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市民活動団体６３団体、市民も含め１３７名の参加のもと、２月２３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
今年度も３６団体が補助金を受け、市民の力を結
集して瀬戸のまちづくりを盛り上げる事業を展開した
活動成果報告がおこなわれました。
模造紙を投影しての活動報告からは、団体の活
動状況や熱い思いが伝わってきました。「市民の力
は大層なものだ」「このイベント全部に参加したかっ
た」などの声が聞かれました。
審査員からは、団体間の連携や次につなげること
の大切さ、今後の改善点や活動の発信のしかたな
どについてアドバイスがありました。
第Ⅱ部 交流会
「マッチングしよう！」をテーマに５５団体、１３５名
で交流会を開催しました。
マッチングしてみたい団体とテーブルを共にして、
他団体との協働について話し合いました。力を合わ
せてイベントを盛り上げたり、交流を深めたり、お互
いにできることなどで話が盛り上がり、有意義な話し
合いの場になりました。初参加の方は、「市民活動
がこれほどまでに活発であるとは知らなった。参加
でき満足です。」と話され笑顔は紅潮していました。
また、宮城・福島の皆さんと電話中継した『「つなが
り」〜忘れないで被災地を〜』のＤＶＤを見たり、最後
は子ども達の可愛い歌と手話で楽しみました。

●平成２５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６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６日(水) 1３:３0〜1６:０0
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 １８名

第５回 なるほどザ学習会

「NPO 車座あれこれ」〜NPO 法人会計基準について〜
講師：中尾さゆり氏 （ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ理事・相談事業部長、ＮＰＯ法人会計基準協議会専門委員）
昨年４月１日のＮＰＯ法改正により、変更された活
動計算書などの内容についてお話しを伺いました。
市民にとってわかりやすい会計報告を作成するこ
とにより、支援者への情報提供や実態が把握しやす
くなるなどの利点があることや、変更になった点につ
いて丁寧に説明していただきました。
それぞれの団体からは分からない事、困っている
事の質問もありアドバイスを受け参考になりました。

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)

月 日
時 間
４月６日(土)
１０：００〜１２：００

瀬戸日中友好クラブ
TEL：0561-83-0300(市崎)

４月１３日(土)〜
（毎月第二・四土曜日）
１８：００〜２０：００

尾張自然観察会
定光寺自然観察会

４月１３日(土)
５月１１日(土)
６月８日(土)
９：００〜１２：００

内 容

マメナシの花見をしませんか （４月の観察会）
場所： 水南公民館集合
参加費：無料
※簡単な資料を配布、希望者は事前に申し込み。

TEL：090-9263-9768（大谷）

瀬戸日中友好クラブ 中国語学習会
場所： 文化センター ３F 第３２会議室
※4/１３・５/１１は瀬戸蔵４F 第３会議室
費用：毎月２回/２,０００円（教科書代＋講師謝礼負担）
４月 道ばたの花・畑の花
５月 花に集まる昆虫・草の中にいる昆虫
６月 田んぼの生き物調べ
集合場所：定光寺公園第３駐車場
※保険代・資料代 100 円、小学生以下は保護者同伴

海上の森自然観察会
TEL：0587-37-7616（齋竹）

４月 花に集まる虫を観察しよう
５月 新緑の森で自然を感じよう
６月 夏鳥を探してみよう
集合場所：海上の森駐車場

４月２０日(土)
５月１８日(土)
６月１５日(土)
１０：００〜１４：００

※保険代・資料代 100 円、小学生以下は保護者同伴

NPO 法人
ネットワーク・せとっこ
わいわいセール
TEL：090-3441-9901（田中)
末広亭ですえひろがりの会
FAX：050-7518-0270
TEL：080-1565-6824
瀬戸市ウオーキング協会
TEL：080-3065-7275(松原)

わいわいセール
手作り品・野菜などの販売
場所：パルティせと ４階 大会議室

５月１４日(火)
１０：３０〜１５：００

※出品も大歓迎！

第１７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
新緑ウオーク（春日井市内名所・旧跡を訪ねる） １４km
集合場所：ＪＲ高蔵寺駅北口

５月２５日(土)
１４：００〜
５月４日(土)
９：００集合

ふれあい公園→新池公園→全国「県の木」植樹公園→井戸坂公園→
旧下街道→坂下宿→尻冷地蔵→落合公園→三つ又公園

☆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２１０団体(9,740 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。
銀座通り商店街で鰻料理店「うおかね」を営む星野さんは、銀座
わくわく探検隊の代表をされています。地域や商店街の活性化のた
めに、主に子どもを対象にお店ならではの知識を親身になって伝え
ることで、商店街はこんなに身近で楽しい所と知ってもらおうと、商
店、神社、お寺さん等にも呼びかけ、「わくわく探検隊」を毎月募集し
て探検隊を繰り出すなどの活動をされてきました。「理想を求めすぎ
たのか少し息切れしました。」と苦笑いしながら話されました。また、
瀬戸うまいスター倶楽部でも活躍、｢せと食べ歩きマップ」の発行にも
尽力され仲間と助け合いながら、瀬戸の味や街を知ってもらおうと、
訪れる方々との繋がりを大切に考え活動されているとのこと。
銀座通り商店街の成り立ちやそれぞれの店の魅力など商店街に
ついての話しは尽きることなく、「これからもこの地域の魅力をどうア
ピールしてゆくか、特に子ども達にこの地域について知ってもらうた
めの新たな企画をいろいろと考えています。」と目を輝かせてみえま
した。

銀座わくわく探検隊
星野

瀬戸市元気会
鈴木 俊子 さん

斎 さん

元気会の名の通り、代表の鈴木俊子さんは小柄
ながらも元気そのものの様子で、開口一番「自分
の健康は自分で管理する事、これが元気のもと。
食事の取り方を大切にし、常に身体全体を動かす
ことです。」と笑顔で教えてくださいました。
市の健康教室に集まった仲間と共に、この先もず〜っと元気で生
活出来るよう勉強を続けたいと、月２回やすらぎ会館や長根公民館
を利用し、料理・合唱・折り紙・手芸・ウオーキング・軽体操といろいろ
な活動を楽しくおこなっているとのこと。 一昨年は「瀬戸市民大合唱
の輪」と題したコンサートを開催し、会員全員が赤い椿のコサージュ
で飾り、童謡や唱歌を合唱。皆様に大喝采を受け、ますます歌うこと
が好きになり、施設などに伺い歌う活動も積極的におこなっているそ
うです。
手芸も大好きで、個人的にもパッチワークやカバン、吊るし雛等を
作って楽しんでいるとのこと。｢でも、やはり一番は歌うこと。たくさん
の仲間と歌を楽しみたいので、『集まろう！お洒落して、皆で喋って、
笑って、歌いましょう！！』と、市民の皆さんに参加を呼びかけた
い。｣と熱く語ってみえました。

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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せと市民活動連絡会はこんなことやっています！
団体と団体が交流を深め、一緒に協働してできることを探してみませんか！
●加入団体 瀬戸市市民活動センター登録団体の中から１１５団体（H 25．３月現在）
せと市民活動連絡会は今年で７年目を迎え、加入団体のニーズに応えられるような事業を企画し、楽しく
ためになる、参加しやすい事業内容を実践しています。加入されていない団体の皆様、ぜひ一緒に協働
への一歩！踏み出しませんか！？

【２４年度の実施した事業】
１ ワンコイン交流会は市民と市民活動団体相互の交流の場として、多彩な内容で開催。
■
■
■
■

「みんなで考えよう防災」〜避難者は今〜
「陶祖８００年について知ろう！」
「市民活動 陶祖８００年祭 瀬戸の歴史を知ろう！」
ワンカップ交流会「わいわいディベート合戦」

２ 市民活動ステップアップ交流会 Ⅱ部
団体と団体のマッチング交流会
（「せと市民活動応援補助金」団体活動成果報告会と同時開催。）

３ 市民活動ふりかえりシートの実施
加入団体年間活動のふりかえりを行い、課題と成果を把握し
団体運営の発展につなげるために行っています。

４ 交流フェスタ２０１２in パルティせとへ協力
５ Make a CHANGE Daｙ へ参加 （東日本大震災復興支援「つながり」忘れないで被災地を！）
※全国各地で一斉に年１回、市民活動・ボランティア活動を行う日に参加

６ 視察研修

（中津川市 NPO 法人ひなたぼっこ、ちこり村）

２５年度 せと市民活動連絡会のおもな予定

※詳細は、チラシ等でお知らせします。

・運営委員会（１２回）・・・毎月第２木曜日 １９：００〜
・ワンコイン交流会（２回）・・・７月１８日（木）・８月２８日（水）

・ワンカップ交流会

・市民活動「陶祖８００年祭」・・・１１月３０日（土）
・交流フェスタ２０１３in パルティせと 協力
会

・Make a CHANGE Daｙ 参加

・市民活動ステップアップ交流会 共催

平成２５年度 「せと市民活動連絡会総会」を開催します！
５月１８日(土) パルティせと ５階 アリーナ
（予定） １０：３０〜 第１部 総会
１１：１０〜 第２部 交流

ご参加ください！

「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、興味がある団体の皆様もぜひご参加ください。

★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★
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市民活動センター

平成２５年度のおもな予定

■ 『なるほど ザ 学習会』

場所：マルチメディアルーム

第１回 ５/３１（金） １３：３０〜１６：３０ 「笑顔のコーチング」
第２回 ６/１（土） １０：００〜１３：００ 「瀬戸の歴史・話し方って！」
第３回 ８/７（水） １３：３０〜１６：３０ 「身近な防災」
第４回 １１/２０（水） １３：３０〜１６：００ 「食と健康」
参加して！！
第５回 １/２２（水） １３：３０〜１６：３０ 「報告書の書き方」
スキルアップ
第６回 ３/５（水） １３：３０〜１６：３０ 「企画力をみがこう」
してみませんか！
※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」

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１５日（土）・２２日（土）・２９日（土） １３：３０〜１６：３０
●講座１ ６月１５日（土） 講演会 「しゃべり 第二の人生」 〜特技や社会経験を生かそう〜
講師：林 泰治 氏 （企業を退職後、イベントでの講演、司会業を実践中）
●講座２ ６月２２日（土） 人財ほっとネット登録者による 「ミニ講座」
「こうすれば伝わる話のコツ」 「表現講座」 「コミュニケーション講座」
●講座３ ６月２９日（土） 交流会

■ 「交流フェスタ２０１３in パルティせと」 開催 １０月１２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１６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２５年度の利用可能日は月１回（半日）、年間の日程が決まりました。

PM（１３：３０〜１６：３０）

４月２７日(土)・ ５月１７日(金）・ ６月１４日(金）・ ７月２０日(土）
８月１７日(土）・ ９月２０日(金）・１０月１９日(土）・１１月 ８日(金）
１２月１８日(水）・ ２月１４日(金）・ ３月１５日(土）
◆ 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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ぜひ！
ご利用ください。

■ 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２５年４月１日から平成２６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２９日(金)から４月６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
使 用 方 法 ： 「ロッカーのかぎ引き換えカード」（１つに付き５枚まで）を活動センター窓口にお持ち
いただき、鍵を受け取る。使用が終わりましたら鍵を返却しカードを受け取る。
そ の 他 ： ４月６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３０日（土）
６月１５日号・・・４月３０日（火）
７月１５日号・・・６月 ３日（月）

締切り日を
お守りください！

■ センターNEWS 次号（第３３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８日（土）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。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。
【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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