 
スキルアップを 

してみませんか！ 

市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ 


