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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！～ 

 

昨年度「市民活動ステップアップ交流会」の「団体❤団体のわくわくコラボ！ 楽しくイベント企画」

で１位に選ばれた企画をもとに、「せと市民活動連絡会」で企画内容を練った『市民活動 ミニミニ市

民祭』は、２１団体の参加、来場者２５０余名と賑やかに開催されました。 

 

市民祭の手作りわくわく

感をもう一度味わいたいとい

う気持ちでプレゼンしたステ

ップアップ交流会からたった

９ヶ月で実現して、本当に驚

いています。 「瀬戸市のお

祭り」、「地域と世代」をテー

マに、素敵なメンバーぞろい

の委員会は楽しく、顔合わ

せから本番まで本当にテン

ポ良く進みました。 

ミニミニ市民祭当日は、品

野祇園の神武天皇ご神体

（瀬戸市指定有形民俗文化

財）をはじめとする展示物が、

瀬戸各地の祭りの空間を、

舞台の出演団体や体験コー

ナーが多様で親しめる時間

をつくり、瀬戸市民活動の底

力を感じました。 

そして一番の収穫は、子

ども同士がつながっていく姿

でした。「棒の手いつからやってたの？」とか「空手かっこいいな！」と話す声が聞こえ、彼らがいつか

まちづくり人になってくれるだろうと確信しました。 

素晴らしい機会をいただき本当にありがとうございました。    (せと市民活動連絡会運営委員（K）) 

 

＜３９号＞２０１４年１２月２４日 

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 

 

開催 

しました！ 

mailto:seto-npo@ma.gctv.ne.jp
http://www.gc-net.jp/seto-npo
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１０月１１日(土) パルティせと４階・５階 10:00～16:00  
今年で１０回目を迎えるフェスタには、昨年より多い２,７００人もの方々

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「きら★きらコンサート」では

会場が穏やかなメロディーに包まれました。４階では、キッズコーナーや喫

茶、体験の部屋の他、『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物産展や大学生を交え「私たちにできるこ

と」について円卓会議も行われました。 

 

 

  

「相続・エンディングノート」  
  講師：祖父江 吉修さん（人財ほっとネット登録者） 

「人財ほっとネット」に登録されている講師により、エンディング

ノートについて法律も交えながらのお話を伺いました。 

 まず、エンディングノートの意義や利用状況について聞き、その

後、最低限必要な内容について、注意点の説明を受けながら、

配られた簡易エンディングノートに実際に書いてみました。「一人

暮らしだと、より必要ですね。わかりやすいお話で、早速書けると

ころから書いてみようと思います。」との感想が聞かれました。 

 
★市民のみな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。（今後の予定） 

第５回 １月２２日（木） 13：30～15：30 「団体の資金は！」 続けて行くための資金！どうする？ 

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

★「ホップ！ステップ！次へのジャンプ！市民大交流会」のお知らせ★ 
 

【日 時】 ３月２２日（日） ９：３０～（受付９：００～） 
【場 所】 パルティせと ５階 アリーナ 

【共 催】 瀬戸市市民活動センター・せと市民活動連絡会 

【プログラム】    ９：３０～ 「せと市民活動応援補助金」活動成果報告会 

 １１：２０～ 講演会「（仮）「地域共生のいえ」からつながる人と人」 

                  講師：浅海義治さん（一般財団法人世田谷トラストまちづくり） 

 １２：３０～ ランチ交流会 

   １３：００～ 交流ワークショップ 

     １４：００～ ミニトーク 

※参加費・申込方法等詳細につきましては改めてご案内いたします。 

 

 

第４回 なるほど ザ 学習会 １１月１９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 

 

「交流フェスタ２０１４ｉｎパルティせと」を開催しました！ 

 

例年２月に 
開催している 

「ステップアップ交流会」
の内容を拡大して 

開催します。 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 

内 容 

瀬戸市ウオーキング協会 
TEL：080-3065-7275(松原) 
 

１月４日(日) 
９：００集合 

新春初詣：天神さん巡りウオーク １２km 
集合場所：名鉄瀬戸線大曽根駅 

山田天満宮→上野天満宮→覚王山日泰寺→桜天神社 

２月１日(日) 
９：００集合 

瀬戸のお雛めぐりウオーク １１km 
集合場所：愛環山口駅 

万徳寺→窯垣の小径→陶祖公園→末広商店街→瀬戸蔵→銀座通り商店街→無風庵 

３月１日(日) 
９：００集合 

早春ウオーク（岐阜５００選） １４km 

集合場所：ＪＲ岐阜駅 

天満公園→梅林公園→伊奈波神社→岐阜公園→高橋尚子ロード→金神社 

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

１月６日(火) 
２月１８日(水) 
３月２６日(木) 
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！ 

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) 
  

１月１７日(土) 
９：００集合 

「自然観察会」野鳥観察 
集合場所：愛環山口駅 受講料：無料 対象：中学生以上   

定員：３０名 申込締切：開催日の１０日前 
２月７日(土) 
９：００集合 

「人工林手入れ」の解説・間伐実演、手鋸による間伐体験 
集合場所：愛環山口駅 受講料：無料 対象：中学生以上 

定員：３０名 申込締切：開催日の１０日前 
３月２１日(土) 
９：００集合 

「自然観察会」春を探そう！ 
集合場所：愛環山口駅 受講料：無料 対象：中学生以上 

定員：３０名申込締切：開催日の１０日前  

せと．なでしこ会 
TEL：0561-82-3534(村田) 

１月２５日(日) 
１６：００～ 

初踊り 
場所：グレイセル  

三扇会 
TEL：0561-83-0358(田中) 

２月１日(日) 
１１：００～ 

舞初め 
場所：やすらぎ会館 ３階和室 

Link Seiryo 
TEL：090-4256-4799(坊山) 
 

２月３日(火) 
３月３日(火) 
１０：００～１４：００ 

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 

日本舞踊 紫泉会 
TEL：0561-82-5956(高橋) 

２月２２日(日) 
１０：００～ 

紫泉会年初舞 
場所：渋川福祉センター 

末広亭ですえひろがりの会 
TEL：080-1565-6824 

３月１４日(土) 
１４：００～ 
 

第２４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 

神叡流吟剣詩舞道 
尾張地区会 
TEL：0561-82-9825(武仲) 

３月１５日(日) 
９：５０～（開場９：３０） 

平成２７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 

ＮＰＯ法人愛知家族会 
TEL：090-7866-6753(林) 

３月１５日(日) 
１０：００～１６：００ 

第１０回ＮＰＯ愛知家族会フォーラム「あきらめないで」 
基調講演「薬物依存症治療と回復支援」 

成瀬暢也氏(埼玉県立精神医療センター副病院長)  

富山ダルクメンバー「海岸組」太鼓演奏 

あいち家族会会員による体験談 他 

場所：ウィルあいち ウィルホール 参加費：１,０００円 

※定例会  毎月第２土曜日の翌日の日曜日 ９：００～１６：００  

場所：ウィルあいち 参加費：３,０００円 

対象：薬物問題を持つ家族 

 

※詳細については団体にお問合せください。 

登録団体イベントカレンダー 

☆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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「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 

◆八幡台交流ひろば◆ 

地域住民が主体となって住みよい街にしていくため、住民

同士がふれあい、知り合い、仲間になることを趣味を通じ

て広めていく活動を行っている。今年度は、萩山台、 

原山台の住民にも参加を働きかける。 

・例会 毎月第２・４土曜日 10：00～13：00 

・春と秋に作品展を開催 

 一緒に趣味

を楽しみませ

んか！ 

八幡台交流ひろば 

 みんなで 

デートＤＶを

考えてみませ

んか！ 

◆ ◆ 

５人に一人が被害にあっているとされる「デートＤＶ」につ

いて知り、問題を理解し、加害者にも被害者にもならない

ように啓発、また変化の担い手となるための 

活動を行った。 

・１１月２２日（土）講演会「みんなで考えるデートＤＶ」 

・リーフレット、カードの作成・配布 

ガールスカウト愛知県第６６団 

◆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？～◆ 

２年間の「オンナたちの防災訓練」を踏まえ、減災の知
恵、防災対策を考える講演会を開催した。また、 
非常食から防災を身近に感じてもらうために、 
「瀬戸市健康づくり食生活改善協議会」に協力 
をいただきレシピを作成、配布した。 

・９月２７日（土）防災セミナー「オンナたちの防災訓練」 

 日頃の備え

で、家庭や地

域を守ろう！ 

こうはん婦人会 

◆ ◆ 

循環型社会を実現するべく、生ごみ堆肥で作った無農薬

野菜の勉強会・販売会を通して活動の輪を広げるととも

に、水質浄化と水辺の環境整備を行い、環境教育・ 

啓発につなげ、人々がふれあい、生きがいを 

感じられる地域づくりを目指した活動をしている。 

・レンタル生ごみバケツ ・本地川清掃活動 

 水・野菜 

自然の恵み

を大切に！ 

◆「太鼓と芝居のたまっこ座」による 
子育て講演およびワークショップ◆ 

瀬戸市民、特に若い子育て世代に舞台への関心を高め
てもらい、文化、芸術を通した子育ての輪を広げるこ 
とを目的に子どもにとっての舞台の意味や大切さ 
を伝え、心身、五感を使ったワークショップを 
実施した。 
・１１月９日（日）ワークショップ・こころを耕す講演会 

 力が湧いた 

ドン ドン 

ドーン！ 
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を開催しました！ 

１１月２９日（土） １０：３０～１５：００ アリーナ 参加者２５０名 

『ひとり太鼓』がオープニングを飾り、会長

あいさつの後、ステージがスタートしました。 

第１部は子ども達の団体を中心に、「瀬戸

子供太鼓こまいぬ座」「WKA（子ども空手）」

「菱野棒の手保存会」「水野お狩場太鼓」「效

範小学校バトン部」の５団体の演奏・演技が 

披露されました。出演後に子どもたちは客席から多くのおひねりと共に「良かったよ！」との声をいた

だき、第１部の最後には「陶龍門」と一緒にダンスを楽しみました。 

第２部は「コンブリオシンフォニカ」「せとマサイヤダンスグループ」「チームアニモ」「瀬戸市元気会」

「せと．なでしこ会」の５団体が出演。最後は会場が一つの輪になり『瀬戸音頭』など踊りました。 

アリーナでは展示も行なわれ、「道泉みこし」「品野祇園祭りのご神体」「菱野左義長の写真」や「瀬

戸尾張旭郷土史研究同好会」による棒の手の由来、「飛墨会」の書道作品が並び、ロビーでは、パ

ン・クッキー（社会福祉法人くわの実福祉会かいこ）や野菜（ＮＰＯ法人アクティブシニアネットせと）、

せと焼きまん（ＮＰＯ法人ネットワーク・せとっこ）と美味しい物が揃い、綿菓子（菱野地域力まちづくり

協議会）、魚つりのキッズコーナーも設け、様々な団体のご協力のもと、大人も子どもも楽しめる市民

祭となりました。 
 
                      
 

 
●第３回ワンコイン交流会● 
「ワンカップ交流会」 ～グループ対抗ゲーム～ 
１２月１１日(木) １９：００～２０：４０ 大会議室  参加者３１名 

「一年間ごくろう様」の発声ののち、テーブルごとに食事と歓談で

時を過ごしました。お互いにコミュニケーションが取れたところで、

グループ対抗の『かなひろいゲーム』と『伝言ゲーム』を開始。認知

症早期発見テストである、『かなひろいゲーム』の結果にあちらこち

らから「まだ若い！」との声も聞こえ、一方『伝言ゲーム』では、長い

文面に、「覚えられない」「聞いたそばから忘れて行く」と四苦八苦。

どのグループからも、わいわい、がやがやと楽しそうな笑い声が聞こえてきました。 

 

 

●視察研修 （「せと市民活動連絡会」加入団体対象） 

   日時：２月７日（土）  場所：がまごおり市民まちづくりセンター・ラグーナ蒲郡    

   ※ 詳細つきましてはチラシでご案内いたします。 

●せと市民活動連絡会共催『ホップ！ステップ！次へのジャンプ！市民大交流会』 

３月２２日(日) パルティせと ５階 アリーナ 

    

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。 

 

ワンコイン交流会 

来てね！ 

★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！ 
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■ 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。     

■ ロッカーの貸与 ２７年度の申し込みは３月２３日（月）～４月４日（土）です。 

 

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５回 １月２２日（木）「団体の資金は！？」 

第６回 ２月 ５日（木）「企画のノウハウ」 

■ 「ホップ！ステップ！次へのジャンプ！市民大交流会」 ３月２２日（日） 

【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 

  

 

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(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  

２月１５日号・・・１２月２７日（土）  

３月１５日号・・・１月３１日（土）   

■ センターNEWS 次号（第４０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２月２８日（土）までにお寄せください。   


