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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。
皆さんでぜひ！ご参加ください！
【日

時】 ２月２２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～ 団体❤団体のわくわくコラボ！！
～楽しいイベント企画～
１２：４０～ 飲食タイム＆自己紹介
１３：２０～ 楽しいイベント企画を考える
１４：１０～ グループで企画発表
１４：４０～ 投票
１４：５５～ フィナーレ
１５：００

終了
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登録団体支援のためのフリースペース

パルティせと 4 階マルチメディアルームを無料開放しています。(月１回、午後)
広いお部屋を皆さんでシェアして使ってください。
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。）
イベントＰＲ ・ チラシ配布

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。）

交流ルーム

団体の打ち合わせ

IT 関係「何でも相談」しています。
（担当 ： ＰＣサークルせと）

●今後日程
２月１４日(金)

「企画づくり応援します」

３月１５日(土)

「活動ふりかえりシートって」

被災地での
ボランティア
活動報告

＜PM １３：３０～１６：３０＞

「交流フェスタ２０１３ｉｎパルティせと」を開催しました！
１０月１２日(土) パルティせと４階・５階 10:00～16:00
今年で９回目を迎えるフェスタには２,５００人の方々が訪れ、活発
な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、メインイベントの「フェスタ寄席」では
会場が笑いに包まれました。４階では、『Make a CHANGE Day（イ
ベント）』を開催し、東日本大震災復興支援のための催しが行われま
した。
１１月２０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 ２７名

第３回 なるほど ザ 学習会
「楽しく食べて人生健康に！」

講師：髙橋ひろこさん、堀尾良一さん、岩田淳さん
「人財ほっとネット」に登録されている講師による、身も心も健
康で楽しく活動するための講座を開催しました。
前半は、肉や野菜の栄養バランスや腹七分目により健康で長
生きできる話と、災害時のボランティア活動における「食物アレル
ギー」の問題についてのお話がありました。後半は、心が健康に
なる体をほぐす簡単な体操や呼吸についての話を身体を動かし
ながら学びました。
☆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
瀬戸市ウオーキング協会
TEL：080-3065-7275(松原)

月 日
時 間
１月５日(日)
９：００集合

内 容

新春初詣：尾張えびす大祭ウオーク S：７km・L：１２km
集合場所：名鉄瀬戸線三郷駅
井田八幡神社→尾張えびす→A コープ幡山→山口八幡社

２月２日(日)
９：００集合

瀬戸のお雛めぐりウオーク １０km
集合場所：愛環山口駅
塩草町→万徳寺→窯垣の小径→瀬戸蔵→無風庵

３月２日(日)
９：３０集合

「花鳥風月」華山の世界を訪ねる １２km
集合場所：豊橋鉄道三河田原駅
東大浜公園→滝頭公園→藤七原湿原→つばき公園→田原城址→田原まつり会館

３月３０日(日)
９：００集合

布袋の旧町並みと五条川沿い散策 S：８km L：１２km
集合場所：名鉄布袋駅
ふれあい会館→蔵の町並み→布袋の大仏→地蔵山公園→生駒屋敷→久昌寺→五条川沿い→富士塚

尾張自然観察会
定光寺自然観察会
TEL：090-9263-9768(大谷)

１月１１日(土)
２月 ８日(土)
３月 ８日(土)
９：００～１２：００

１月 越冬昆虫を探す
２月 草木の冬越し
３月 春の野を歩く
集合場所：定光寺公園第３駐車場（雨天決行）
※保険代・資料代１００円、小学生以下は保護者同伴

尾張自然観察会
海上の森自然観察会
TEL：0587-37-7616(齋竹)

１月１８日(土)
２月１５日(土)
３月１５日(土)
１０：００～１４：００

１月 冬芽を観察しよう
２月 昆虫の越冬を観察しよう
３月 早春の花を楽しもう
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

スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：0561-83-4546（山城)

交通安全マジックショー ※毎月開催

日本舞踊 紫泉会
TEL：0561-82-5956(高橋)
末広亭ですえひろがりの会
TEL：080-1565-6824

１月１２日(日)
２月１１日(火・祝)
３月２６日(水)
１４：００～１５：００
１月５日(日)
１０：００～
１月１３日(月・祝)
１６：００～
２月２日(日)
１１：００～
２月４日(火)
３月４日(火)
１０：００～１４：００
２月２３日(日)
１０：００～
３月８日(土)
１４：００～

ＮＰＯ法人愛知家族会
TEL：090-7866-6753(林)

３月９日(日)
１０：００～１６：００

第９回ＮＰＯ愛知家族会フォーラム

結月流 正園会
TEL：090-1723-9839(結月)
せと．なでしこ会
TEL：0561-82-3534(村田)
三扇会
TEL：0561-83-0358(田中)
Link Seiryo
TEL：090-4256-4799(坊山)

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！

舞初め会
場所：渋川福祉センター

初踊り
場所：グレイセル

舞初め
場所：やすらぎ会館 ３階和室

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

紫泉会年初舞
場所：渋川福祉センター

第２０回 せと末広寄席
出演者：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
西野敏夫氏(臨床心理士)基調講演と依存症者・家族の体験発表
場所：名古屋国際会議場 参加費：１，０００円
※定例会

神叡流吟剣詩舞道
尾張地区会
TEL：0561-82-9825(武仲)

３月１６日(日)
９：３０～（開場９：００）

毎月第２土曜日の翌日の日曜日 ９：００～１６：００
場所：ウイルあいち 参加費：３，０００円（寄付として）

平成２６年 神叡流吟詠、剣詩舞道大会
場所：尾張旭市文化会館 あさひのホール
入場無料

☆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２２１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。
熊本で育ち、瀬戸市に移り住んで５０年弱の平田さん。地域に恩
返しがしたいと町内の副会長や公民館の運営にも携わる中、せとマ
メナシ観察会に誘われて活躍されています。また「せと市民活動連
絡会」の副会長として団体同士の交流や協働できることを目指し、率
先して活動されています。
平田さん曰く「自分は人に惚れやすく、何事もその人がやりたいと
思っている方向に手助けをしたいと考えている。だから補佐役も手助
けできるならばと引き受けた。」「マメナシの知識をどこまで伝えられ
るかわからないが、マメナシを通して子どもたちと接しているのは楽
しいし、教わる事も多い。」と笑顔で話されました。
活動以外にはゴルフやウクレレを楽しまれ、特に野球が大好きで、
「野球部の存在があったことが就職することの決めてとなった」と断
言するほど。投手も捕手もこなし、仕事上でモヤモヤ

せとマメナシ観察会

した時も野球で汗を流して全て忘れた事や試合の思

平田

い出話など、野球に関する話は尽きそうにありません

毅 さん

でした。

高次脳機能障害者の豊かな自立した生活が保障される社会の確
立を目指して活動されている「サークル・フレンズ」の代表豊田さん。
｢高次脳機能障害は、事故や病気で脳を損傷した事による後遺症
で、言語・思考・記憶・知的能力の低下などの障害を抱え、日常生活
が困難なになるなど、外見上では障害がほとんどわからないため理
解が得られにくい現状があり、支える家族も大変な苦労をしていま
す。団体を発足して１３年。少しでも日常生活が改善されるようにと
週４回は生活リハビリ・軽作業・クッキーづくりなどを行っています。ま
た、多くの皆さんに理解してほしいと思い、啓発活動や勉強会も開催
しています。ぜひ皆さんにもご参加いただき、高次脳機能障害を知っ
てほしいです。」と熱い思いのこもったお話をお聞きしました。
代表として忙しい毎日の中、料理やケーキ作り
が好きで、行事には手作りケーキがテーブルを飾

サークル・フレンズ

り、また花や野菜を種から育てるなど作ることを楽

豊田 幸子 さん

しんでみえます。

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！
を開催しました！
１１月３０日（土） １０：３０～１５：００ アリーナ 参加者１６８名
私達のまち瀬戸の歴史についてもっと
知ってもらいたいと、団体がそれぞれの得
意分野を活かして協働し、展示や趣向をこ
らしたステージを繰り広げました。
オープニングでは心にしみいる和太鼓
演奏曲「藤四郎」「登り窯」が会場内に鳴
り響き、「藤四郎と狛犬」「藤四郎から学
ぶ瀬戸の歴史」の講演、陶祖藤四郎に関
する昔話の朗読、歌、民踊のステージへ
と続いていきました。会場には等身大の
陶祖碑モニュメントの書道作品や陶祖碑
内部の経文が書かれた小石、瀬戸の歴史
に関するブース展示もされました。
また、藤四郎をテーマとした「こども絵画コンクール」作品の展示や表彰式、ロビーでは、大きな「瀬
戸の文化と歴史ジグゾーパズル」を使ったこども達の参加しやすいゲームも行われました。
陶祖藤四郎をはじめ、陶都瀬戸の歴史を見て、聞いて、知ることができたひと時を参加者の皆さん
が共有しました。

ワンコイン交流

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。

●第３回ワンコイン交流会●
「ワンカップ交流会」 ～コミュニケーションゲーム～

１２月１２日(木) １９：００～ マルチメディアルーム 参加者３４名
今年は『コミュニケーションゲーム』と題し、グループ対抗の防災伝
言ゲームを楽しみました。伝言内容をはじめて知った参加者は長い
文面にびっくり。なかなか伝達が進まないグループもありましたが、
わいわい、がやがやと楽しそうな笑い声が会場にあふれました。
「被災地にボランティア活動に行くのに費用が自費とは知らなかっ
た。」など真顔の発言もあり、学ぶこともあった交流会でした。

●せと市民活動連絡会共催『市民活動ステップアップ交流会』 （P1 参照）
２月２２日(土) 瀬戸市文化センター
第Ⅱ部 「団体❤団体のわくわくコラボ！！ ～楽しいイベント企画～」

来てね！

他団体と交流するチャンス！いろいろな団体と楽しい企画を考えてみませんか !?

●活動ふりかえりシート

３月下旬配布予定

★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 １月２２日（水）「報告書の書き方」
第５回 ２月１２日（水）「企画力をみがこう」
■ 「市民活動ステップアップ交流会」 ２月２２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）

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
３月１５日号・・・１月３０日（木）
★２６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３６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１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。

■ ロッカーの貸与 ２６年度の申し込みは３月２４日（月）～４月５日（土）です。
【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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