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「市民活動 であい塾」を開催しました！

５月３０日・６月６日・１３日の３回にわたり、「市民活動 であい塾」を開催！
市民活動・行政・企業・地域団体のコラボレーション（協働）を探ることで、市民活動の新たな可能性
を広げることが出来ました。

第１回 楽しくマッチング♪
２２団体３１名が参加。事例紹介と握手ゲームをはさみ、
いよいよ団体と団体のマッチング。婚活さながらの２分回転
トークタイムは各団体の自己ＰＲや相手への質問などが途
切れることなく交わされ、熱気あふれる場となりました。
１２組とのトークを終え、マッチングしたい相手を書いた告
白カードを提出して結果発表を待ちます。めでたく７組の団
体マッチングが成立し、今後のコラボの可能性について話
し合うことが出来ました。

第２回 コラボインタビュー
第１回目終了後、２回目の講座までにマッチングした団
体を中心に協働に向けて企業・市役所・地域団体合わせて
８ヵ所にインタビューへ出かけました。
その報告が各担当者から発表され、どのインタビューで
も新しい発見があり、協働してできることを探るには、まず
「お互いを知ること」と気づく貴重な時間となりました。

第３回 講演会(公開講座)＆交流会
講演はせと市民活動応援補助金の審査員であり瀬戸市
まるっとミュージアム・観光協会会長でもある鈴木政成氏に
より、瀬戸の観光に関する苦労話やこれからのまちづくりの
可能性について熱くお話しいただきました。
その後のグループトークでは、お互いの活動や今後の協
働の可能性について語り合いました。
団体同士のコミュニケーションが深まるとともに、行政や
企業などとの協働に向けて気づきを得ることが出来ました。
「であい塾」 という場で出会うことができ、参加者からは
新しい出会いと交流が出来て収穫だったとの声が聞かれま
した。
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平成 27 年度 せと市民活動応援補助金
21 団体への交付が決まりました！
４月５日(日)パルティせと４階マルチメディアルームにおいて、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、２１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。
はじめの一歩活動部門交付団体名

事業の名称

ＮＰＯ法人品野つくし会

岩屋堂廃屋再生プロゼクト

パラアート実行委員会

せと・まるっとパラアート

瀬戸青空気功

瀬戸青空気功「気功で元気になろう」

福祉×ＩＣＴ研究実践会

タブレット型パソコンによる介護・認知症予防の普及と調査

若がえる！会

より健康で、より美しく、輝く人生のために、今！

瀬戸ｉｎ食店Ｍａｐ

瀬戸ｉｎ食店Ｍａｐ

愛知メンタルヘルス研究会

高齢者のセカンドライフを支援する『終活』事業

さいれんとえんじぇる

「障害のある子どもたちのお口の健康を守る」講演会

お散歩カメラクラブ

せと新観光スポット めっけ隊！（メンバー募集）

まちづくり活動部門交付団体名

事業の名称

防災探検まちあるきとＤＩＧ実行委員会

防災探検まちあるきとＤＩＧ

ＮＰＯ法人アクティブシニアネットせと

さあ！畑に集合ＰａｒｔⅢ
“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Ⅱ

こども図画アトリエ

こども図画アトリエ

尾張旭・瀬戸おやこ劇場

ＮＰＯ法人あそび環境Ｍｕｓｅｕｍアフタフ・バーバン
代表北島尚志氏による子育て講演会およびワークショップ

特定非営利活動法人
やきもの文化と芸術振興協会

装飾タイルが生きる街・瀬戸
(調査、記録、観光案内冊子の作成)

和文化復興プロジェクト

和の協演～民吉物語～

東山コミュニティクラブ

瀬戸市で初めての屋外ステージを立ち上げる活動

特定非営利活動法人Ａｒｔ－Ｓｅｔ ０

幸せを 招きカカシ展

瀬戸椿の会

つばきの森、赤津川の水辺で集いませんか。

せと・しごと塾卒塾生有志の会

わくＷＯＲＫパーク

楽農会

瀬戸から福島へ

※各事業へのお問い合わせは市民活動センターまで

この２１団体の成果報告会を、平成２８年２月２０（土）
文化センターにて開催を予定しています。
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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
瀬戸青空気功
TEL：0561-82-3004（石川）
スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：0561-83-4546（山城)

月 日
時 間
７月２０日(月)
１０：００～１５：００
７月２７日(月)
８月２５日(火)
１３：００～１４：００

瀬戸ファミリーシンガーズ
TEL：0561-83-6903（小山）

８月１日(土)
１３：３０開場１４：００開演

夏休み親子で楽しむファミリーチャリティーコンサート

瀬戸街なか“夏まつり”
実行委員会
TEL：0561-21-5952(岡島)
瀬戸市ウオーキング協会
TEL：080-3065-7275(松原)

８月１日（土）
１７：３０～１９：００
（雨天 ２日（日））
７月５日(日)
９：００集合

瀬戸街なか“夏まつり”

８月２日(日)
７：３０集合

車山・霧ヶ峰バスウォーク １０㎞

７月３1 日(金)
１０：００～１５：００
８月９日(日)
８月２３日(日)
９：３０～１５：００
８月８日(土)
１２：００～１８：００
８月９日(日)
９：００～１５：００
７月３１日(金)～
８月２日(日)
１０：００～・１３：３０～
８月８日(土)１８：３０～
８月９日(日)
１０：３０～・１４：００～

ＣＯＷ ＣＯＷ 夏祭り

８月１６日(日)
１４：００～１６：００
（開場 １３：３０）
８月２２日(土)
１４：００～

トーク・歌うことの喜び ～さぁ歌ってみましょう～

内 容

瀬戸青空気功「気功で元気になろう」
場所：パルティせと５階アリーナ※参加費無料

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！

Link Seiryo
TEL：090-4256-4799(坊山)
ＮＰＯ法人海上の森の会
TEL：0561-21-9298(事務局）
※日・月曜日休み

瀬戸市地下軍需工場跡を保
存する会
TEL：090-6575-4370(寺脇）
ピースフェスティバルイン瀬戸
TEL：090-4198-2159(松原)

せと・市民塾同好会
TEL：090-5001-1588（安藤)
末広亭ですえひろがりの会
TEL：080-1565-6824

場所：やすらぎ会館５階大集会室
入場無料
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）

美濃路を歩いてキリンビールへ 13ｋｍ
集合場所：名城公園 噴水前
名城公園→清正公銅像→枇杷島公園→西枇杷島問屋記念館→
清須公園→キリンビール
集合場所：愛知環状鉄道瀬戸市駅 瀬戸信用金庫本店前
車山肩→車山湿原→蝶々深山→物見岩→鎌ヶ池→
八島湿原ビジターセンター
参加費：非会員４,１００円（乗り物代・参加費）
定員：１００名 申込締切り：７月２０日(月)
場所：西陵地域交流センター

夏休み子ども自然学校
場所：海上の森入口駐車場 参加無料
対象：小学４～６年生（保護者付添） 定員：各１５名

資料展示：地下工場に動員・徴用された人々
場所：水野公民館 入場無料

※講演会『偽りのダモイ』 ９日(日)１０：００～１１：３０
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

合唱オペラ「セロ弾きのゴーシュ」
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（入場無料）
場所：瀬戸蔵 つばきホール
参加費：５００円（要申込・先着順）

第２６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。
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多くの皆様に「市民活動」を知っていただくために、市民活動センターに登録している団体の活動を
紹介します。
やってみたかった活動、参加してみたい活動など新しい出会いのキッカケにしませんか！

り ぼ ん
設立年：平成１９年
活動人数：１９名
主な活動内容：手話カフェ
手話
毎週木曜日 19:00～21:00 やすらぎ会館
毎月第 1 土曜日 13:00～16:00 喫茶店にて
<ひとことＰＲ>
聴覚障害を持つ方々との交流を目的に設立しました。
手話が出来ても出来なくても大歓迎。参加お待ちしてい
ます！

手話で楽しく
コミュニケーション
しています

ＮＰＯ法人相続おたすけネットワーク
設立年月：平成２２年４月
代表者：安井章人（理事長）
活動人数：１０名
<ひとことＰＲ>
弁 護 士 や税 理 士 をはじめ、相 続 での「ワンストップ
サービス」を 目 指 し た 専 門 家 集 団 です。 各 地 に赴
いて無 料 相 談 会 などを開 催 。専 門 知 識 を駆 使 し
て、相 続 におけるトラブルの防 止 や解 決 など、皆
さまのお役 に立 つ活 動 を行 っております。

お困りごとは
０５２－２３１－６８６８まで

ラボ教育センター
設立年：昭和４２年
代表者：時本学
来年 50 周年を
迎えます！
活動人数：５名
<ひとことＰＲ>
こども達が『心の表現』としてのことばを身につけ、世界
の人とつながるコミュニケーション力を育てています。世
界の物語をことば（英語・日本語）とこころとからだで劇
表現します。異年齢での活動でこども達の育ち合いを大
切に活動しています。

０歳～大学生まで、
英語で歌ったり、
踊ったり楽しいひと時 ♪

【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お問い合わせください。
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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！
★平成２７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１６日(土)午前１０時３０分よりパルティせと５階アリー
ナにて「平成２７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１３０団体のうち、５１団体（委任状３８団体）
７８名の出席で開催され、事業報告、事業計画を審議して
すべて承認されました。
その後行われた交流会には、７１名の参加者に加えて、
伊藤新市長も臨席。軽食をとりながら参加者と市民活動に
ついて談笑する場面も見受けられました。食事の後は１人
１問ずつ考えたクイズを出し合い、各テーブル内で対決。そ
して代表同士での決戦！それぞれの個性が見えた愉快か
つ「へぇ～」とうなるようなクイズが続々と出題。各テーブル
で盛り上がっていました。合間にトランプを使ったマジックの
披露、最後は直近の活動のＰＲなど大いににぎわいました。
（クイズの一部を下記にて紹介しています）
●平成２７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
運営委員 １４名

今年度も引き続き
よろしくお願いします！

★２７年度 せと市民活動連絡会の主な予定★
とくと～く交流会（３回）… ６月２４日(水)「第６次瀬戸市総合計画 学習会」
１２月１０日(木)「活動ご披露！お楽しみ交流会
２月６日(土) 他市の登録団体と交流（予定）
Make a CHANGE Day に参加… １０月１０日(土)
市民活動「ミニミニ市民祭」PartⅡ… １１月２８日(土)
市民活動ステップアップ交流会… ２月２０日(土)
市民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～
交流会参加者出題クイズを一部紹介します
Q1.オカリナは何でできているか？ ①金属②木③土④ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
Q2.凧山つばきの森は何処にある？ ①水野②品野③赤津④山口
Q3.ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄﾏｼﾞｼｬﾝｽﾞﾒﾝﾊﾞｰの最高齢は？ ①72 才②90 才③88 才④79 才
Q4.市民活動に関しての市の相談窓口は？ ①行政経営部②交流活力部③市民生活部④市長室
Q5.ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽは何人で踊るか？ ①4 人②2 人③10 人④8 人

A1.③ A2.③ A3.② A4.② A5.④

こたえ：

★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

今後のおもな予定

■ ■ 第 1 回 『なるほど ザ 学習会』

場所：マルチメディアルーム

７/１１（土） １３：３０～１６：３０ 「若者が考える市民活動」
■ 「交流フェスタ２０１５ in パルティせと」 日時：１０月１０日（土）１０：００～
■ 「ミニミニ市民祭 PartⅡ～まーいっぺん市民祭を楽しもう～」 日時：１１月２８日（土）

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２５日(土）・８月２２日(土）・９月３０日(水）・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）
◆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） パソコン相談・なんでも相談
◇ 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
９月１５日号・・・７月３１日（金） １０月１５日号・・・８月２８日（金） １１月１５日号・・・９月２８日（月）

■ センターNEWS 次号（第４２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２９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。
■ 「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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