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URL http://www.gc-net.jp/seto-npo

日時：１０月１２日（土） １０：００～１６：００
場所：パルティせと ４・５階

市民活動の様々な取り組みを見て、聞いて、体験や交流ができるフェスタを開催します。
秋の一日を一緒に過ごしませんか？お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

５ 階

１０：００～１６：００
（１０：００～１４：３０）

音楽と踊り＆市民活動発表

市民活動・交流ブース

歌や踊り、太鼓や気功、マジック
など多彩なステージをお楽しみく
ださい。

３３の団体が一堂に集まり
皆さんとの交流を楽しみに
しています。

フェスタ寄席

（１３：００～１４：００）

笑いと人情の落語をお楽しみください！
出演者：愛知大学落語研究会 OB のみなさん

４ 階

１０：３０～１５：００

５階受付にて配布！
４・５階でスタンプと
シールを集めよう！

★参加賞先着２００名
（１１：００～）

ビンゴ大会
（１５：１５～）
豪華景品ゲット！
ビンゴカードの配布は
寄席にて！

Make a CHANGE Day

ふれあい茶屋 （有料）

東日本大震災復興支援
～忘れないで被災地を～
◆復興支援のための東北物産展
◆「被災地を知ろう！」 （テレビ中継など）
◆皆で話し合いましょう！
◆朗読 「ひまわりのおか」

抹茶、コーヒー、ジュース
歯舞産昆布などの販売
パン・クッキーの販売（市内福祉施設）

キッズおたのしみコーナー

体験のお部屋 （一部有料）

◆竹細工いろいろ
◆牛乳パックで竹とんぼ
◆魚つり（景品あり）

手作り体験やマジック、ダンス、護身術
の体験、藤四郎クイズ

活動紹介パネル展示

☆詳細は市民活動センターで配布しているチラシをご覧ください。
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人財ほっとネット講座

６月１５日（土）・２２日（土）・２９日（土） 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！
受講者延べ ９３名

自分の特技や社会経験を「まちづくりに生かしたい！」、「地域の役に立ちたい！」と考えている皆さん
と共に学ぶ講座を開催しました。
【講座１】では、得意なしゃべりを活かし、やりがいを持ち、充実した第二の人

生を送っている林さんの講演会。自分のやりたいこと、できることは何か、自
分を見つめ直すきっかけとなりました。
【講座２】では、自分の特技を活かそうと、一歩前に踏み出された人財ほっと
ネットの登録者３名の皆様による講演。これからの様々な場面に生かすこと
ができる内容で、講師の熱意も伝わった有意義な時間となりました。
【講座３】は、グループに分かれ、やりがい、生きがいを感じる時はどんな瞬
間かを発表し合い交流を深めました。「まちづくりのために自分がしたい活動が認められ、賛同者が増える事
にやりがいや生きがいを感じる。」「イベントなど一つのことをやり遂げた時に達成感を感じ、責任感も強くなっ
た。もっと活動を続け頑張りたい。」「好きな活動していることが、社会貢献につながっている。」など活発な意
見交流があり、受講生にとって活動の指針が見つけられたようでした。
【講座１】 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 （サポートプロジェクトＨＡＹＡＳＨＩ 代表）
【講座２】 人財ほっとネット登録者による「ミニ講座」 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
【講座３】 自分発見の交流会 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を開催

８月７日（水） 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 ２８名

第２回 なるほど ザ 学習会
「身近な防災」
～考えていますか！防災のこと～

講師：石原昭二さん（防災ネットせと）

南海トラフ巨大地震の最新情報、改正災害対策基本法についてふれ、
災害に備えて準備しておくもの、心構えについての話がありました。
中でも、「防災を身近に考えることが自分の身を守り、減災につながり
ます。 地元の防災訓練や行事などには積極的に参加し、地域の皆さん
と知り合いになっておく。防災講演会、講座などにも積極的に参加し新し
い情報を学ぶなどの防災活動をして欲しい。」と強調されました。その後、新聞スリッパを参加者で作り、防災
頭巾の作り方の説明を受けました。
グループトークでは「日常生活の中で、防災活動をすることは自分身や家族を守るのに大切なことだ」と精
力的な話合いがされました。
＜身近にあるものがアイディアで防災グッズに！！＞
★ごみ袋 ⇒ 首と腕を通せるように穴を開け レインコート、防寒コート
★タオル ⇒ 帽子、マスク、マフラー、下着代わりに
★新聞紙 ⇒ 防寒、敷物、紙スリッパなど

☆気軽に学習会に参加して、活動にお役立てください。（今後の予定）
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！
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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
Link Seiryo
TEL：090-4256-4799(坊山)

スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：0561-83-4546（山城)
末広亭ですえひろがりの会
TEL：080-1565-6824

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

瀬戸市ウオーキング協会
TEL：080-3065-7275(松原)

月 日
時 間
１０月１日(火)
１２月３日(火)
１０：００～１４：００
１１月５日(火)
１０：００～１４：００
１０月４日(金)
１１月１９日(火)
１２月１日(日)
１４：００～１５：００
１１月２３日(土)
１４：００～

内 容

Cowcow ママ‘s の１day shop
場所：みずの坂集会所
※毎月第１火曜日開催 ※作家さん募集

Cowcow ママ‘s の１day shop 周年祭
場所：みずの坂集会所

※抽選会、プチプレあり
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！

第１９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

１月１１日(土)
１３：３０開演
（１３：００開場）

新春せと末広寄席

１０月２４日(木)～
３月２７日(木)
１０：００～１１：５０
１２月１日（日）
１３：３０～１８：３０
１０月６日(日)
９：００集合

せと・市民塾（全８回） 塾生募集

演者：柳家さん喬、柳家喬の字、ダーク広和
場所：せと蔵つばきホール 前売り開始：１０月５日（土）
全指定席 ２，５００円（当日２，８００円）
場所：パルティせと４階マルチメディアルーム
定員：４０名 授業料：８００円×８回 締切：１０月５日（土）

街コン 陶都の恋さがし 瀬戸で会い陶ネ～
２５～４５歳の独身男女各５０名

締切：１１月５日(火)

ごんぎつねの里を訪ねる １２km
集合場所：名鉄知多半田駅
赤レンガ建物→新見南吉生家→矢勝川の彼岸花→酒の文化館

１１月３日(日)
９：００集合

中山道シリーズ パート８ １４km
集合場所：垂井駅
関が原宿→網掛峠→柏原宿

１２月１日(日)
９：００集合

岡崎の公園めぐり S：６km L：１３km
集合場所：愛環中岡崎駅
六所神社→分子研→竜美丘公園→東公園→中央総合公園→げん気館→岡崎公園

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)

社会福祉法人
くわの実福祉会 まゆ・かいこ
ボランティアネットワーク水南
TEL：0561-21-9161(横山)
こども図画アトリエ
TEL：0561-41-3061
（事務局）

１０月１２日(土)
１１月 ９日(土)
１２月１４日(土)
９：００～１２：００

１０月 今もトンボ池にトンボはいるかな
１１月 こもれびの径の黄葉を楽しむ
１２月 いろいろな森の中に入ってみよう

１０月１９日(土)
１１月１６日(土)
１２月２１日(土)
１０：００～１４：００

１０月 赤い実をさがそう
１１月 紅葉・黄葉を楽しもう
１２月 冬鳥をさがそう

１０月２６日(土)
１０：００～１４：００
１１月１０日(日)
１３：１５～１５：３０

第７回 くわの実まつり

１１月１６日(土)
１０：００集合
１２月７日(土)
１３：３０～１５：３０

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

集合場所：海上の森駐車場
※保険代・資料代１００円、小学生以下は保護者同伴
場所：くわの実福祉会 まゆ・かいこ

今が青春・輝いてシニアのファッションショー
出演者募集中！ 締切り：１０月２５日（金）
場所：瀬戸信用金庫ギャラリーひまわり
※６５歳以上の男女 ４５名（グループ参加も可）
こども図画写生会 ※当日受付
集合場所：陶祖公園 持ち物：画材、画板（画用紙は配布）

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・２２室・１１室
参加費：３００円 定員：３０人（先着順）

☆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２２０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。
元鉄道マンの中井さん。現役時代は運転士の横に立って監査を
する仕事の本務以外に、名古屋・新大阪間を新幹線で一日二往復し
たことがあると聞き、活力あふれる当時に思いを巡らせました。
万博開催時のおもてなしボランティアを皮切りに「ECO・にこにこ瀬
戸」などの団体で活動され、現在は、「万博瀬戸ボラせんの会」副代
表として、愛パークの活性化を目指し、多くの方々が訪れてもらえる
ように、記念となる“せとちゃんの缶バッチ” の提供やバルンアート、
ボディーペインティングや、餅つきなどのイベントを
行っています。 また、他団体とも協力して、様々な
取り組みを展開されています。
その他、『名古屋ウイメンズマラソン』のボランティアを行うなど、精
力的に活動している中井さんですが、「瀬戸市以外の自治体からも
ボランティア要請を受けているが、自分やメンバーの年齢からしても
市内での活動で精一杯。」と苦しい胸の内を明かされました。
趣味も多彩で囲碁、将棋、茶花道、詩吟、競馬にいたるまで幅広

万博瀬戸ボラせんの会
中井 俊一 さん

く、何事にもパワフルな中井さんに圧倒されました。

岡島さんは、愛・地球博開催中、宗次郎プロデュースの
「オカリナワークショップ」への参加を機に、やきものの街
瀬戸に相応しい楽器と惚れ込み「オカリーナ・せとの風」
を立ち上げ活動を始められたとのこと。現在も１９名の仲
間と演奏を続けられ、さらに「瀬戸 街なか夏まつり実行委員会」や
「楽観せと」、また「民生委員」など幅広い分野で活躍されています。
｢オカリナは陶器で作った楽器で、土の奏でる温かい癒しの音色で
す。穏やかな気持ちにさせてくれることもあり、特に高齢者施設等の
訪問演奏は大変喜ばれています。瀬戸にもっとオカリナの音色が広
がって欲しい。」とオカリナへの熱い思いを語ってくださいました。
活動を続けてこられたことについて、｢人との交流は、自分を育て未
来を開いてくれます。大変なこともありますが、達成感も大きくやりが

オカリーナ・せとの風

いがあります。」と、多くの人との出会いに感謝されていました。
また、若い頃から続けている「書道」も、今年は陶祖８００年記念事

岡島 隆子 さん

業で『―まっぺん地域再発見―』と題した飛墨会書展に出展されるな
ど「人を愛し、瀬戸を愛し…」をモットーに活躍されています。

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。
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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！
ワンコイン交流
●第１回ワンコイン交流会●
「介護のことなんでも聞いてちょ！」

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。

７月１８日(木) １３：３０～１５：００ マルチメディアルーム 参加者１０名
ＮＰＯ法人瀬戸地域福祉を考える会「まごころ」の大秋さんから、介護保険に
ついての説明があり、今後は閉じこもりや身体機能の低下を防ぐ介護予防に
力を入れていく必要があるなどの話がありました。質問タイムでは「施設の選
び方をどうすればよいのか」「直ぐに入所できるのか」「ケアマネージャーは自
由に選べるのか」「費用は」など、参加者の体験談も交え、和気あいあいのやり
取りの中にも、超高齢化社会に向けての心構えを認識することができました。

●第２回ワンコイン交流会●
「新しい団体の活動紹介&交流会」
８月２８日(水) １３：３０～１５：３０ マルチメディアルーム 参加者３０名
新しい登録団体の名称のいわれを含む活動紹介の後、他己紹介、名刺交
換も行ないました。参加者からは「他己紹介はとても面白く、交流を図るきっか
けになった。」「新たな出会いがあり、一緒にできそうなことが見つかりそう。」と
の感想が聞かれ、交流を深めることができたようです。

●Make a CHANGE Day
東日本大震災復興支援～忘れないで被災地を～
１０月１２日(土) １０：３０～１５：００
パルティせと ４階 マルチメディアルーム

■復興支援のための

・・・東北物産展・・・
手作り品、牛タンカレー、
海苔、ゆべし、チョコ、
備蓄食など

【当日プログラム】
１０：３０～ 「被災地を知ろう」 ・被災地（福島県国見町）とのテレビ中継
・宮城県東松島市復興政策課職員（瀬戸市派遣職員谷口塁さん）からのお話
１１：３０～ フリートーク（公開円卓会議） 「今！私たちができること」
１２：３０～ ＤＶＤ 『「ひまわりのおか」の生まれるまで』
１４：００～ 朗読＆ミニ交流会
・「ひまわりのおか」の朗読
☆ ひまわりの種を配付 先着１００名 ！！☆
（著者：大津波にのみこまれた宮城県石巻市大川小学校のお母さん）
・「みんなに笑顔をとどけ隊」（名古屋短期大学保育科野津研究室）の報告と交流

●市民活動「陶祖８００年祭」 ～瀬戸の歴史を知ろう！～

来てね！

１１月３０日(土)１０：３０～１５：００ パルティせと５階アリーナ
● 陶祖藤四郎などについてのお話しや史跡紹介、クイズ、歌と踊り、朗読などのステージ
● 瀬戸の歴史に関する作品や書道の展示、こども絵画コンクールの作品展示

★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

今後のおもな予定

■ 「なるほど ザ 学習会」 第４回 １１月２０日（水） ・ 第５回 １月２２日（水）
■ ＮＰＯあれこれ講座 １２月１８日（水）
■ 「ステップアップ交流会」 ２月２２日（土）
アップ

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）

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
１１月１５日号・・・９月３０日（月）

１２月１５日号・・・１１月 ４日（月）

１月１５日号・・・１１月２６日（火）

２月１５日号・・・１２月２６日（木）

■ センターNEWS 次号（第３５号）の「登録団体イベントカレンダー」情報募集！
１月・２月・３月のイベント情報を１１月３０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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