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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 

 

 

＜３８号＞２０１４年９月４日 

～ 

    

４階 活動紹介パネル展示 

市民活動団体のみなさんの

日頃の活動をご紹介 

吊るし雛作り、 
寄せ植え、缶バッチ作り、 
バルーンアートを 
     体験してみよう！ 

４階 体験のお部屋 

 
４階 

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

ふれあい茶屋 

★商品をゲットしよう★ 
ビンゴカードは 
「きら★きらコンサート」 

         で配布！ 

   
４・５階 スタンプラリー 

参加賞は先着２００人！ 
（引換は１１：００～） 
受付は５階にあります♪ 

 
４階 ワールドカフェ 

世界の飲み物やお菓子で 
       ほっと一息❤ 
外国の方と楽しく交流！ 

 ビンゴ大会 ５階 

１０月１１日（土） 

場所 パルティせと４階・５階 

時間 ４階 １０：３０～１５：００ 

    ５階 １０：００～１６：００ 

家族や友人と 
誘い合わせて！ 
一緒に 
楽しみましょう！ 

燃えろ！フェスタ１０周年 

 知ってもらおう 広めよう 市民活動！ 

キッズ 
おたのしみコーナー 

４階 

牛乳パックでコマ作り！ 
ボーリングや魚つりで 

        景品をゲット！ 

Make a  

CHANGE Day 

3.11から 3年７ヵ月、 

私たちにできることは 

まだたくさんあります。 

■東北物産展 
 ・チョコ ・南部煎餅 
 ・くるみ入りゆべし 
 ・牛タンカレー 
 ・手作り手品など 

■朗読 「ハナミズキのみち」 
 

■若い世代と 
    考えよう！ 
   （公開円卓会議） 
「被災地から学ぶ 
  私たちができること」 

４階 

☆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。 

 ５階 アリーナ 

■市民活動 
   交流ブース 
３１団体が、皆さんを 

お待ちしています。 

１０：００ 
 

１６：００ 

 

～ 
きら★きらコンサート 

ハート・エンジェルによる 
クラシック音楽の 
演奏♪♪ 

１３：００～ アリーナステージ 

■音楽や踊り 

■市民活動発表 

mailto:seto-npo@ma.gctv.ne.jp
http://www.gc-net.jp/seto-npo
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「自分でつくる“心と身体”」  

講師：岩田 淳 氏（人財ほっとネット登録者） 

９月３日（水） １３：３０～１５：３０ 参加者：１５人 

空手、武術を通して４０年以上にわたり不登校の支援

を行ない、健康講座も開催している岩田さんから「バラン

スの取れた体は心も安定し、主体性を持って人生を生き

ることは健康長寿に繋がる。」と、そのための体の動かし

方、呼吸法を学びました。健康は活力の源、日々の努力

が大切だと実感しました。 

★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４回  １１月１９日（水） 13：30～15：30  遺言・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！ 

 
 

 

 

活動のＰＲに、発表の場として大いに利用していただくために、毎月１回土曜日にパルティせと１階

のステージ出演の場を提供します。 

・・・７月１９日（土）に第１回目を行いました！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３団体が出演し、華やかなフラダンスや活動の紹介が行われ、観に来た方や足を止められる方

も多く、たくさんのギャラリーが集まりました。 

★フイ オ カマレイ カピキ    ★瀬戸市民憲章推進協議会   ★カフラオ レアレア  

      

 

 

 

 
 

☆活動の発表の場、ＰＲにお役立てください。 

使用できる日：毎月１回 土曜日 １３：００～１４：３０                      

 ９月２０日（土） １０月２５日（土） １１月２２日（土） １２月１３日（土） 

 １月２４日（土） ２月２８日（土）  ３月１４日（土） 

☆ステージ出演申込について 

対象：市民活動センター登録団体  出演料：無料  出演人数：５名程度（舞台に上がれる人数） 

お願い： ◎複数で出演する場合は出演者名簿を添付してください。 

 ◎通行人あるいは店舗に迷惑のかかる音量、危険を伴うパフォーマンス等についてはお断わり 

することがあります。その他、詳しくは申込時にご説明いたします。  

 ◎音響設備や備品などは各団体でご持参ください。          

申込方法：市民活動センターにあります申込用紙に記入の上、センター窓口までお持ちいただくか、ＦＡＸ 

にてお申し込みください。 （ＦＡＸ ０５６１－９７－１１７１） 

第２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！ 
 

パフォーマンスしませんか！
か！ 

パルティせと１階ステージで開催します！ 
 

 



 3 

 

 

 

 
団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 

内 容 

こうはん婦人会 
TEL：090-5861-7510(加藤) 

９月２７日(土) 
１３：３０～ 

オンナたちの防災訓練 
～平日昼間の地震！わたしたちにできることは？～ 
講師：栗田暢之氏（ＮＰＯ法人レスキューストックヤード代表） 
場所：效範公民館 大集会室 
定員：１００名（要申込）  締切り：９月２０日（土） 

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

①１０月５日(日) 
②１１月１６日(日) 
１０：００～１２：００ 
（受付：９：３０） 

自然と器の小宇宙 
「てのひら盆栽を作ろうワークショップ」 
①器つくり ②植え込み/飾り付け/品評会 
場所：愛知県陶磁美術館 ①陶芸館 ②本館１階展示説明室 
定員：３０名（締切９月３０日） 参加費：お一人１,８００円 
持ち物：エプロン・タオル（②はビニール袋とビニール手袋） 

瀬戸市ウオーキング協会 
TEL：080-3065-7275(松原) 

１０月５日(日) 
受付８：３０～９：３０ 

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 芝生広場 
L：暁工業団地→道の駅しなの→曽野稲荷神社  S：公園内及び周辺 

１１月１日(土) 
９：００集合 

「三連水車」の明治用水緑道ウオーク L：１５㎞ S：１１㎞ 
集合場所：名鉄新安城駅 
東海道松並木→明治用水緑道→水車公園→無量寿寺→三河八橋駅 

１２月７日(日) 
９：００集合 

大高緑地の史跡を巡る L：１３㎞ 
集合場所：名鉄左京山駅 
丸根砦跡→大高城址→氷上姉子神社→名和古墳→平池公園→聚楽園公園 

Link Seiryo 
TEL：090-4256-4799(坊山) 

１０月７日(火) 
１１月４日(火) 
１２月２日(火) 
１０：００～１４：００ 

ＣＯＷ ＣＯＷ ママ’ｓ １ｄａｙ ｓｈｏｐ  
布物・パン・焼き菓子・手作りはんこ・スイーツデコ・アクセ
サリーなど 
場所：みずの集会所 ※毎月第１火曜日開催 

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

１０月８日(水) 
１１月６日(木) 
１２月２２日(月) 
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 

ハート・エンジェル 
TEL：090-9023-3560(瀬田) 
 

１０月１８日(土) 
１２月２０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 
１０月：瀬田なお子・竹之内奏 １２月：池田有希 

ＮＰＯ法人 
ネットワーク・せとっこ 
〈アトリエ〉 
TEL：0561-48-5732 
FAX：0561-48-5978(坂下） 
 

⑤１０月２日(木) 
⑥１１月６日(木) 
⑦１２月１１日(木) 
１０：００～１２：００ 
 

「アトリエ」 受講生募集中！ 
⑤和紅茶 ⑥押し花キャンドルホルダー 
⑦楽しい寄せ植え 
場所：名古屋トヨペット瀬戸店２階 

（⑦のみ菱野町グリンセンター集合） 
定員：各１５名（要申込・FAXにて）  
参加費：１講座１,０００円＋材料費 

〈せと・市民塾〉 
TEL：090-8336-8476(荒井) 
TEL：080-5120-9943(神谷) 

１０月２３日(木) 
 ～３月２６日(木)（全８回） 
１０：００～１１：５０ 

せと・市民塾 平成２６年度 塾生募集！ 
場所：パルティせと４階マルチメディアルーム 
定員：４０名  申込締切り：１０月６日（月） 
参加費：８００円×８回＝６,４００円 （入塾金：１,０００円）  

こども図画アトリエ 
TEL：0561-41-3061(岩外) 

１０月２５日(土) 
・２６日(日) 

１０：００～１９：００ 
（２６日は１６：００まで） 

こども絵画コンクール  表彰式：２６日１５：００～ 
場所：瀬戸蔵４階多目的ホール 
対象：幼児・小学生・中学生 
作品受付：１０月１１日（土） ９：００～１２：００ パルティせと５階

１０月２５日（土） ９：００～１０：００ 瀬戸蔵４階 
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 

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

１１月２２日(土) 
１４：００～ 
 

第２３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 

☆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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「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 

◆せとフィールド冒険隊◆ 

５回の継続プログラムを通して自然を愛し、環境を守り、

瀬戸の自然や町に関心の目を向けてくれる大人になっ

てくれることを願い実施する。 

・５月 はじめての冒険 ・８月 冒険キャンプ 

・１０月 秋の実り調査  ・１月 こがらし冒険 

・３月 春の森冒険 

 自然に触れ、

自然を感じる

冒険を！ 

瀬戸森の自然学校運営委員会 

 全て手作りの

神輿を担ぐ喜

びを体感！ 

◆みこし文化で地域づくり◆ 

「おみこし文化」というかって地域になくてはならなかった

日本の文化を通して、地域の繋がりづくりをおこなう。 

「担ぎ手の心構え」（公道や商店街の通行）、「お囃子 

について」（太鼓とチャンチキの実技）を学んだ。 

・「東京三社祭の伝統と歴史を学ぶ」 

１０月２５日（土） １９：００～２１：００ 古瀬戸公民館 

瀬戸祭りの會 

◆夏休みの思い出 親子で防災キャンプ◆ 

災害時避難所となる長根小学校を会場とし、防災訓練

や防災ゲーム、炊き出しやパーテーションづくりなど「避

難所生活のマナーや利用共通理解」のために 

１泊２日の体験キャンプをおこなった。 

・７月２６日（土）・２７日（日） 

 長根小学校 運動場・体育館・一般教室 

 

 いざという時

の体験がで

きたよ！ 

親子で防災キャンプ実行委員

会 

◆「やきもの」を通して豊かな社会生活を！◆ 

陶磁器の文化を多くの市民に伝え、やきものづくりによ

り子どもの健全育成、生涯教育、国際交流で地域の活

性化を図り、活力ある瀬戸市をめざす。 

・８月「やきものを楽しくつくろう」（小中学生） 

・１０月「あなただけの器を作ろう」（一般成人） 

・２月「日本のやきものにふれよう」（外国人） 

 自分で器を

作って、使っ

てみよう！ 

やきもの文化と芸術振興協会 

◆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◆ 

「陶のまち せと雛めぐり」イベントに市民の有志で吊る

し雛を作り、それを飾ってイベントを盛り上げる。 
・吊るし雛作成 ９月～１２月 １０：００～１２：００ 
末広亭（第１・３土曜）  
道の駅瀬戸しなの（第４土曜）※１２月は第２土曜日 

・吊るし雛展示 パルティせと１階・瀬戸蔵・ 
銀座通り商店街・末広通り商店街など 

 あなたも作っ

てみません

か！？ 

せと吊るし雛で瀬戸の街を飾ろう

会瀬戸椿の会 
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●第１回 「南海トラフ巨大地震に備えて」 
  ７月２３日（水） １３：３０～１５：３０ マルチメディアルーム 参加者：３６名 

  講師：松井 繁 氏 （瀬戸市防災課課長） 

 スライドを見ながら南海トラフ巨大地震の懸念や自助・共助・公助な

どについて講演がおこなわれ、防災に対する思いの温度差はあるもの

の皆さん新しい発見や学びができ、グループトークでは「もしもの時」

の話で盛り上がり、防災への備えの意識が高まりました。 

●第２回「自分の身を守るために！！」 
  ８月６日（水） １３：３０～１５：３０ マルチメディアルーム 参加者：３０名 

  講師：ＮＰＯ法人ＴＥＡＣＨ ＦＯＲ ＮＩＰＰＯＮ・ＰＣサークルせと 

私達を取り巻く環境には様々な危険が潜んでいます。そんな時の

ために、「護身術や呼吸法」・「迷惑メールの正体」について２団体よ

り、危険を回避するためのお話を聞きました。その後の交流会では、

講師の方々に質問をしたり、自身の体験談について話をするなど関

心の高さがうかがえました。また、危険な場面に遭遇した時はまず深

呼吸をし、気持ちを落ち着かせることが大切だと再認識できました。 

 
 
 

●Make a CHANGE Day 

あなたも参加！東日本大震災復興支援 

１０月１１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 

  チョコ・くるみ入りゆべし・南部煎餅・牛タンカレー・手作り作品など 

★若い世代と考えよう！（公開円卓会議） 

 「“被災地から学ぶ”私たちができること」 

 ・福島県国見町の皆さん（テレビ電話中継で参加） 

・高校生、大学生の皆さん（名古屋学院大学、南山大学聖南祭実行委員会、 

名城大学、ガールスカウト愛知県第６６団  他） 

・長根「親子で防災キャンプ」実行委員、防災ネット・せと、災害救援ボランティアせと 

★朗読 （表現朗読 あゆみの会） 

「ハナミズキのみち」・・・・息子を亡くした母の体験をもとに書かれた復興を願い命を見つめる絵本。 

●市民活動「ミニミニ市民祭」 まーいっぺん市民祭を楽しもう！ 
１１月２９日(土) １０：３０～１５：００ パルティせと５階アリーナ 
＜ステージ＞ 第Ⅰ部 10:30～ 子ども達による（太鼓、バトントワリング・棒の手、空手） 

第Ⅱ部 13:10～ フィリピンの踊り、多国籍の皆さんによる寸劇、歌、吹奏楽、瀬戸音頭 

＜展  示＞ 瀬戸の祭りの展示・紹介、書道作品など 

＜ロ ビー＞ 販売：野菜・パン・せと焼きまん・手作り品  キッズコーナー：綿菓子づくり、さかなつりゲーム 

 ★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！ 

ワンコイン交流

会 

ぜひ！ 

ご参加ください！ 

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をもってもらうキッ

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。 
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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 9：20～9：30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。 

☆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４回 １１月１９日（水）・第５回 １月２２日（木） 

■ 「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  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） 

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  

   １１月１５日号・・・１０月１日（水）  １２月１５日号・・・１１月３日（月） 

１月１５日号・・・１１月２６日（水）   ２月１５日号・・・１２月２７日（土） 

■ センターNEWS 次号（第３９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１２月１日（月）までにお寄せください。   


