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！
●音楽と踊り＆市民活動発表

※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
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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！

「若者が考える市民活動」
講師：山本 剛毅 氏（人財ほっとネット登録者）
７月１１日（土） １３：３０～１５：３０ 参加者：２９人
学生時代に NPO を立ち上げるなど精力的に社会活動をされ
てきた山本氏のお話を伺いました。若者を活動に巻き込みたい
市民活動団体と何かしたいけど何をしていいかわからない学
生たちが集い、お互いの出来ること・困っていることを出し合う
ワークを実施。各グループでユニークな企画が生まれました。
参加した方々はお互いの思いを知る貴重な機会を得ることが
出来ました。

◇第２回なるほどザ学習会は…
３名の団体運営経験者をパネリストにお迎えして、団体運営のノウ
ハウについてお伺いしていきます。
パネルディスカッションの後はグループトークの時間もあります。
団体運営の課題を共有し、解決のヒントを見つけませんか？
当日参加も可能です。お待ちしています！

★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２回

９月１９日（土） 13：30～15：30

楽しい団体運営のノウハウ 運営に係わる課題を楽しく共有

第３回

１１月１８日（水） 13：30～15：30

伝わる！プレゼン

改めてプレゼンを見直しませんか

第４回

１２月 ２日（水） 13：30～15：30

NPO 車座交流会

気軽にわいわい話しましょう

第５回

１月１６日（土） 13：30～15：30

企画書の書き方

伝わる企画書を作ろう

第６回

３月１６日（水） 13：30～15：30

PR に有効な広報誌づくり

プロの編集者から学びましょう

（※登録団体に所属の無い方もご参加いただけます。お誘い合わせて是非ご参加ください。
）

※こんな講座がやってほしい！講師できます！など、ご意見ご要望ありましたら市民活動センターまで

活用ください！交流ルーム

日程 9/30・10/31・11/21・12/19・2/27・3/26

ご存知ですか？登録団体の活動スペース支援。
月に一度（１月は除く）マルチメディアルームを無料でご利
用いただけます。
ミーティングや情報交換の場としてぜひ活用ください。
７月は「人財ほっとネット」に登録されている大嶋健秀氏
（防災士）を特別講師としてお招きし、ミニ講座「準備して
いますか？防災グッズ」を開催しました。
パソコン相談コーナー（PC サークルせと）、なんでも相談
コーナーもあります。
ぜひご利用ください。
2

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
スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：0561-83-4546(山城)

ハート・エンジェル
TEL：090-7917-6218(瀬田)
瀬戸子供太鼓こまいぬ座
TEL:090-9029-2034(水野)
公益社団法人日本山岳会東海支部
猿投の森づくりの会
FAX：052-322-7924
Email：sanagenomori
@gmail.com
ＮＰＯ法人
やきもの文化芸術振興協会
TEL：090-5850-6969(谷)
東山コミュニティクラブ
TEL：090-9262-3479(塚田)

月 日
時 間
９月３０日(水)
１０月１７日(土)
１０月３１日(土)
１０：００～１５：００
１１月２６日(木)
１２月１８日(金)
１３：００～１４：００
１０月１１日(日)
１１月８日(日)
１４：００～１５：００
１０月１２日（月）
１３：３０開演
１０月２４日（土）
１０：３０～１５：３０

内 容

第３２回全国都市緑化あいちフェア(愛知万博１０周年)
場所：愛・地球博記念公園（モリコロパーク）
大芝生広場：マジックショー
地球市民交流センター：マジック・バルーンアート教室(材料費２００円)

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）

きら★きらコンサート２０１４
場所：クリエイティブサイト HORA
１０月：佐藤光・竹之内奏 １２月：瀬田なお子

瀬戸子供太鼓こまいぬ座２５周年記念演奏会
場所：瀬戸市文化センター大ホール 入場：無料

第７回森の音楽祭２０１５
場所：猿投の森特設会場（県有林やまじの森）
第一部：音楽祭 第二部：①観察会②ハイキング③リース作り
参加費：５００円（リースは別途３００円）
申込み：FAX 又はメール 締切り：９月３０日(水)

１０月２５日(日)
講演 １０：３０～１２：００
探索 １３：００～１５：００

講演会＆探索ウォーキング装飾タイル・陶壁が生きる街・瀬戸
講演：「瀬戸市内の陶壁と橋について」

１０月３１日(土)
１３：００～１１：５０

東山音楽祭 in かもが池

場所：パルティせと ４階大会議室
ウオーキング：パルティせと→深川神社
定員：３０名 参加費：無料 昼食：各自
場所：かもが池（東山小学校）
地元の小中高生やバンド等の演奏、ハロウィン仮装イベントなど

瀬戸市ウオーキング協会
TEL：080-3065-7275(松原)

１１月１日(日)
９：００集合

万博から１０年「花と緑の夢博」を訪ねる （１０㎞）
集合場所：名鉄尾張瀬戸駅
パルティ―せと→瀬戸南公園→菱野団地→石田町→モリコロパーク

瀬戸市和太鼓連盟
TEL：090-9029-2034(水野)
ＮＰＯ法人品野つくし会
Email:sgo-shinano@gctv.ne.j
p（金高）
ヒッポファミリークラブ
TEL：090-2343-0594(久野)

せと・しごと塾卒塾生有志の会
TEL：090-1725-4504(中井)
末広亭ですえひろがりの会
FAX：050-7518-0270
TEL：080-1565-6824
NPO 法人海上の森の会
TEL：0561-21-9298（事務局）
FAX：0561-21-9298
Email：morinokai2004
@kxa.biglobe.ne.jp

１１月３日（火・祝）
１３：３０開演
１１月１３日(金)
～２３日(月・祝)
１７：３０～２１：００
１１月１５日（日）
１１月１９日（木）
１１月２６日（木）
１１月２９日（日）
１０：００～１１：３０
１１月２１日（土）
１０：００～１５：００

第１０回瀬戸市和太鼓連盟演奏会「和太鼓の祭典」

１１月２２日(日)
１４：００～

第２３回 せと末広寄席

①１１月２２日(日)
②１１月２３日(月)
１０：００～１１：５０

海上の森のつどい
①里山を考える②里山体験学習会

場所：瀬戸市文化センター大ホール 入場：無料

ライトアップ岩屋堂
場所：岩屋堂公園内
※ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会 ９/１９(土)下品野公民館１３時～１４時

子育て応援企画
「親子で参加できるワークショップ＆講座」
場所：パルティせと大会議室等
定員：親子１５組（要申込・先着順）
対象：子育てに関心のある市民 参加費：無料

わくＷＯＲＫパーク～ハタラクを楽しもう！～
場所：品野陶磁器センター芝生広場
入場無料
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

場所：海上の森 集合場所：海上の森駐車場
定員：①２００名 ②１００名
参加費：①５００円、小学生３００円 ②無料
申込：FAX 又はメール 締切り：１０月３０日（金）

☆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？

Ｓｍｉｌｅ ｎｏｔｅ♪
設立年月：平成２３年７月
混声４部合唱で
代表者：大野舞
美しいハーモニーを
活動人数：２７名
奏でます
<主な活動>
年に１回夏頃、smile note 主催のミュージックフェスティ
バルを開催しています。色々なジャンルの音楽を楽しめ
るフェスティバルです。その他には、幼稚園や老人ホー
ム、お祭りで歌わせていただいたりしています。

猿投の森づくりの会
設立年月日：平成１６年９月１日
代表者：和田豊司
会員数：９９名 法人会員４社
<主な活動>
瀬 戸 市 にある県 有 林 やまじの森 ・東 大 赤 津 研 究
林 ・私 有 林 を活 動 場 所 として、自 然 観 察 道 の整
備 ・雑 木 林 の整 備 ・人 工 林 の間 伐 などの作 業 を
行 い、色 々な生 き物 が共 に生 き、多 くの人 びとが
楽 しめる緑 豊 かな環 境 林 づくりをしています。

自然の中で楽しく
活動をしています

わいわいクラブ
設立年月：平成２６年４月
趣味を通じて
代表者：後藤眞利
にぎやかに
交流しています
活動人数：８８名
<主な活動>
毎月第一土、日の午前中に集会所でワンコインカフェ
（１００円コーヒー）の他クッキー作りやわいわい料理
クラブ、ランチタイムコンサートと食事を楽しむ会など
を行っております。
【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！
★第一回とくと～く交流会を開催しました！
６月２４日(水)午後１３時３０分よりパルティせと４階マルチ
メディアルームにて瀬戸市役所行政経営部経営課の担当者
を講師に迎え「瀬戸市総合計画って知ってますか？」と題し
て、交流会を行いました。
第５次瀬戸市総合計画(平成１８～２７年度)の冊子をもと
に、総合計画とは何なのか？どのような手順で策定される
のか？などをお話しいただきました。冊子は厚さ８ミリ程度と
ボリュームがあり、手に取った参加者は「初めて見た」「これ
って実現できているのかなぁ」などと興味深く読む姿が見受
けられました。
市民活動にも市民の生活にも密接に関係がある内容とい
うこともあり、時間が足りないと感じるほどでした。次回の開
催の要望を踏まえ、検討したいと思います。

とくと～く交流会とは…
得するトークが出来る場所。
気軽に参加してトクしましょう。

ご参加ください
★Make a Change Day！
東日本大震災復興応援～忘れないで被災地を～
●復興応援のための東北物産展
東北の物産などを販売
●みんなで話しましょう！（公開円卓会議）
「“被災地から学ぶ”私たちができること」
●朗読（あゆみの会）

１０月１０日（土）
１０：３０～１５：３０
交流フェスタ
同時開催

★「ミニミニ市民祭 ～まーいっぺん市民祭を楽しもう！～」開催！
サブタイトル：せとのお宝 DERA-E-GAN
日時：平成２７年１１月２８日（土）１０：３０～１５：２０
会場：パルティせと４階（一部）・５階
おもな内容
<フォトコンテスト> 瀬戸百景をテーマにせとのお宝写真を募集（４階マルチメディアルーム）
⇒１１/２６～２８の３日間、パルティせと交流広場に掲示。市民による投票を実施
<ステージ> 地域を中心に活動している子ども達の団体演奏や演舞など。
<ブース展示> 「地域ならでは！」各地域力向上委員会の活動紹介。マメナシ、オオサンショウ
ウオについてなどの展示、書道作品の展示など。
<販売> 市内施設によるパン・野菜・せと焼きまん、せと焼きそばなど（５階アリーナロビー）
<体験> 粘土の型おこし・せとカルタ・お絵かきぬりえコーナー（４階大会議室）
<企業展> もしものときに知って得する企業情報（４階マルチメディアルーム）
<その他> 大パネル「私の考える『せとの宝』コーナー」（５階受付）
★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３回 『なるほど ザ 学習会』

場所：マルチメディアルーム

１１/１８（土） １３：３０～１５：３０ 「伝わる！プレゼン」
■ 「交流フェスタ２０１５ in パルティせと」 １０月１０日（土）１０：００～１６：００
■ 「ミニミニ市民祭 ～まーいっぺん市民祭を楽しもう～」 １１月２８日（土）
■ 「ステップアップ交流会」 ２０１６年２月２０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）

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
１１月１５日号・・９月２８日（月） １２月１５日号・・１０月３０日（金） １月１５日号・・１１月２３日（月）

■ センターNEWS 次号（第４３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（火）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は facebook ページを活用しています。
団体の開催する「講演会」「イベント」「講座」などが PR や報告など掲載しませんか？
「瀬戸市市民活動センター」facebook ページへの「いいね！」もお待ちしています。

■ 「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。
【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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