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「ステップアップ交流会」のマッチングから生まれた団体も申請！！ 
４月６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

思いを伝えようと熱い発表が繰り広げられ、３３団体の事

業に補助金交付が決まりました。 

今回は２月に行われた、「市民活動ステップアップ交

流会」のマッチングから生まれた２団体も申請。また、交

流会が縁で団体同士が連携した事業も多数ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この３３団体の成果報告会は、平成２６年２月２２日（土） 

文化センターにて開催を予定しています。  

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

＜３３号＞２０１３年６月２６日 

はじめの一歩交付団体 

吊るし雛で瀬戸の街を飾ろう会 こども図画アトリエ 

華花まつり実行委員会 学生にゃう実行委員会 

柏井窯業 特定非営利活動法人やきもの文化と芸術振興協会

NPO法人ハッピーリング ご当地ヒーローでまちおこしの会 

まちづくり活動交付団体 

瀬戸情報発信倶楽部「ing」 瀬戸椿の会 

防災ネット・せと PC サークルせと 

「せと狛犬物語」編纂普及協議会 NPO法人アクティブシニアネットせと 

八幡台交流ひろば Link Seiryo 

楽農会 モリコロの川を守るプロジェクト 

瀬竹会 ホルモン共和国 

こうはん婦人会 特定非営利活動法人せとルネッサンス 

高森窯業チャリティー・キャンドルナイト実行委員会 幡山パソコ 

まるっとミュージアムイベント活動交付団体 

煌めきライブの会 パルティせとで「夏まつり」実行委員会 

せと・市民塾同好会 瀬戸うまいスター倶楽部 

ボランティネットワーク水南 ガールスカウト愛知県第６６団 

特定非営利活動法人海上の森の会 特定非営利活動法人 Art-Set ０（アートセット ゼロ） 

瀬戸ノベルティ文化保存研究会  
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●市民活動を始めてみたい皆さんのための 
   
 

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。 

【講座１】 ≪公開講座≫  ６/１５（土） 13:30～15:30 受講者：４６人 

■講演会 「しゃべり 第二の人生」 ～ 特技や社会経験を活かそう ～  講師：林 泰治 氏 

 第２の人生は得意なしゃべりで役立ちたいと、忙しい中でも生きが

いを持って活き活きと話をされる姿が印象的でした。運は願って行

動すれば付いてくる。自分の特技で世に貢献したい気持ちを持って

行えば、人を喜ばせ自分の喜びにもなるとのこと。受講者から特技

はしまいこまずに役立てたいとの声がありました。 

【講座２】 ■人財ほっとネット登録者による「ミニ講座」 ６/２２（土） 13:30～15:30 受講者：２６人 

①「こうすれば伝わる話のコツ」・・・講師：西尾一己さん 

②「自己ＰＲって・・・なに？」・・・講師：田中美代子さん 

③「コミュニケーション講座」・・・講師：高橋智子さん 

 
 
 
 
 
  
①笑顔のコーチング  講師：池戸智美さん・古宮志乃さん 
５月３１日（金） １３：３０～１５：３０ 参加者：１４人 

コーチングとは持っているものを引き出すこと。笑顔のトレーニン

グや笑顔になったときの事をインタビューしあうなど、各グループで

交流が深まっていました。テーマが「笑顔」だけあって笑顔と笑い声

が絶えない講座となりました。 

②陶祖藤四郎こぼれ話  講師：安藤宜弘さん 
６月１日（土） ９：３０～１１：００ 参加者：１４人 

陶器についてこれだけは知っておいた方が良いとの基礎知識や、

陶器こぼれ話など分かり易くお話いただきました。六角陶碑を焼き

上げる当時の方々の苦労話には皆さん感動されていました。 

③話し方ひとつで印象が変わる  講師：髙橋ひろこさん 
６月１日（土）１１：００～１２：３０ 参加者：２１人 

人を引き付ける挨拶やポジティブな口ぐせなど、気持ちを変える

ことが大切とのお話しをうかがいました。腹式呼吸や滑舌の練習を

おこない、皆さん心地よい声で発声されていました。 

★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２回  ８月 ７日（水） 13：30～15：30 「身近な防災」 普段から備えを！ 

第３回 １１月２０日（水） 13：30～15：30 「食と健康」 元気にハツラツと活動しよう！ 

第４回  １月２２日（水） 13：30～15：30 「報告書の書き方」 わかりやすい報告書を！ 

第５回  ２月１２日（水） 13：30～15：30 「企画力をみがこう!」 会員みんなで磨いてよりよいイベントを！ 

第１回 なるほど ザ 学習会 パルティせと４階マルチメディアルームにて開催！ 

【講座３】 ■自分発見の交流会  ６/２９（土） 13:30～15:30   

テーマ： 「自分のやりたいことを生きがいに！」 受講生と人財ほっとネット登録者との自分発見の交流会。 
★★★登録者や受講生の皆さんとお話して、あなたの生きがいを見つに来ませんか！★★★ 

それぞれの講師の熱い思いが伝わる講

座で、受講者の皆さんも大いに共感でき、

今後につなげることができた内容でした。 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 

内 容 

ご当地ヒーローで 
まちおこしの会 
TEL：090-7677-7681(尾方) 
 

７月１日(月)～ 
９月３０日(月) 
応募方法：ネットまたは郵送 

ヒーローデザインコンテスト 
「陶神オリバー」のコスチュームや必殺技募集 
対象：小・中学生部門、一般部門 
※詳細は http://project-oliver.jimdo.com/ 

りぼん 
TEL：090-3584-2803（鈴木) 

７月２日(火) 
９：００～１６：００ 

手話カフェ ※毎月第１火曜日 
場所：マイルポスト 定員：２０人 参加費：飲食代 

スーパーグレート 
マジシャンズ 
TEL：0561-83-4546（山城) 

７月５日(金) 
８月２４日(土) 
９月５日(木) 
１４：００～１５：００ 

交通安全マジックショー ※毎月開催 
場所：モリコロパーク地球市民交流センター 
※希望者のみマジック教室開催（材料費２００円） 
※来場者には交通安全グッズをプレゼント！ 

こども図画アトリエ 
TEL：0561-41-3061 
（事務局） 

７月６日(土) 
１３：３０～１５：３０ 
 

アトリエ教室 花や楽器やおもちゃを描きましょう！ 
場所：瀬戸市文化センター １３室・１１室 
参加費：３００円 定員：３０人（先着順） 

Link Seiryo 
TEL：090-4256-4799(坊山) 
 

７月３１日(水) 
１０：００～１５：００ 

Ｌｉｎｋ Ｓｅｉｒｙｏ夏祭り 
場所：西陵地域交流センター（ふれあいかん） 
縁日、親子体験ブース、ハンドメイドショップなど 
※毎月第１火曜日 Ｃｏｗｃｏｗママ‘ｓの１Ｄａｙ shop 開催

７月２７日(土)１８：３０～ 
７月２８日(日) 
１０：３０～・１４：００～ 

合唱オペラ「森は生きている」 
場所：瀬戸蔵つばきホール 
参加費：大人 1,500 円 高校生以下 1,000 円 
※美術展 場所：瀬戸蔵多目的ホール 

ピースフェスティバルイン瀬戸 
TEL：090-4198-2159(松原) 
 

８月 1日(木)～３日(土) 
１０：００～・１３：３０～ 

こどもたちに伝えたい －戦争体験を語り継ぐ会－ 
場所：パルティせとマルチメディアルーム 

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

７月３０日(火) 
１９：００～２０：００ 

協力隊ナビ ～協力隊経験者と語ろう！～ 
場所：パルティせと 第１会議室 

７月３０日(火) 
A-1：１３：００～１３：５０ 
A-2：１４：００～１４：５０ 
※締切り：７月２２日（月） 

A-1：フェイスブック入門（パソコン編・講義） 
A-2：フェイスブックの登録と利用（パソコン編・実技） 
場所：デジタルリサーチパークセンター 
定員：各１０名（抽選） 参加費：各５００円（別途設備利用料） 

ＰＣサークルせと 
TEL：090-9904-9728（友次) 

８月２４日(土) 
B-1：１３：００～１３：５０ 
B-2：１４：００～１４：５０ 
※締切り：８月１４日（水） 

B-1：フェイスブック入門（スマートフォン編・講義） 
B-2：フェイスブックの登録と利用（スマートフォン編・実技）
場所：パルティせと第２会議室 
定員：各１０名（抽選） 参加費：各５００円（別途設備利用料） 

８月４日(日) 
１０：００集合 

東海道どまん中：袋井宿と可睡齋ウオーク １２km 
集合場所：袋井駅 
宿場公園→宇刈川沿→可睡齋→久野城址→東海道松並木→
本陣跡：東海道どまん中茶屋→袋井駅 

９月１日(日) 
９：００集合 

自然観察の森を歩く １５km 
集合場所：新豊田駅 
駅→曾根遺跡公園→観察の森→高橋交流館→児ﾉ口公園 

瀬戸市ウオーキング協会 
TEL：080-3065-7275(松原) 
 

９月２９日(日) 
９：００集合 

中山道シリーズ パート７ １６km 
集合場所：穂積駅 
穂積駅→美江寺駅→小旗紅園→赤坂宿 

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

８月２４日(土) 
１４：００～ 
 

第１８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 

せと・市民塾同好会 
TEL：090-5001-1588（安藤) 
 

９月８日(日) 
１４：００～１６：００ 
 
 

トーク・歌うことの喜び ～さぁ歌ってみましょう～ 
場所：瀬戸蔵 ２階 つばきホール 
参加費：２００円（資料代）  締切り：８月３１日（土） 
申込：往復はがき（銀杏木町３９ 安藤宜弘）   

 ☆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。 

 

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。 
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現在、市民活動センターには２１９団体(11,200 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。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

鹿児島に生まれ、住んでいた北海道から九州へ移動中、名古屋

で途中下車。縁あって瀬戸市に移り住み、ボランティア募集の「投網

にかかってしまった」と笑顔で話された郡山さん。 

万博の際に北ゲートで障害者支援の車椅子入場をお手伝いした

ことが活動の始まり。現在は「ＥＣＯ・にこにこ瀬戸」や「万博瀬戸ボラ

せんの会」など多方面で活動されています。また、「瀬戸市おもてな

しボランティア季刊誌作成チーム」の発行する「ようきてちょーた瀬

戸」の作成もおこない、瀬戸市市民活動センターの発行するセンター

ニュースの取材もお手伝いしていただいています。 

今一番力を入れているのは、「モリコロパーク里山開拓団」の一員

として田植えや稲刈りなど里山づくりの親子体験「あいちサトラボ」の

活動。｢環境問題にしても教育や福祉問題にしても高齢者、若者から

子どもまで、あらゆる世代が一緒になって学ぶ場が少ないですから

ね。サトラボは親子一緒に学ぶ大切な場です。」「ボラ

ンティアは他人のためとか、環境を守るためという名目

もあるけど、先ずは自分自身が楽しまないと続かない」

とおっしゃった話がとても印象的でした。 

傾聴を学ぶきっかけは、在宅福祉サービスをやっていく

中で、高齢者の方と笑顔で向き合うためと語られた野田さ

ん。８年前｢傾聴ボランティアせと｣を立ち上げ､スキルや集

中力を要求される活動をされています。２４名の仲間ともに

高齢者福祉施設や在宅などに訪問し、地域の人々の「心

のケア」にと傾聴活動をされています。 

｢聴くことは、話し手の言葉や事柄に留まるだけでなく、その背後に

ある気持ちを理解する事で、その人を知り、理解し、ご自身にご自分

の人生を問いかけていただくことのお手伝いをすること。｣と熱く語ら

れ、病気や認知症についての理解も必要と、スキルアップには余念

がないようです。 

また現在、アメリカでの研修仲間と「ＮＰＯ法人傾聴ネットキーステ

ーション」愛知を立ち上げ代表として活躍。「遠隔傾聴」に力を入れる

と共に、大学のコミュニケーション講座や福祉介護施設、企業の研修

など、国内でも数少ない専門家として傾聴の重要性・必要性につい

て講演されています。 

お忙しい中でも習字やガラス絵を楽しんでおられ､また､ご主人とも

顔を合わせて話をする時間を設けようと心がけているとのことです。 

ＥＣＯ・にこにこ瀬戸 

郡山 正秋 さん 

ＮＰＯ法人 

傾聴ネットキーステイション愛知 

野田 多喜子 さん 

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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★平成２５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１８日(土)午前１０時３０分よりパルティせと５階アリー

ナにおいて「平成２５年度せと市民活動連絡会総会」が開催

され、入会されている１２４団体のうち、７５団体８６名の出

席があり、事業報告、事業計画が審議・承認されました。 

 総会後の交流会には４６団体７０名が出席。まず、「笑顔

のコーチング」をテーマに講師のＮＰＯ法人ハッピーリング

代表池戸さん指導のもと、素敵な笑顔、泣き笑顔など笑顔

当てゲームで盛り上がりました。コミュニュケーションを良く

するためには笑顔はとっても大切とのお話もあり、会場は笑

顔であふれました。その後、新しく入会された６団体から活

動紹介がおこなわれました。 

短い時間でしたが会食をしながらの交流会は、団体同士

の紹介や今後のイベントについてのＰＲなどあちらこちらで

話しも弾み、交流の輪が広がっているのを感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ワンコイン交流会」 

 ～介護のこと！なんでも聞いてちょ！～ 
 ７月１８日(木) １３：３０～１５：３０ 

 パルティせと ４階 マルチメディアルーム  
  参加費：１００円（茶菓子代）         

 ★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！ 

ぜひ！ 

ご参加ください！ 

★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。 

・ワンコイン交流会（３回）・・・７月１８日（木）「介護のこと！なんでも聞いてちょ！」 

８月２８日（水）「新しい団体紹介と交流」 

１２月１２日（木）「皆で楽しく！ワンカップ交流会」 

・市民活動「陶祖８００年祭」・・・１１月３０日（土）   

・Make a CHANGE Daｙ 参加・・・１０月１２日（土）  

・市民活動ステップアップ交流会 共催・・・２月２２日（土） 

・活動ふりかえりシートの実施・・・年度末       

・運営委員会（全１２回）・・・毎月第２木曜日 １９：００～ 



 6

 

 

 

      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
【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。     

市民活動センター 今後のおもな予定

■ 「なるほど ザ 学習会」  第３回 ８月７日（水） ・ 第４回 １１月２０日（水） 

■ 「交流フェスタ２０１３in パルティせと」  １０月１２日（土） 

■ ＮＰＯあれこれ講座 １２月１８日（水） 

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） 
◇ 団体ＰＲのための、自主的な活動紹介（１３：３０～１４：３０） 

◇ 相談コーナー IT 相談・なんでも相談（１４：３０～１６：３０） 

◇ 登録団体のチラシ配布コーナー 

■ 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 ３日（水）  ９月１５日号・・・７月２９日（月） 

１０月１５日号・・・９月 ２日（月）  

■ センターNEWS 次号（第３４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８月３１日（土）までにお寄せください。   


