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市民活動団体６３団体、約１００名の参加のもと、２月２２日（土）今年度の市補助金
交付団体(３０団体)の活動成果発表と交流会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発表
今年度も補助金の交付を受けた３０団体が模造紙に
一年間の活動をまとめ報告を行いました。３分間の持ち
時間の中で、活動に懸けた熱い思いや実施した内容を
伝えました。「来年度の参考にと初めて参加したが、ど
の団体の活動も活発で皆さん凄いですね」との感想も
聞かれました。
審査員からは、「団体同士の連携事業が増え、瀬戸
市の市民活動がレベルアップしてきたと感じる。さらなる
レベルアップのために、他市町村の市民活動団体の活
動情報も収集すると良い」とのご意見をいただきました。

第Ⅱ部 交流会
「団体❤団体のわくわくコラボ！～楽しくイベント企画～」をテ
ーマに５９団体、９０名で交流会を開催しました。
参加者は９グループに分かれ、「防災」「環境」「観光」の３つ
の分野からイベントテーマを１つ決め、グループ内の参加団体
の活動を活かしたコラボ企画を考えました。時折笑い声が聞こ
え、どのグループも楽しそうに話し合いをされていました。
考えた企画を発表後、会場の皆さんによる投票を行い、１位
には「復活！！市民祭」の企画が選ばれました。審査委員から
は「この短い時間で、どのグループもとても良いイベントを企画
され、審査員も選ぶのにとても迷いました。ぜひ、皆さんの考え
た企画を実現してもらえたらと思います」とのご意見をいただき
ました。そして、交流会の最後は『瀬戸市元気会』の皆さんと一
緒に和気あいあいと童謡の合唱を楽しみしました。
●平成２６年度 せと市民活動応援補助金 公開プレゼンテーション審査会のご案内

４月６日（日） ９時～１６時（予定） パルティせと５階アリーナ
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第５回 なるほど ザ 学習会
「企画力をみがこう！」

２月１２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 ２２名

講師：西尾一己さん（凸版印刷株式会社 中部ＴＩＣ部 メディア統括プロデューサー）
活動に不可欠な企画力を磨こうと講座を開催しました。
磨くポイントや立案のプロセス、「企画思考力」を身に着ける
にはなどのお話をうかがいました。
３グループそれぞれに与えられた課題を解決するために
どのようなＰＲ企画を立案したらよいかについて話し合い、
結果を発表しました。参加者から「とても勉強になった」「団
体の PR に役立てたい」との感想が聞かれました。

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
瀬戸市ウオーキング協会
TEL：080-3065-7275(松原)

月 日
時 間
４月１２日(土)
９：００集合

内 容

長島一向一揆と水の歴史・桑名を歩く １３km
集合場所：近鉄名古屋線 近鉄長島駅
長島駅→長島城址→長島一向一揆の願證寺→なばなの里→
六華苑→七里の渡し→九華公園→桑名駅

５月４日(日)
９：００集合

曼陀羅寺の藤：鑑賞ウオーク Ｌ：１５km Ｓ：８km
集合場所：名鉄犬山線 犬山遊園駅
犬山遊園駅→すいとぴあ江南→フラワーパーク江南→曼陀羅寺→江南駅

６月１日(日)
９：００集合

みたけの森と花フェスタ記念公園 Ｌ：１６km S：１０km
集合場所：名鉄広見線 新可児駅
新可児駅→花フェスタ記念公園→可児郷土資料館→東海自然歩道→御嵩駅

瀬戸椿の会
TEL：0561-82-2027(村上)

４月１９日（土）～
２７日（日）
１０：００～１５：００

第２回 凧山椿まつり

公益社団法人
日本山岳会 東海支部
猿投の森づくりの会
TEL：090-4851-5264(林)

４月１２日(土)
５月２４日(土)
６月２８日(土)
９：３０～１５：００

４月 希少な巨木ヤマザクラが群生する森での
観桜会＆自然観察会
５月 森づくり作業体験その１「遊歩道周辺の整理伐」
６月 森づくり作業体験その２「湿地葦刈作業」

場所：赤津凧山つばきの森（雲興寺対岸）
１９日（土）のみ 甘酒無料配布（先着２００人）
その他イベントあり

場所：猿投の森（少雨決行）
対象：中学生以上
参加無料
定員：５０名（先着順）
申込締切り：開催日１０日前

三扇会
TEL：0561-83-0358(田中)
プアカラフラチーム
TEL：080-2661-5957(伊藤)

５月１１日（日）
第６回 三扇会“さみだれに舞う”
１２：３０開演（正午開場） 場所：瀬戸市文化センター 文化ホール
入場無料
６月１０日（火）
フラダンスを体験しませんか
①１３：１５～１４：４５
場所：①・②道泉地域交流センター
②１９：００～２０：３０
③瀬戸市文化センター 第１リハーサル室
③６月１２日（木）
定員：各１０名（要電話予約・先着順）
１０：００～１１：３０
参加無料
ヒッポファミリークラブ
①５月３１日(土)
教育講演会「７か国語で話そう。」
TEL：0561-87-3984(久野)
１４：００～１６：００
場所：①瀬戸市文化センター ２１会議室
②６月５日(木)
②パルティせと４階 マルチメディアルーム
③６月８日(日)
③パルティせと４階 マルチメディアルーム
１０：００～１１：３０
参加無料
☆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(10,060 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。
名古屋市生まれで瀬戸に移り住んで４０年。第九や瀬戸メサイア合
唱団が市民活動のきっかけと伺い、現在の活動と違うイメージに驚き
ました。「歌うことが大好きで、オーケストラが違えば同じ歌でも違う印
象になる。合唱曲やクラシックのＣＤは数百枚も持っている」と笑って
みえました。
現在、石原さんが代表を務める『防災ネット・せと』は、市民活動セ
ンターの「防災ボランティア講座」を機に３団体で立ち上げ、街頭募金
や防災講座の支援を行っています。昨年は「避難所開設、受け入れ
シミュレーション」を行い課題がみつかったと、防災についての話は尽
きません。そもそも防災に強く関心を持ったのは、地元の自治会長を
務め、瀬戸自治連合会防火防災部会に所属していた時に、住民防災
台帳の作成に関わったことや防災の講座・研修に参加したからとか。
「これからも、他団体とのコラボや避難所の訓練も重ね
ていき、地域の住民のために対策や啓発をしていきた
い。『防災のイメージ作りはまず訓練』です」と。
何事も極めようとする活動に対する姿勢に、感銘を
受けました。

防災ネット・せと
石原 昭二 さん

合唱・ミュージカルなどを通して人々に歓びを伝え
たいと、子どもたちと練習に励む『瀬戸ファミリーシン
ガーズ』の代表、指揮者の小山麻衣さん。
現在４才から中学生までの２２名を指導され、２０１０年の結成以
来、子どもたちの元気な歌やダンスを、コンサートや老人福祉施設、
地域のイベントなどで披露し、精力的に活動されています。
「私の今の活動は、子どもの頃の“多摩ファミリーシンガーズ”の経
験が大きく影響しています。成長する子ども時代の環境を大切にした
い」との思いを語られ、二児の母親としてご家族の協力を得ながら、
地域の子どもたちの育成活動と両立されているそのパワーと笑顔が
印象的でした。また、可愛い衣装も小山さんや子どもたちのご家族が
すべて手作りしているとのことで、愛情にあふれていました。

瀬戸ファミリーシンガーズ
小山 麻衣 さん

「ひまわりのおか チャリティーコンサート」の準備で忙しい中、練習
会場の片隅でお話をうかがいましたが、子どもたちは皆元気はつら
つで、楽しんで練習している様子を見ることができ、小山さんの熱い
思いがしっかり伝わっていることが感じられました。

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１２５団体（H２６．３月現在）
「せと市民活動連絡会」は今年で設立から８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！？

【２５年度に実施した事業】
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。
■ 「介護のこと なんでも聞いてちょ！」
■ 「新しい団体の活動紹介&交流会」

■ ワンカップ交流会「コミュニケーションゲーム」

２ 市民活動 陶祖８００年祭 「瀬戸の歴史を知ろう」
陶の都、私たち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協働し、
展示やステージ発表を行いました。

３ 市民活動ステップアップ交流会 Ⅱ部
団体❤団体のわくわくコラボ！！ ～楽しくイベント企画～
（「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。）

４ 市民活動ふりかえりシートの実施
加入団体の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。

５ 交流フェスタ２０１３ in パルティせとへ協力
６ Make a CHANGE Daｙ に参加
東日本大震災復興支援「忘れないで被災地を！」 東北物産展、被災地とのテレビ中継など
※Make a CHANGE Day とは、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

２６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）・・・６月１８日（水）・７月２３日（水）

会

・（仮）市民活動ミニイベント・・・１１月２９日（土）

・ワンカップ交流会・・・１２月１１日（木）

・交流フェスタ２０１４ in パルティせと 協力

・Make a CHANGE Daｙに参加

・市民活動ステップアップ交流会 共催

平成２６年度 「せと市民活動連絡会総会」を開催します！
５月１０日(土) 瀬戸蔵 ４階 多目的ホール
（予定） １０：３０～ 第１部 総会
１１：１０～ 第２部 交流会

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２６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

※日程・内容につきましては、変更する場合があります。
第１回 ４/１１（金） １３：３０～１５：３０ 「陶祖藤四郎わいわい談義」
第２回 ６/２５（水） １３：３０～１５：３０ 「考えよう防災」
第３回 ９/３ （水） １３：３０～１５：３０ 「自分でつくる“心と身体”」
第４回 １１/１９（水） １３：３０～１５：３０ 「エンディングノート」
第５回 １/２２（木） １３：３０～１５：３０ 「団体の資金は！？」
第６回 ２/５ （木） １３：３０～１５：３０ 「企画のノウハウ」

■ 育成講座「人財ほっとネット講座」

参加して！！
スキルアップ
してみませんか！

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１４日（土）・２１日（土）・２８日（土） １３：３０～１６：３０
●講座１ ６月１４日（土） 人財ほっとネット登録者の紹介
●講座２ ６月２１日（土） 公開講座 講演会
講師：笠原 盛泰 氏 いなり寿司で豊川市をもりあげ隊 隊長
（株式会社ハクヨプロデュースシステム 代表取締役）
●講座３ ６月２８日（土） 交流会

■ 「交流フェスタ２０１４ in パルティせと」 開催 １０月１１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１５日（木） １９：００～ 大会議室

■ ＮＰＯあれこれ講座 １２月１０日（水） １３：３０～１５：３０

マルチメディアルーム

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２６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。
※状況により変更になる場合があります。ご確認ください。
日程（１３：３０～１６：３０）

４月２６日(土)・ ５月３１日(土）・ ６月２７日(金）・ ７月２４日(木）
８月２９日(金）・ ９月２５日(木）・１０月２５日(土）・１１月２２日(土）
１２月２０日(土）
・ ２月１４日(土）
・ ３月２８日(土）
◆ 市民活動交流ルームではこんなこともできます
◇ 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
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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２６年４月１日から平成２７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２８日(金)から４月５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７日以降は空きロッカーがある場合は随時受付けます。
年度途中で申し込まれた場合も申込日から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
６月１５日号・・・４月２８日（月）
７月１５日号・・・５月３１日（土）

締切り日を
お守りください！

■ センターNEWS 次号（第３７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７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」 毎週月曜日 午前 9：20～9：30 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。

◆４月からＦａｃｅｂｏｏｋ始めます！ぜひご覧ください！◆
☆URL http://www.gc-net.jp/seto-npo/ ←（Ｆａｃｅｂｏｏｋのページにアクセス）

■ 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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