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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）にパルティせと１０周年フェスタ～未来につなぐありが１０（とう）～のイベントの一つ、
今年度のせと市民活動応援補助金活動成果報告会と講演会、交流会が賑やかに行われました。

せと市民活動応援補助金活動成果報告会
今年度補助金を交付された１９団体が模造紙に一年間
の活動をまとめ、３分間という短い時間で精力的な活動成
果発表がありました。発表団体の熱い思いが伝わり、他団
体の活動を知ることで、参加者の次へのステップにつなが
ったと感じました。
成果、課題を次への広がりへとつなげ、更に活動の輪が
大きくなるといいですね。

講演会 『自宅をまちに開く「地域共生のいえ」』
浅海義治氏（一般財団法人世田谷トラストまちづくり）を
お迎えしてご講演いただきました。「自宅をまちにひらく」と
いう新しいスタイルの地域への共生の場の創出に驚かされ
ました。「共生のいえ」の様々な事例を聞き、多くの課題は
あるものの、瀬戸でも空家、空き部屋を活かし、居場所づく
りを行っていければと思いました。「まちづくりとは地域のポ
テンシャル（可能性としての力）を掘り起し、皆が幸せに暮ら
すこと」の言葉が印象的でした。

ランチ交流会・交流ワークショップ・交流トーク
大交流会では、講師・審査員・参加者が１１テーブルに分
かれて、「まちに落ちている種（ネタ）をひろいましょう！」を
テーマにワークショップを行いました。身近なことに視点を
置き、まちに転がる小さな種から様々な活動が始まり、それ
を実現するためには、いろいろな係わりが必要であることを
話し合い、発表しました。新たなつながりができ、これから
の瀬戸のまちや子ども達のために更なる活発な活動になる
ことを期待できる内容となりました。
●平成２７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

４月５日(日) ９時～１６時（予定） パルティせと４階マルチメディアルーム
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２月５日（木） 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 ２８名

第６回 なるほど ザ 学習会
「にぎわいおこしの企画ノウハウ」

講師：古野 克彦さん（株式会社にぎわい総合研究所所長）
講師の古野さんから企画を作るときに、（1）モチーブ（動
機は何か？）、（2）パブリシティ（広報・報道）ニュースな仕掛
け、（3）ストラクチャー（構造・体系）を心掛けているなどのお
話は興味深く新鮮で、今後の企画作りの指針になりました。
後半は、これまで携わってきた企画書をテーブルに並べ
て見ながら解説していただきました。「これが企画書！」と参
加者からは驚きの声も上がるような絵巻風のものもあり、見
るだけでワクワクする素晴らしい企画書ばかりでした。

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
瀬戸椿の会
TEL：090-4088-5836(森井)
ＮＰＯ法人海上の森の会
TEL：090-5852-6534
（曽我部)
0561-21-9298（事務局）
※火～金 9：00～15：00
土 9：00～12：00
スーパーグレートマジシャンズ
TEL：0561-83-4546(山城)

瀬戸市ウオーキング協会
TEL：080-3065-7275(松原)

月 日
時 間
４月４日(土)～
４月１２日(日)
４月５日(日)
５月３日(日)
６月７日(日)
９：２０受付

４月１０日(金)
５月２３日(土)
６月２８日(日)
１３：００～１４：００
４月１１日(土)
９：００集合

内 容

第３回椿まつり
場所：瀬戸赤津凧山つばきの森

海上の森自然ウォッチング
「生き物スペシャリストになろう」
集合場所：海上の森入口駐車場
参加費：無料
持ち物：飲料水、弁当
服装：森を歩ける服装（長袖・長ズボン着用）

交通安全マジックショー

マジック・バルーンアート教室

場所：モリコロパーク地球市民交流センター
※啓発品をプレゼント！
※マジック・バルーンアート教室（希望者のみ材料費２００円）

木曽川渡し場散策とカタクリ群生地を歩く １１km
集合場所：ＪＲ太多線可児駅・名鉄広見線新可児駅
可児駅→木曽川渡し場遊歩道→日本ライン花木センター→可児川下流域
自然公園（カタクリ群生地）→美濃太田駅

参加費：３００円（保険代含む） ※高校生以下無料

５月３日(日)
９：００集合

岡崎市自然環境保護区北山湿地を歩く １５km
集合場所：名鉄名電山中駅
名電山中→北山湿地→おかざき世界子ども美術博物館→藤川宿→藤川駅

参加費：３００円（保険代含む） ※高校生以下無料

６月７日(日)
９：００集合

性海寺のあじさい観賞ウオーク １４km
集合場所：名鉄国府宮駅
国府宮神社→荻須記念美術館→性海寺→矢合観音→愛知県下水道
科学館→上丸渕駅

参加費：３００円（保険代含む） ※高校生以下無料

末広亭ですえひろがりの会
TEL：080-1565-6824

５月２３日(土)
１４：００～

第２５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（要予約）

☆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！？
◆さあ！畑に集合 Part２
“一人はみんなのために みんなは一人のために”◆
障がい者・高齢者がさつま芋掘りを通して自然に親しみ、
人と人のつながりを深めていくきっかけづくりと、
大きなお芋が
適応指導教室の児童・生徒が課外活動として、
取れたよ！
さつま芋の植え付けからの一連の作業に参加、
おいしかった
学校で得られない体験の場を提供しました。

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～◆
インターネットの普及によりＩＴ機器に不慣れなシニアがト
ラブルに巻き込まれないために、シニアや入門者
不安解消！
向けの冊子を作成・配布し、トラブルに巻き
ネット社会を
込まれないように啓発、学習会を開催しました。
楽しもう！
・市内各所にてパソコンセキュリティ講座開催

瀬戸市民憲章推進協議会

◆公園文化の復興◆
明るく楽しい公園文化の復興をめざし、町内の公園の清
掃活動や公園遊具の舗装・整備を行いました。安心して
公園に足を運ぼう、遊ばせようと考える人を
みんなで
増やしていく活動を行いました。
楽しく公園で
・公園の清掃活動
遊ぼう！
・公園の遊具の安全確認

ホルモン共和国

◆SETO Little Village(せと りとる びれっじ)◆
瀬戸のまちの文化・楽しさ・人情をより多くの方々との交流
によって広げようと、「道の駅瀬戸しなの」にてテントを使
い小さな町を作りました。
ダンボール
また、ユーストリームを使い、瀬戸の魅力を
ハウスは
語る会の模様を配信しました。
楽しいよ！
・道の駅瀬戸しなの 毎月第２日曜日
適応指導教室の児童・生徒が課外活動として、
◆
◆
陶神オリバーのネットでの発信力をいかし、「瀬戸市のよ
さを内外へ発信する」ためのＰＲビデオを作成しました。
市内各所を舞台にオリバーと市民が出演する
瀬戸のＰＲは
ビデオになりました。
陶神オリバー
今後は YouTube などで配信し、瀬戸をＰＲ
に任せろ！
していきます。

【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１２３団体（H２７．１月現在）
「せと市民活動連絡会」は今年で設立から９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、楽しく役に立つ､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！？

【２６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。
■ 「南海トラフ巨大地震に備えて」

■ 「自分の身を守るために！」

■ ワンカップ交流会

２ 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２月に開催した「市民活動ステップアッフﾟ交流会」の「団体❤団体
のわくわくコラボ！イベント企画」で１位に選ばれた企画をもとに、市民
活動を広い世代に知ってもらうため、地域で活動している子ども達の
団体など２１団体に参加いただき、展示やステージ発表を行いました。

３ ホップ！ステップ！次へのジャンプ！市民大交流会
（「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。）
ランチ交流会・「まちに落ちている種（ネタ）を拾いましょ！」交流ワークショップの実施

４ 視察研修
がまごおり市民まちづくりセンター登録団体との交流

５ 市民活動ふりかえりシートの実施
団体の年間活動をふりかえり、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。

６ 交流フェスタ２０１４ in パルティせとへ協力
７ Make a CHANGE Daｙ に参加 （交流フェスタの中で実施）
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実施
※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

２７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・・・６月２４日（水）
・ミニミニ市民祭・・・１１月２８日（土）
会

・交流会・・・１２月１０日（木）・２月６日（土）

・交流フェスタ２０１５ 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 市と共催

平成２７年度 「せと市民活動連絡会総会」を開催します！
５月１６日(土) パルティせと ５階 アリーナ
（予定） 第１部 総会 １０：３０～ ／ 第２部 交流会 １１：１０～
「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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来てね！

市民活動センター

平成２７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 ７/２２（水） １３：３０～１５：３０ 「若者が考える市民活動」
第２回 ９/１９（土） １３：３０～１５：３０ 「楽しい団体運営のノウハウ」
第３回 １１/１８（水） １３：３０～１５：３０ 「美と健康」
第４回 １２/２ （水） １３：３０～１５：３０ 「ＮＰＯ車座交流会」
第５回 １/１６（土） １３：３０～１５：３０ 「企画書の書き方」
第６回 ３/１６（水） １３：３０～１５：３０ 「ＰＲに有効な広報誌づくり」

参加して！！
スキルアップ
してみませんか！

■ 「市民活動 であい塾」 場所：マルチメディアルーム
～ 出会って つながり 育て合う ～
個人と団体、団体と団体、団体と行政、地域の団体など、様々な出会いをして、
交流を深め、新しい活動を見つけてみませんか！
何かが生れるそんな出会いやつながりを「であい塾」で一緒に学びましょう！

●開催日時
５月３０日（土）・６月６日（土）・１３日（土） １３：３０～１５：３０
■ 「交流フェスタ２０１５ in パルティせと」 開催 １０月１０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１４日（木） １９：００～ 大会議室

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２７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２４日(金)・５月２０日(水）・ ６月１０日(水)・ ７月２５日(土）
８月２２日(土）・９月２６日(土）・１０月３１日(土）・１１月２１日(土）
１２月１９日(土）・２月２７日(土）・ ３月２６日(土）

★４月２４日(金) １３：３０～ 「パソコン講座」開催します！★
◆ 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（１３：３０～１４：３０）
◇ 相談コーナー（１４：３０～１６：３０）
・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、パソコン『何でも相談』の開催
◇ ＮＰＯ座談会
◇ 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２７年４月１日から平成２８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）
４月１日(水)から４月７日(火)
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 ： ・１団体１台 （申し込み締め切り後に空きがある場合は応相談）
・４月７日以降に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３０日（木）

７月１５日号・・・５月２９日（金）

■ センターNEWS 次号（第４１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５月２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 9：20・12：00・18：00 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 『facebook』」に団体情報掲載します。

４月から
掲載スタート！
情報と写真を
お寄せください！

■ 「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。
【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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