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＜３１号＞２０１２年１２月２２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 

今年も一年間、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。 

市民活動ステップアップ交流会 開催！

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２３日（土） ９：３０～（受付９：００～） 
【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 １２：３０～ マッチングしよう！ 

    マッチングしたい団体に投票 

 １２：５０ 映像でみよう！ （軽食も含む） 

    Make a CHANGE Day「つながり 忘れないで被災地を！」 

                     で実施した被災地との電話中継などのＤＶＤ鑑賞             

   １３：３０～ マッチング交流会 

「どんなこと できるかな？!」 

     １４：３０～ フィナーレ みんなで楽しく歌おう！ 

     １４：４０ 終了 

  ※マッチング交流会 ： 団体と団体の出会いと交流の場 

今年はマッチング 

交流会を開催します！ 

一緒にできる活動を 

探しませんか！ 

マッチング 

投票箱 
ﾏｯﾁﾝｸﾞｶｰ
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１０月１３日(土) パルティせと４階・５階 10:00～16:15  
昨年より多い３,０００人もの方々が訪れ、交流が行われました。 
５階アリーナでは、団体による活動紹介や体験・販売による交流、

日頃の活動成果発表が行われ、「Ｋ-ＰＯＰのミニライブ」では大いに

盛り上がりました。４階では、キッズコーナーやふれあい茶屋も賑わ

いをみせ、当日開催した『Make a CHANGE Day（イベント）』では東

日本大震災復興支援のための催しが行われました。 

 
 
 
講演会 「美と健康について」  
   講師：稲熊隆博氏（カゴメ株式会社総合研究所 主席研究員） 

パワーポイントを見ながら、野菜の必要量、緑黄色野菜の摂取の

大切さや摂取方法などのお話をうかがいました。 

時折ユーモアを交え、実験を行うなど分かりやすいお話に参加者

からは「今まで知らなかった野菜の話が聞けた」「美容にも健康にも

旬の物を食べる大切さがわかった」などの感想が聞かれました。 

 

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） 13：30～15：30 「ＮＰＯ車座あれこれ!」 ＮＰＯ法人会計基準を知ろう！ 

１１月１３日(火) 13:30～15:30 

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 ３６名 

第３回 なるほど ザ 学習会

【次回の予定】 

「交流フェスタ２０１２ｉｎパルティせと」を開催しました！ 

登録団体支援のためのフリースペース 

「市民活動交流ルーム」を開催しています！ ご利用ください！ 

パルティせと４階マルチメディアルームを無料開放（月１回・午後）しています。 

広いお部屋をみなさんでシェアして使ってください。 

 

 

 

 

 

●今後の日程 ： １月１４日（金）、２月１５日（金）、３月１６日（金）  ＰＭ １３：３０～１６：３０ 

                            【利用団体（者）の感想】 

 

 

 

 

 

  

交流ルーム

団体の活動紹介ができます。 

（他団体の体験やお話を 

聞きに来てください。） 

市民活動相談コーナー 

（気軽に相談やお話・交流が

できます。） 

IT関係「何でも相談」しています。

 （担当 ： ＰＣサークルせと）   
イベントＰＲ ・ チラシ配布 団体の打ち合わせ

《団体紹介》 

・活動内容を知ってもらい、他団体と協働ができた。 

《団体の打ち合わせ》 

・定例会に使用しています。無料で助かります。 

《ＩＴ相談・なんでも相談》 

・ブログの更新方法を分かりやすく教えてもらいま 

した。 （６月の交流ルームの様子） 
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団体名 ・ 連絡先 日時 内 容 

１月６日(日) 
９：００集合 

新春初歩き（１３km） 
集合場所：名鉄有松駅 
有松→鳴海宿→東海道→笠寺観音→熱田神宮 

２月３日(日) 
９：００集合 

瀬戸のお雛めぐりウオーク（１１km） 
集合場所：名鉄瀬戸線尾張旭駅 
尾張旭駅→新居→無風庵→瀬戸蔵→パルティせと 

瀬戸市愛歩会 
TEL：080-3065-7275(松原) 
 
 
 
 
 
 

３月３日(日) 
９：００集合 

自然と史跡を訪ねて：東海自然歩道と仏閣（１４km） 
集合場所：ＪＲ定光寺駅 
ＪＲ定光寺→東海道自然歩道→正伝池→丸根山→元労働者研修Ｃ
→大洞峠→徳川義直公廟所→正伝池→玉野町→高蔵寺駅 

１月１２日(土) 
２月９日(土) 
３月９日(土) 
９：００～１２：００ 

１月 学びの径の冬芽・冬越し昆虫観察 
２月 冬の森の中をウォーキング 
３月 早春の花と昆虫に会いに行こう   
集合場所：定光寺公園第３駐車場 
※保険代・資料代 100 円 

尾張自然観察会 
定光寺自然観察会 
TEL：090-9263-9768（大谷） 
 
 
海上の森自然観察会 
TEL：0587-37-7616（齋竹） 
 

１月１９日(土) 
２月１６日(土) 
３月１６日(土) 
１０：００～１４：００ 

１月 生き物の冬越しを観察しよう 
２月 早春の花をさがしてみよう 
３月 里山でお花見をしよう 
集合場所：海上の森駐車場 ※保険代・資料代 100 円

せと．なでしこ会 
TEL：0561-82-3534（村田） 

１月１４日(月) 
１６：００～ 

初踊り 
場所： グレイセル 

青年海外協力隊 
ＡＳＥＮＡＮの会 
TEL：0561-57-9623（江尻） 

１月１９日(土) 
１０：００～１１：００ 

協力隊ナビ ～協力隊経験者と語ろう！～ 
場所：パルティせと４階第１会議室 

瀬戸万博ボラせんの会 
TEL：0561-21-5336(中井) 

１月２０日(日) 
２月１７日(日) 
３月１７日(日) 
１０：３０～１５：００ 

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・ボディーペイントなど 
場所：瀬戸万博記念公園「愛・パーク」 
 

三扇会 
ＴＥＬ：0561-83－0358（田中） 

２月３日(日) 
１１：３０～ 

舞初め 
場所：やすらぎ会館 ３階和室 

２月３日(日) 
１１：００～ 

紫泉会年初舞 
場所：渋川福祉センター 

３月３日(日) 
１８：００～ 

名城公園イブニングコンサート 雅楽と日本舞踊のコラボ 
場所：名城公園フラワープラザ 

日本舞踊 紫泉会 
ＴＥＬ：0561-82-5956（高橋） 
 

３月２４日(日) 
未定 

伝統文化子ども教室発表会 
場所：瀬戸市文化センター 文化交流館 和室 

Link Seiryo 
TEL：090-4256-4799(坊山) 
 

２月５日(火) 
３月５日(火) 
１０：３０～１５：００ 

Cowcow ママ’s の１day shop   
場所：みずの坂集会所        ※出店者募集中 
子育て中のお母さん達のハンドメイドショップ  

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

２月２３日(土) 
１４：００～ 
 

第１６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 定員：４５名 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１０日(日) 
９：３０～ 

平成２５年 神叡流吟詠、剣詩舞道大会 
場所：あさひのホール 
入場無料  

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

３月１０日(日) 
１１：００～１６：００ 

第５回トキメキドキドキ結婚プラン 
場所：品野陶磁器センター「敷島」パーティールーム 
参加資格：３５～５０歳独身男女  定員：各３２名 
参加費：５，０００円 
募集期間：１月１０日（木）～２月２０日（水） 

    

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。 

※詳細については団体にお問合せください。 
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現在、市民活動センターには２０６団体(9,660 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。 

ＮＰＯ法人瀬戸副代表のほか、せと市民活動連絡会の副会長や

消防団、税務連絡協議会、教育委員会(１０月まで)を始め、数多くの

分野で活躍中です。  

ＮＰＯ法人瀬戸の活動の中心であるコミュニティーＦＭ「ラジオサン

キュー」の支援について伺うと「２００５年の愛・地球博開催中、外国

パビリオンのスタッフと市民との交流会に参加した折に身近な情報

の必要性を感じ、瀬戸にラジオ局を開設したいと思ったが、ＮＰＯ組

織でのＦＭ放送の認可は難しい事がわかり、ＮＰＯ法人瀬戸としては

後方支援として人と人を結ぶ役割を目指し、瀬戸の人材も発掘する

活動をしてきた。その中で、あの頃より瀬戸の町は賑やかで元気に

なったと感じた。これからも皆さんに気軽に使ってもらえるラジオを目

指し、身近な情報の配信や交換の場として、またイベントの支援や

市民活動の活動紹介などを行っていき､防災の啓発や災害発生時

のニュース速報も充実させていきたい。」と熱くお話しされました。 

            趣味はゴルフだが、もっぱら道具コレクターであ

ることや地域の歴史に興味があり将来研究がした

いこと、惚れ込んだクラッシックの大型バイクを入

手したいことが夢と目を輝かせてみえました。 

一児の母親として子育てに奮闘する中、障がい 

者の生活介護事業所「よつ葉ハウス」と就労継続 

支援 B型事業所「Yotsuba  Factory」を手掛ける 

「ＮＰＯ法人よつ葉」のサービス管理者、理事長職と 

いう重責にあって、基礎を知るためにと通信大学で福祉 

を学んでいる（来春卒業予定）。現役の学生でもあり、もっといろいろ

学んでいきたいというから、そのバイタリティーには驚かされます。 

広告業界で事務や営業、イベント運営などさまざまな職務経験を

積んだ後、平成１９年福祉関係の業務に携わりたいと思い「よつ葉」

への転身を決断したとのこと。 

法人の運営を任されて苦労していることは何かと伺うと、「くよくよ

しない。根が楽観的だから苦労したことも忘れちゃうので記憶にない

です。」また、楽しいことは「人と人が接する仕事なので、悲しい思

い、辛い思いをされた方も含めて前向きに一緒に考えていけること

が、やりがいがあって幸せな仕事だと思います。」と笑顔で応えてい

ただきました。 

「地域とともに、利用者も従業員も皆が幸せになる事業所を目指

し、今後も障がい福祉サービス事業所を増やしていきたい」と、さらな

る夢を実現するためにもっと多くを学んでいきたいと話されました。 

ＮＰＯ法人瀬戸 

刑部 祐介 さん 

ＮＰＯ法人よつ葉 

古宮 志乃 さん 
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被災地の現状を知り私たちができることや震災から学んだことを

もう一度考える機会として様々なイベントを行いました。 
被災地とテレビ電話中継を行いましたが、中でも被災地での生活

や復興状況について聞き、進まない復興に試行錯誤の毎日を送ら

れている被災地の方々が明るく答えてくれる笑顔が印象的でした。

また､被災地の現状についての報告や朗読､復興支援の物品販売な 

どを行い、フリートークでは瀬戸市で震災が起きた場合の課題と対策について活発な意見交換が行

われました。                                           
 
    

 

                        

●第３回ワンコイン交流会● 
市民活動 陶祖８００年祭 「瀬戸の歴史を知ろう！」  
１２月１日(土) １０：３０～１５：００ アリーナ   参加者 ２００名 

「陶の都、私達のまち瀬戸」の歴史を改めて知るために、それぞれ

の団体が得意分野を活かして書道作品や陶器の展示、講演やＤＶＤ

観賞、朗読など、瀬戸の歴史を知るひと時を楽しく過ごしました。 

交流コーナーではステージや展示、歴史についての話に花が咲き、

分野を越えた協働だからこその内容になりました。 
 

●第４回ワンコイン交流会● 

ワンカップ交流会 「わいわいディベート合戦」  
１２月１３日(木) １９：００～２０：３０ 大会議室  参加者 ３５名 

今年は生まれた季節ごとのテーブルに座り、食事を囲みながら

「その季節の良いところ」などをテーマに話したあと、ディベートを行

いました。 

皆さん話が弾み、楽しい雰囲気の中歌も飛び出し、大会議室は明るい笑顔であふれました。 

 
 

 
●視察研修 (せと市民活動連絡会の加入団体対象の視察研修)  
日 時 ：  平成２５年２月２日(土) 

場 所 ： ＮＰＯ法人ひなたぼっこ、ちこり村(中津川市) 
 
●ステップアップ交流会  
日 時 ： 平成２５年２月２３日（土） ９：３０～ 
場 所 ： 瀬戸市文化センター 
参加費 ： ５００円（交流会軽食代） 
定 員 ： １５０名（申込順） 
内 容 ： 第Ⅰ部 せと市民活動応援補助金活動成果報告会 
 第Ⅱ部 交流会  

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 

ぜひ、 

ご参加ください！ 

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。 

★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★ 

Make a CHANGE Day を開催しました！ １０月１３日（土） １０：３０～１５：３０ 

《連絡会運営委員（Ｍ）》 

《連絡会運営委員（Ｔ）》 
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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  

■ 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。資料作成等にご利用ください。   

   ※リソグラフは有料です。 ※紙はご用意ください。     

■ 「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 （１３：３０～１６：３０） 

２月 １５日（金）ＰＭ  （団体ＰＲ：スーパーグレートマジシャンズ）   
３月 １６日（土）ＰＭ   

◇ 団体ＰＲ １３：３０～１４：３０  ★３月の活動紹介希望団体募集中！  
◇ 相談コーナー １４：３０～１６：３０  ・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 （締切日をお守りください！） 
   ２月１５日号・・・１２月２７日（木）    ３月１５日号・・・１月２８日(月) 

★２５年度の締め切り日については市民活動センターにお問い合わせください。 

■ センターNEWS 次号（第３２号）の「登録団体イベントカレンダー」情報募集！ 

   ４月・５月・６月のイベント情報を３月２日（土）までにお寄せください。   

市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ 

 ■ 「なるほど ザ 学習会」  第４回 １/１６（水） 「ＮＰＯ法人会計基準を知ろう！」 

■ 「市民活動ステップアップ交流会」    ２/２３（土） 

市民活動センター今後のおもな予定 

 気軽に 
ご参加 

ください！ 


