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市民活動団体５３団体、市民も含め１３５名の参加のもと、２月２５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 せと市民活動応援補助金活動成果報告会
３８の団体が模造紙を作成し、各３分
間の持ち時間で活動成果報告がおこなわれました。
「団体の思いが伝わってきた」「魅力的なイベントが
ある」「模造紙やプレゼンテーションに工夫が凝らさ
れていて感心した」などの声が聞かれ、「ぜひ他団
体と連携してみたい」と、次年度に向けての意欲を
語られる団体もありました。
第Ⅱ部 交流会
今年度は「品野祇園祭協賛会」会長に品野祇園
祭についてお話しいただき、品野祇園祭の準備から
当日の様子を映像で拝見しながら、楽しく食事をい
ただきました。
その後、「忘れないで！東日本大震災」と題し、被
災地で活動された方２名の体験談をうかがいました。
それぞれの視点からのお話は報道では知りえない
ことばかりで、被災地の現状や思いを知ることがで
き、支援や日頃の備えについて新たに考えるきっか
けとなりました。
テーブルごとの交流では、テーマを設けて話し合
い、 「いろいろな方と交流できた」と団体相互が深く
知り合うきっかけ作りにもなったようです。
フィナーレは、補助金による活動のひとつ、軽運
動「それいけ GOGO」で体をほぐしました。

●平成２４年度 せと市民活動応援補助金
公開プレゼンテーションのご案内

４月７日（土） ９：００〜１６：００（予定） パルティせと ５階 アリーナ
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３月２４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 １７名

なるほどザ学習会
「会議の上手な進め方」

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）
会議の事前準備の大切さや議事進行のポイント、
進行の妨げ対策や議事録を残すなど、良い会議の
ためのお話をうかがいました。
ワークショップでは、『「人財ほっとネット」設立につ
いて』を議題に模擬会議を行いました。進行役と書
記を参加者から選び、自己紹介ののち議長より設
立の目的について説明があり、登録するにあたって
の注意点や課題などの意見が出されました。
講師の方より、「進行役と書記の方のまとめ方が大変上手であった」「模擬会議が実際の会議と勘
違いするぐらいに皆さんが“参加者”になっていたことがすばらしかった」とお褒めの言葉をいただきま
した。

登録団体イベントカレンダー
団 体 名
連 絡 先

月 日
時 間

せとマメナシ観察会
TEL：0561-21-2556
(水南公民館事務局)
Link Seiryo
TEL：090-4256-4799(坊山)

４月７日(土)
１０：００〜１２：００

NPO 法人
ネットワーク・せとっこ
わいわいセール担当
TEL：0561-84-6454(杉山)
末広亭で
すえひろがりの会
FAX：050-7518-0270
TEL：080-1565-6824

５月１５日(火)
１０：００〜１５：００

瀬戸市愛歩会
TEL：080-3065-7275(松原)

６月３日(日)
９：００集合

内 容

マメナシの花 ４月の観察会
場所： 水南公民館集合
※簡単な資料を配布、希望者は事前に申し込み。

４月２８日(土)
１０：００〜１４：３０
５月１日(火)
１０：００〜１５：００
５月１２日(土)・１３日(日)
９：００〜１６：００

せとママ手作りマルシェとフリーマーケット
場所：とうふ屋しろ（瀬戸市石田町２４３）
Cowcow ママʻs １day shop
場所：みずの坂集会所 （次回６/５・出店者募集中）
赤津アートフェスティバル in 飛鳥窯
場所：中島卓陶房（瀬戸市新明町６５）
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。
第１３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
長久手市誕生記念アルコロジーウオーク
集合場所：リニモ愛地球博記念公園駅

５月２６日(土)
１４：００〜

A（１５km）：香流川緑地→あぐりん村→色金山→古戦場
→公園西駅
B（１０km）：公園西→古戦場→せせらぎの小径→藤が丘駅
C（６km）：公園内コース→猿投グリーンロード→八草駅

☆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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現在、市民活動センターには１９５団体(9,540 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。
椿の花と陶器をコラボして「瀬戸市を日本一の椿の街にしよう」を
目標に活動して６年。公共施設に椿を植え、催事等を通じて市民の
方に苗木を配布して家庭・工場などに植えてもらい、まちづくりに少し
でも貢献したいと話す「瀬戸椿の会」事務局長の村上義宏さん。
赤津インター近くにある、凧山（たこやま）町の荒れた里山を整備し
て、みんなで楽しめる里山にできないかと会員から相談があり、竹を
伐採するなど一年半かけて造成し今年３月「凧山つばきの森」をオー
プン、新聞で大きく紹介されました。
愛パークや瀬戸市役所の花壇、深川神社境内に植えた椿を会員
が出向いて管理をされています。瀬戸高校では生徒と一緒になって
の緑化活動、東明小学校の生徒と筍掘りを楽しむなど地域の方たち
や他団体との繋がりもでき、「行政の力や地域の力も借りながら連
携・交流を深めています」とお話しいただきました。
全国に椿の愛好家がいるので、「いつかは瀬戸市で椿
サミットを開きたい」と役員さんと話しあっているそうで、夢
と活動が大きく広がっています。

ＮＰＯ法人はなみずき
大江 文子 さん

瀬戸椿の会
村上 義宏 さん

大江文子さんが代表を務める「ＮＰＯ法人はなみずき」は、主に精
神障害者の社会復帰への支援活動として、平成１２年より専門指導
員２名の下で工房を開き、陶芸・押し花・しおり作りを通し訓練教育
の活動を続けられています。
対象が「うつ」「統合失調症」等多様な上、外観では健常者と変わり
なく、純粋さの余りに一般社会に打ち解けられず苦労されている方、
また近親者間でも余り知られたくないなど、体験者のみが知る苦労
があるとのことです。現在 20〜60 歳の方が３０名、メンバーとして登
録されていますが、最大の課題は指導員の手当を含め工房の運営
費の確保。年に数回のチャリティーコンサートや工房作品のバザー
等でやりくりしていますが、もう少し公的機関の支援があればと苦し
い胸のうちを明かされました。
｢現在、週に１回食生活改善指導員さんのご奉仕を頂き大変感謝し
ていますが、一般のボランティアグループの支援もお願いしたい。温
かい目で見守ってもらいたいし、家族の方も一人で抱え込み悩んで
いないで、家族会活動に参加してお互いに悩みを分かち合えば、心
が軽くなると思います。問題があればどんなことでも相談して欲し
い！」と熱く語ってくださいました。

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
●第５回ワンコイン交流会●

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。

「文化・芸術分野団体による披露」
〜私たちこんなことやっています〜
２月１８日(土) １０：００〜１２：００ マルチメディアルーム
参加者 ４９名

発表する場や機会を求めている団体と、イベントなど
出演団体を探している方たちとのマッチングを図る目的
で行いました。
登録団体から申し込みのあった「スーパーグレートマ
ジシャンズ」「オカリーナ・せとの風」「左門流 正園会」
「プアカラ フラチーム」「古瀬戸吹奏楽団」の５団体によ
る日頃の活動が披露されました。
観賞していた施設職員や団体の皆さんが、すばらし
い演技・演奏やユーモアあふれる団体紹介に感激され、
その後の交流会では早速の出演交渉や名刺交換が行
われました。「名刺を３枚も交換した」「誘われて来たが
良いものが観られた」「また出演したい」などお互いが満
足する交流会になりました。

２４年度 せと市民活動連絡会のおもな予定
会

・ワンコイン交流会（４回）・・・第１回 ５月３０日（水） ※詳細は、チラシ等でお知らせします。
・交流フェスタ２０１２in パルティせと 協力

・Make a CHANGE Daｙ 参加

・市民活動ステップアップ交流会 共催

・視察研修

平成２４年度 「せと市民活動連絡会総会」を開催します！
５月１９日(土) パルティせと ５階 アリーナ
（予定） １３：００〜 第１部 総会
１３：４０〜 第２部 交流

参加ください！

「せと市民活動連絡会」に加入されている団体のみなさま、お誘い合わせのうえ
多数ご参加ください。
加入を考えている、興味がある団体のみなさまもぜひご参加ください。協働への一歩！踏み出しませんか！？
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市民活動センター
■ 『なるほど ザ 学習会』

平成２４年度のおもな予定
場所：マルチメディアルーム

第１回
６/２０（水） １０：００〜１２：００ PR チラシづくり講座
第２回
８/２５（土） １３：３０〜
企画力を磨こう
第３回 １１/２１（水） １０：００〜１２：００ プレゼン「力」アップ
第４回
１/１６（水） １０：００〜１２：００ 報告書の書き方
第５回
３/６（水） １３：００〜１５：００ NPO 車座あれこれ講座
※日程・内容につきましては、変更する場合があります。

■ 育成講座「人財ほっとネット講座」

参加して！！
スキルアップ
してみませんか！

場所：マルチメディアルーム

持っている特技や技術、様々な社会経験を活かし、生きがいをみつけませんか！？
６月３０日（土）・７月７日（土）・１４日（土） １０：００〜１２：００
●講座１ ６月３０日（土） 講演会
皆さん！！
●講座２ ７月 ７日（土） パネルディスカッション
ご参加ください！
●講座３ ７月１４日（土） 交流会

■ 「交流フェスタ２０１２in パルティせと」 開催 １０月１３日（土）
実行委員を募集中！！ 一緒にフェスタを盛り上げましょう！
●第１回実行委員会・・・５月１７日（木） １９：００〜 大会議室

市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ
■ 「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。
平成２４年度は、利用可能日を月１回（半日）とし、年間の日程を決めました。
ご利用ください。
PM（１３：３０〜１６：３０）

４月 ２０日（金）ＰＭ
５月 １８日（金）ＰＭ

６月 １６日（土）ＰＭ
７月 ２１日（土）ＰＭ

◆ 市民活動交流ルームでこんなことします
◇ 団体ＰＲのための、自主的な活動紹介ができます。
◇ 相談コーナー
・井戸端会議のように日頃の悩みや考えていることを、誰もが気軽に話せ、
なんでも相談できます。
・ホームページやブログなど、ＩＴ関係の『何でも相談』の開催
◇その他
・登録団体のチラシ配布コーナー
・マッチングボードの設置
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■ ロッカーの貸与について 新年度申し込みのお願い
利用期間 ：
ロッカー代 ：
申込期間：
申込方法：

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
１か月 ５０円 （サイズ 縦４０cm 横２５cm 奥行き４５cm カギ付）
３月３０日(金)から４月７日(土)
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７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。

■ 広報せと「ほっとネット☀せと」 締切り日のお知らせ
５月１５日号・・・３月２９日（木）
６月１５日号・・・４月３０日（月）
７月１５日号・・・６月２日（土）

締切り日を
お守り
ください！

■ センターNEWS 次号（第２９号）の「登録団体イベントカレンダー」情報募集！
７月・８月・９月のイベント情報を６月７日（木）までにお寄せください。

■ 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』の掲載しています。
☆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。

■

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。

大いに
ご利用くだ
さい！！

【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
6

