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４月６日（日）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、１９団体の事業に補助金交付が決まりました。 

 今回は新規に５団体への交付も決まり、元気な街を創出するための今

後の事業展開が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

この１９団体の成果報告会は、平成２７年２月２１（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 

 

 

＜３７号＞２０１４年７月４日 

はじめの一歩活動交付団体名 事業の名称 

瀬戸森の自然学校運営委員会 せとフィールド冒険隊 

瀬戸祭りの會 みこし文化で地域づくり 

まちづくり活動交付団体名 事業の名称 

瀬戸椿の会 瀬戸赤津・凧山つばきの森、ギャラリー遊々拡張整備事業２ 

モリコロの川を守るプロジェクト 矢田川の環境整備と水質向上の事業 

こども図画アトリエ こども図画アトリエ 

八幡台交流ひろば 八幡台交流ひろば 

Link Seiryo 子育てママを応援した趣味をいかした集まり 

ホルモン共和国 ＳＥＴＯ Ｌｉｔｔｌｅ Ｖｉｌｌａｇｅ（せと りとる びれっじ） 

PCサークルせと 市民のためのパソコン講座～シニアが安心安全に利用できるために～ 

親子で防災キャンプ実行委員会 夏休みの思い出 親子で防災キャンプ 

瀬戸市民憲章推進協議会 公園文化の復興 

NPO法人アクティブシニアネットせと さあ！畑に集合 partⅡ“一人はみんなのために みんなは一人のために” 

ガールスカウト愛知県第６６団 女の子がつくる暴力のない世界 パート１～「デート DV」～ 

こうはん婦人会 オンナたちの防災訓練～平日の昼間の地震！私たちにできることは？～ 

特定非営利活動法人せとルネッサンス 「環境創造都市」へ循環型社会づくりへ継続的挑戦 

尾張尾旭・瀬戸おやこ劇場 「太鼓と芝居のたまっこ座」による子育て講演会および和太鼓ワークショップ 

やきもの文化と芸術振興協会 「やきもの」を通して豊かな社会生活を！ 

まるっとミュージアムイベント活動交付団体名 事業の名称 

吊るし雛で瀬戸の街を飾ろう会 陶のまち せとの雛めぐりを市民参加で吊るし雛を飾ろう 

ご当地ヒーローでまちおこしの会 瀬戸市のＰＲビデオを作って陶神オリバーとコラボし全国発信 

 

mailto:seto-npo@ma.gctv.ne.jp
http://www.gc-net.jp/seto-npo
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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！」とお考えの皆さんが講師となり共に学ぶ講座。 
 講座１  ■人財ほっとネット登録者による「１０分間ミニ講座」 
６/１４（土） 13:30～15:30 受講者：２９人 
「災害スケジュール」「なんでも聞いてちょ！話すわよ！介護の
こと」「イベントを成功させる秘訣」「話し方ひとつで印象がかわ
る」「Eｃｏと省エネ」「健康は心と体のバランス」と６人の登録者
による個性あふれるミニ講座が開催され、交流会ではグループ
ごとに講座内容の質問も飛び交い、受講生の中には所属して
いる団体の研修会講師にと依頼している場面も見られました。 
 
 講座２  ≪公開講座≫ ■講演会 「Ｂ-１グランプリとまちおこし」   

講師：豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊 隊長 笠原 盛泰 氏 
６/２１（土） 13:30～15:30 受講者：４１人 
ハクヨプロデュースシステムを始め６社の代表取締役で、地域
づくり、まちおこし事業にも積極的に関わってこられた笠原氏。

「豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊」の隊長として、Ｂ-１グ
ランプリを通したまちおこしのやりがいについてお話を伺いまし
た。ジョークを交えた軽快なお話に参加者は引き込まれ、どうま
ちおこしをし、展開していくのか、まちおこしへの情熱とポイント
を学びました。「B-1グランプリという事業を皆で成功させたとい 
 
 
 講座３  ■自分発見の交流会  ６/２８（土） 13:30～15:30 受講者：２８人 
「自分のやりたいことを自然体でやっていることが、生きがい、やりがいになり、まちづくりの一助とな

っていることに気づかされた」などの発言もあり、交流会は盛り上がりました。 

 

 
  

陶祖藤四郎わいわい談義   進行：後藤恵治さん 

４月１１日（金） １３：３０～１５：３０ 参加者：１４人 

尾張地方の陶器の歴史と地名の関連について話を伺った後、

陶祖藤四郎のプロフィール資料を基に、参加者と様々な内容

「藤四郎が語られた時期」「四郎左衛門か、四郎右衛門かの違

い」「狛犬の阿吽の真意」などの談議が和気あいあいと繰り広

げられ、瀬戸の歴史の深さを実感したひと時でした。 

★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３回   ９月 ３日（水） 13：30～15：30 自分でつくる“心と身体” 元気にハツラツと活動しよう！ 

第４回  １１月１９日（水） 13：30～15：30  エンディングノート 法的なお話も聞けます！ 

第５回  １月２２日（木） 13：30～15：30 団体の資金は！？ 資金を得るためのノウハウ！ 

第６回  ２月 ５日（木） 13：30～15：30 企画のノウハウ よい企画を練ろう！ 

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！ 

 

う、記憶と経験を地域の財産として今後のまちおこしに活かしていきたい」との言葉が印象的でした。 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 

内 容 

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

７月５日(土) 
８月２４日(日) 
９月９日(火) 
１３：００～１４：００ 

交通安全マジックショー・マジック・バルーン教室  
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・バルーンアート教室開催（材料費２００円） 

※来場者には啓発品をプレゼント！ ※毎月開催 

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) 
 

７月１９日(土) ９：００集合 
８月２３日(土) ９：００集合 
９月２０日(土) ８：００集合 
（小雨決行） 
 

第４回夏の山野草と虫たちの観察会 
第５回森づくり作業体験その３「遊歩道周辺の整理伐」 
第６回秋の山野草観察会 
場所：猿投の森（集合場所：愛環山口駅） 
定員：各５０名（先着順）  締切り：開催日１０日前  
対象：中学生以上 

こども図画アトリエ 
TEL：0561-41-3061（岩外） 

７月２０日(日) 
８月３日(日) 
９：３０～１２：００ 
 

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会議室・１１会議室 
参加費：回毎３００円   
※お子さんの画用紙・画板・イーゼル準備します。 

ＮＰＯ法人 
やきもの文化芸術振興協会 
TEL：090-4794-2963(谷) 

①７月２６日（土） 
１０：３０～１５：００ 
②８月２４日（日） 
１０：００～１２：００ 

親子で楽しむやきもののれきし・文化と作陶体験 
場所：愛知県陶磁美術館 ①南館 ②本館 
対象：小・中学生とその保護者  定員：１５組程度 
参加費：２人１組９００円（子ども複数参加可、1 人 250 円）  

瀬戸街なか“夏まつり” 
実行委員会 
TEL：0561-21-5952(岡島) 

８月２日（土） 
１７：３０～１９：００ 
（雨天 ３日（日）） 

瀬戸街なか“夏まつり” 
場所：瀬戸蔵屋外広場 
盆踊り・縁日など 抽選付うちわ配布（先着２５０人） 

瀬戸市ウオーキング協会 
TEL：080-3065-7275(松原) 

８月３日(日) 
９：００集合 

小幡緑地とアサヒビール見学ウオーク Ｌ：１３㎞ Ｓ：７㎞ 
集合場所：名鉄瀬戸線印場駅 
小幡緑地東園→八竜湿地→緑地公園→白沢渓谷→川田公園→アサヒビール 

９月７日(日) 
９：３０集合 

長篠城址と古戦場を訪ねる １３㎞ 
集合場所：ＪＲ飯田線本長篠駅 
本長篠→長篠城址→医王寺→馬防柵再現地→家康本陣跡→三河東郷駅 

１０月５日(日) 
９：００集合 

伊能忠敬を偲ぶ：歩測名人大会ウオーク Ｌ：１０㎞ Ｓ：６㎞ 
集合場所：瀬戸市民公園 
※詳細検討中 

Link Seiryo 
TEL：090-4256-4799(坊山) 

７月３０日(水) 
１０：００～１５：００ 

ＣＯＷ ＣＯＷ 夏祭り 
場所：西陵地域交流センター 

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

８月９日(土)１８：３０～ 
８月１０日(日) 
１０：３０～・１４：００～ 

合唱劇「カネト」 
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 
※作品展 場所：瀬戸蔵多目的ホール 

８月 1日(金)～３日(日) 
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 

ハート・エンジェル 
TEL：090-9023-3560(瀬田) 
 

８月１６日(土) 
１０月１８日(土) 
１４：００～１５：００ 

きら★きらコンサート２０１４ 
場所：パルティせと１階 
８月：トリオｄｅブランチ １０月：瀬田なお子・竹之内奏 

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

８月２３日(土) 
１４：００～ 
 

第２２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) 
 

８月２３日(土) 
１４：００～１６：００ 
（開場 １３：３０） 

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  つばきホール 
参加費：５００円（要申込・先着順）   

ＮＰＯ法人品野つくし会 
TEL：090-3454-5340（水野) 
 

１１月１４日(金) 
～２４日(月) 

１７：３０～２１：００ 

ライトアップ岩屋堂 
場所：岩屋堂公園内 
※ボランティア募集 

 ☆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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今回号より、「せと市民活動応援補助金」交付団体を順次紹介します。「せと市民活動応援補助金」は、自発 

的で自主的に企画・実施する活動で市民の暮らしを豊かにする市民活動やせと・まるっとミュージアムを盛り上 

げるイベントに対して補助金が交付されます。皆さんも交付団体の素敵な活動に参加して、来年度の「せと市民 

活動応援補助金」に応募し、活動の幅を広げませんか！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 団体の活動についての詳細は市民活動センターまで 

◆こども図画アトリエ◆ 

・月１回アトリエ教室を瀬戸市文化センターで開催 

 対象３歳～中学生（親子参加可） 

 モチーフを見ながら描く。写生会もあり。 

・夏季特別アトリエとして８月１８日～２０日の３日間 

 開催（小・中学生対象） 

・こども絵画コンクール（公募展）開催 

 １０月 瀬戸蔵多目的ホール 

こども図画アトリエ 

◆矢田川の環境整備と水質向上の事業◆ 

「きれいな水を森から海へ」の理念のもとに、矢田川流

域の自治会及びまちづくり協議会・賛助会員等と協力し

て、矢田川の環境整備活動と、川に親しむ行事、勉強会

などを展開する。 

・広報「矢田川」の発行…流域での活動を紹介し、 

矢田川への理解者を増やす 

・モリコロ自然探検隊…子ども達と一緒に川を調べる 

モリコロの川を守るプロジェクト 

◆子育てママを応援する趣味をいかした集り◆ 

・ＣＯＷ ＣＯＷママ’ｓの１ｄａｙ ｓｈｏｐ 

 毎月第１火曜日 10：00～14：00 みずの坂集会所 

 ハンドメイドが趣味な子育て中ママさん達の集まり 

・ＣＯＷ ＣＯＷ夏祭り…７月３０日（水）１０：００～ 

               西陵地域交流センター 

・ロングウッドハンドメイドショップ開催予定 

・その他各種イベントに参加 

Ｌｉｎｋ Ｓｅｉｒｙｏ 

 コンクールに

参加してみま

せんか！？ 

 

 矢田川を覗

いてみません

か！？ 

 ママたちの傑

作を見て、買

ってね！ 

◆瀬戸赤津・凧山つばきの森、 

ギャラリー遊々拡張整備事業２◆ 

瀬戸市白坂町地内に開園した「凧山つばきの森」を拡張

整備する。 

・つばき祭を開催 

・山林を整理して、椿を植え、森を活性化 

・赤津 窯元まわし会との共同 

・共同で周辺の環境整備を行う 

瀬戸椿の会 

凧山つばきの森 入口 

 凧山つばき

の森に遊び

に来てね！ 
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★平成２６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１０日(土)午前１０時３０分より瀬戸蔵４階多目的ホー

ルにおいて「平成２６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１２５団体のうち、７８団体（委任状３

０団体）８８名の出席で開催され、事業報告、役員選任、事

業計画を審議して全て承認されました。 

 来賓としてご臨席いただいた増岡錦也市長からは皆さん

の活発な活動への感謝と、今後のさらなる活動を期待して

いるとの激励のお言葉をいただきました。 

 総会後の交流会には４６団体７３名が出席。まずはアイス

ブレイクで隣の人とコミュニケーションを取り、和やかな雰囲

気の中で軽食をいただきました。その後、各テーブルでひと

りづつ、団体紹介を兼ねたインタビューを受け、「あなたの

団体の飲ミニケーションは年何回？」など楽しい質問もあり

皆さん笑顔で答えていました。 

短い時間でしたが、会食をしながら団体同士の紹介や今

後のイベントについてＰＲし合うなど、あちらこちらで話しも

弾み、交流の輪が広がっていました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ワンコイン交流会」 

～南海トラフ巨大地震に備えて～ 
７月２３日(水) 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！ 

●平成２６年度 役員 

会 長 大秋惠子 

副会長 平田 毅・岡島隆子・東 徹也 

会 計 市川春代  

監  事 長江保明 ・ 刑部祐介 

★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。 

・ワンコイン交流会（３回）・・・７月２３日（水）「南海トラフと巨大地震について」 ※下記お知らせ参照 

８月６日（水）「親子で楽しく健康講座」 

１２月１１日（木）「皆で楽しく！ワンカップ交流会」 

・市民活動「ミニミニ市民祭」・・・１１月２９日（土）   

・Make a CHANGE Daｙ 参加・・・１０月１１日（土）  

・視察研修・・・２月７日（土） 

・市民活動ステップアップ交流会 共催・・・２月２１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～ 
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【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」 毎週月曜日 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 座 学習会」  第３回 ９月３日（水） ・ 第４回 １１月１９日（水） 

■ 「交流フェスタ２０１４inパルティせと」  １０月１１日（土） 

■ ＮＰＯあれこれ講座  ８月１日（金） ・ １２月１０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） 

◇ 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 ２日（水）  ９月１５日号・・・８月 ２日（土） 

１０月１５日号・・・９月 ２日（火）  

■ センターNEWS 次号（第３８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３０日（土）までにお寄せください。   


