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ご参加
ください

市民活動を始めてみたい皆さんのための

「人財ほっとネット講座」を開催！

自分の持つ特技や社会経験を「まちづくりに生かしたい！」「地域の役に立ちたい！」
「生きがいをみつけたい！」とお考えの皆さんと共に学ぶ講座です。

【講座１】 ６/３０（土） 13:30〜15:30 ≪公開講座≫
■ 講演会

テーマ ： 「自分磨きが地域づくりにつながる」
〜 特技や社会経験を活かそう 〜
講 師 ： 岸川 政之 氏（三重県多気町まちの宝創造特命監）
ドラマ「高校生レストラン」のモデルになった「まごの店」など、コミュニティ
ビジネスの手法を取り入れた地域おこしに取り組み、全国的にも注目を
集めている仕掛け人・岸川政之氏を講師にお迎えし、社会経験を地域に
活かすメリットやニーズについてのお話を聞きます。

【講座２】 ７/７（土） 13:30〜15:30

【講座３】 ７/１４（土） 13:30〜15:30

■ パネルディスカッションとグループトーク

■ 自分発見の交流会

テーマ： 「わたしの社会貢献って」
パネリスト： 地域力向上活動や市民活動、市内
企業で活躍されている皆さんです。

ご利用
ください

ここが変わりました！

テーマ： 「わたしのやりたいことを生きがいに！」
受講生の皆さんの意見交換と自分発見の
交流会です。

「市民活動交流ルーム」

登録団体の皆さんの活動を支援するためのス
ペースとして交流ルーム（無料）を設けています。
従来のミーティングやパソコン作業に加えて、今年度は「団体
のＰＲタイム」や｢団体のよろず相談、ＩＴ相談、井戸端会議」「イベ
ントなどのチラシ配布」など、皆さんが気軽に利用できるコーナー
を設けました。
※１年間の日程も決まっています。６ページをご覧ください。

ＩＴ相談お待ちしています！ＰＣサークルせと

★『団体の PR タイム』で活動紹介をしませんか？
団体のＰＲ後「アイパッチパーティー」の
登録団体
「アイパッチパーティー」
声かけで、「弥生の会」の会員が得意の
アイパッチを頑張る親子を応援。 手芸で、多くの可愛い アイパッチ（弱視
親子で集まって交流を深め、情報
等の治療に使用する眼帯）の試作品を作
交換をおこなっている団体
りあげました。団体と団体の
協働が生まれました。
1

出来上がったアイパッチ

平成２４年度 せと市民活動応援補助金
交付団体３６団体が決まりました！
４月７日（土）パルティせと５階アリーナにおいて、公開プレゼン
テーションと審査会が行われました。各団体が熱い思いを伝えよ
うと工夫に満ちた発表が繰り広げられ、３６団体の事業に補助金
交付が決まりました。
◆はじめの一歩活動
１．八幡台交流ひろば
３．ＰＣサークルせと
５．Ｌｉｎｋ Ｓｅｉｒｙｏ

２．アイパッチパーティー
４．よろず屋
６．特定非営利活動法人海上の森の会

◆まちづくり活動
７．いこまいか幡山
８．三味線屋〜Ｓｈａｍｉｓｅｎ-ｙａ〜 ９．「せと狛犬物語」編纂普及協議会
１０．瀬戸情報発信倶楽部「ing」 １１．防災ネット・せと
１２．ＮＰＯ法人アクティブシニアネットせと
１３．ホルモン共和国
１４．特定非営利活動法人瀬戸地域福祉を考える会まごころ
１５．楽農会
１６．モリコロの川を守るプロジェクト
１７．瀬戸市健康づくり食生活改善協議会
１８．瀬竹会
１９．瀬戸ノベルティアーカイブス
２０．山口ホタルの会
２２．シンセサイズ中部
２３．特定非営利活動法人エム・トゥ・エム
２１．こうはん婦人会
２４．高森窯業チャリティー・キャンドルナイト実行委員会
２５．幡山パソコ

◆まるっとミュージアムイベント活動
２６．瀬戸うまいスター倶楽部
２８．パルティせとで「夏まつり」実行委員会
３０．煌めきライブの会
３２．せと職人参道まつり実行委員会
３４．祖母懐まちづくり協議会
３６．ガールスカウト愛知第６６団

２７．赤津ふれあいまつり実行委員会
２９．せと・市民塾同好会
３１．ボランティアネットワーク水南
３３．小旅行実行委員会
３５．Ａｒｔ-Ｓｅｔ０ （アートセット ゼロ）

この３６団体の成果報告会は平成２５年２月２３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。

なるほど ザ 学習会

場所：パルティせと ４階 マルチメディアルーム

２４年度も団体運営や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」を開催しています！
★市民の皆さんも気軽に学習会に参加して、これからの活動にお役立てください。
第１回

６月２０日（水） 10：00〜12：00

「チラシづくりポイント」

素敵なチラシを作ろう！

第２回

８月２５日（土） 13：00〜16：30

「企画力をみがこう」

魅力ある企画を！

第３回

１１月２１日（水） 10：00〜12：00

「美と健康」

活動をよりハツラツと！

第４回

１月１６日（水） 10：00〜12：00

「報告書の書き方」

わかりやすい報告書を！

第５回

３月 ６日（水） 13：00〜15：00

「ＮＰＯ車座あれこれ!」

NPO について話そう！
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登録団体イベントカレンダー
※詳細については団体にお問合せください。

団体名 ・ 連絡先

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)

日時

内 容

せとマメナシ観察会発足１０周年記念講演会
「マメナシはなぜ貴重なのか」
場所：水南公民館 大集会室 ※事前に申し込み
７月３日(火)・８月７日(火) Cowcow ママʻs の１day shop ※出店者募集中
９月４日(火)
場所：みずの坂集会所
１０：００〜１５：００
子育て中のお母さん達のハンドメイドショップ
７月３１日(火)
夏休みだよ！みんな集まれ！！夏祭り
１０：００〜１４：００
場所：西陵地域交流センター
アイパッチパーティー
７月１２日(木)
アイパッチがんばろうねの会（情報交換や交流）
TEL：090-2345-9496(伊藤) １０：３０〜１１：３０
場所：瀬戸市文化センター 第１リハーサル室
８月１０日(金)
針と糸を使ってオリジナル巾着袋を作ろう
１３：００〜１５：００
場所：瀬戸市文化センター第１１会議室
尾張自然観察会
７月１４日(土)
定光寺自然観察会 「池の生きもの調べ」
定光寺自然観察会
９：００〜１２：００
集合場所：定光寺公園 第３駐車場
TEL：090-9263-9768(大谷） （雨天決行）
※保険代・資料代１００円
※毎月第２土曜日
海上の森自然観察会
７月２１日(土)
海上の森自然観察会 「夏に咲く花を観賞しよう」
TEL：0587-37-7616（齋竹） １０：００〜１４：００
集合場所：海上の森駐車場
※毎月第３土曜日
（雨天決行）
※弁当持参、保険代・資料代１００円
ＰＣサークルせと
７月１８日(水)
生活につながるインターネット
TEL：090-9904-9728(友次) １３：３０〜１５：３０
〜瀬戸市のホームページ活用法〜
場所：瀬戸蔵 会議室２・３ 定員：３５名
※８/２５(土)パワーポイント・９/１５(土)テキスト＆チラシ作成
ピースフェスティバルイン
７月 27 日(金)〜29 日(日) 戦争体験を聞く・平和のための物品展・美術展
瀬戸
１３：３０〜
場所：瀬戸蔵４階多目的ホール
TEL：090-4198-2159(松原) ８月４日(土) １８：３０〜
ミュージカル「郵便屋のテクルさんと宛名のない手紙」
８月５日(日)
場所：瀬戸蔵２階つばきホール
１０：３０〜・１４：００〜
入場料：１,５００円（大人）・１,０００円（高校生以下）
瀬戸地下軍需工場跡を保 ８月４日(土)・５日(日)
「瀬戸の戦争遺跡」
存する会
資料展示（4 日：12：00〜18：00 5 日：10：00〜15：00）
TEL：0561-48-5141（加藤）
講演（5 日：10：30〜12：00）
場所：水野公民館
瀬戸市愛歩会
８月５日(日)
東山道信濃比叡；歩楽達人碑ウオーク
TEL：080-3065-7275(松原) ７：３０集合
「バスウオーク」 （１４km）
集合場所：愛環瀬戸市駅
ヘブンスそのはら→神坂峠→萬岳荘→信濃比叡→広丞院
９月２日(日)
山崎川源流ウオーク（１３km）
９：００集合
集合場所：地下鉄東山公園駅
千種スポーツ C→猫ケ洞池→川原神社→瑞穂公園
ＮＰＯ法人
８月２６日(日)
小鳥の巣箱づくりと巣箱がけ
アクティブシニアネットせと １０：００〜１３：００
場所：定光寺野外活動センター
TEL：090-7311-1277(加藤)
参加費：１人１００円 定員：２０組４０人
末広亭ですえひろがりの会 ８月２５日(土)
第１４回 せと末広寄席
FAX：050-7518-0270
１４：００〜
演者：楽語の会 東海支部のみなさん
TEL：080-1565-6824
場所：せと末広亭 定員：４０名 木戸銭：５００円
瀬戸スクエアダンスクラブ ９月１日(土)
スクエアダンス体験講習会
TEL：0561-48-3240(宇佐見) １３：００〜
場所：名古屋国際会議場 参加費：無料
７月８日(日)
１３：３０〜１５：００

☆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２００団体(9,560 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。
菱野地域力まちづくり協議会会長の伊藤さんは、お寺の総代・神
社奉賛会の委員をはじめ幡山西小学校の防犯ボランティアなど地域
での活動や、せと市民活動連絡会の運営委員としても活躍されてい
ます。
まちづくり協議会は自治会と協力しながら、伝統の村祭りや一月
の「左義長」、夏の「ふれあい祭り」などの行事を中心に、緑化環境
保全・生活安全・子育て支援・高齢者支援と活動は多岐に渡り、昔
から住んでいる人と新しく住み始めた人が仲良くできるように、伝統
を大切にしつつ住みよい『まちづくり』推進のために頑張ってみえま
す。「年の功で叱咤激励をするのが私の役割。忙しくてもやりくりし協
力し合ってイベントを行い、参加してもらって、知ってもらうことが大
切。その苦労が親睦になり、人探しが交流になる。」と話されました。
また、今一番自慢したいのは幡山中学校前の花壇「やすらぎの楽
園」、ぜひ見に来て欲しいと菱野地域の話しはつきませんでした。
個人的には弓道三段の腕前で、毎日道場に通い腕を磨いている
とのこと。今年の市民体育大会では団体で優勝し大きなトロフィーを
貰う事が出来、次の目標は四段を取得することと目を輝かせてみえ
ました。

こうはん婦人会
坂野 由美子 さん

菱野地域力
まちづくり協議会
伊藤 修孝 さん

２０年前にこうはん婦人会に誘われたのがきっかけで市民活動を
始め、会長を経た後、今は、副会長として会長をサポートされ頑張っ
てみえる坂野さん。現在、瀬戸市内で１,０００名の会員を擁する瀬戸
市地域婦人団体連絡協議会の副会長としても活躍されています。
また、瀬戸市婦人消防隊連絡協議会会長を経て、「災害救援ボラ
ンティアせと」で代表を５年間務められました。
現在は「こうはん婦人会防火クラブ」会長として活躍されています。
長年の防災活動の経験を活かして、昨年はこうはん婦人会の活動と
して東日本大震災の被災地へ支援活動に赴かれました。車２台で片
道１２時間かけて訪問し、被災者から生の声を聞いて涙したり、「盆
おどり」と「フリーマーケット」を開催して喜ばれたという貴重な話を伺
って、防災に取り組む情熱に頭が下がる思いでした。
今年度は市の補助金を得て「オンナたちの防災訓練 平日の昼間
の地震！私達にできることは？」と題して、市内三カ所の地域交流セ
ンターで炊き出しの訓練を開催されます。また不要品の有効利用を
促す目的で始めたフリーマーケットも１４年を経過、今後も継続して
取り組まれるそうで、こうした活発な活動を続ける上で「会員」と「資
金」の増強が欠かせないと胸の内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２４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１９日(土)午後１時３０分よりパルティせと５階アリーナにおい
て「平成２４年度せと市民活動連絡会総会」が開催されました。入
会されている１１４団体のうち、７５団体９１名の出席があり、事業
報告、役員選任、事業計画が審議・承認されました。
総会後の交流会には、７０名の参加があり、まず、ニッコリ笑顔で
挨拶を交わし、「バースデービンゴ」ゲームではビンゴ用紙を片手
に会場を動き回りながら、多くの方と交流を深めました。一時間程
の短い時間でしたが、日頃は会釈程度の関係もこの交流をきっか
けに団体間の交流へと輪が広がりそうです。
●平成２４年度役員
<あいさつ> 会長 太田正明さん
●平成２４年度役員●
会 長 太田正明
皆様のご協力を賜り、市民活動の一層の発展・充実に尽力して参ります。
副会長 大秋惠子
引き続きご支援ご鞭撻の程お願い申し上げます。
副会長 刑部祐介
<新任> 副会長 平田毅さん
副会長 平田 毅
せとマメナシ観察会の会員として活動しています。やや緊張しています
会 計 岡島隆子
が、２年間よろしくお願いします。

ワンコイン交流会
●第１回ワンコイン交流会●
「みんなで考えよう防災」

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。

〜避難者は今？〜

５月３０日(水) １０：００〜１２：００ マルチメディアルーム
参加者 ２２名
協力団体：防災ネット・せと

福島から愛知県に避難されたご夫婦が、誕生した我
が子に送るメッセージの DVD を見た後、愛知県被災者
支援センターの瀧川裕康氏より 避難者の現状につい
てお話をうかがいました。
グループトークでは、「胸に響いた」「もっと情報が欲し
い」「差別意識をなくしたい」「避難者の話に耳を傾け、つ
ながりを持ちたい」など今、私たちにできることは何か、改めて考える機会となりました。

次回の「ワンコイン交流会」

ぜひ、
参加ください！

「陶祖８００年について知ろう」
８月２９日(水) １０：００〜１２：００
パルティせと ４階 マルチメディアルーム
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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」
第２回 ８/２５（土） 第３回 １１/２１（水）
■ 「人財ほっとネット講座」
６/３０（土）・７/７（土）・７/１４（土）
■ 「交流フェスタ２０１２in パルティせと」 開催 １０月１３日（土）

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 （１３：３０〜１６：３０）
７月 ２１日（土）ＰＭ
８月 １８日（土）ＰＭ
９月 １４日（金）ＰＭ
１０月 ２０日（土）ＰＭ
◇ 団体ＰＲ １３：３０〜１４：３０ ★活動紹介希望団体募集中！
◇ 相談コーナー １４：３０〜１６：３０ ・井戸端会議・よろず相談・ＩＴ相談
◇ イベントや会員募集のチラシ配布
■ 広報せと「ほっとネット☀せと」 締切り日のお知らせ
８月１５日号・・・７月２日（月）
９月１５日号・・・７月３１日(火)
１０月１５日号・・・９月１日（土）

締切り日を
お守り
ください！

■ センターNEWS 次号（第３０号）の「登録団体イベントカレンダー」情報募集！
１０月・１１月・１２月のイベント情報を９月７日（金）までにお寄せください。
■ 団体の情報提供に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』の掲載をしています。
☆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。 ※リソグラフは有料です。
資料作成等にご利用ください。 ※紙はご用意ください。
【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
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