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今年度も
開催しました！

ミニミニ市民祭

partⅡ

～まーいっぺん市民祭を楽しもう！

「ミニミニ市民祭」PartⅡとなる今回は、「せとのお宝 DERA-E-GAN」と題して、私たち市民目線の
「せとのお宝」探しを試みました。
ステージ発表に加え、活動展示や知って得する企業コーナー、瀬戸百景フォトコンテストなど、
盛りだくさんの内容で開催でき、昨年を上回る 600 名以上の来場者がありました。

マメナシの発表

フォトコンテスト表彰

菱野棒の手保存会

オープニング狛犬社中

長根地域力向上委員会

「交流フェスタ２０１５ｉｎパルティせと」を開催しました！
１０月１０日(土) パルティせと４階・５階 10:00～16:00
今年で１１回目を迎えるフェスタには、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
「Dear Blues+植田ひとみコンサート」では会場中がプロの世
界を楽しみました。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
日本大震災復興応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。
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★「市民活動ステップアップ交流会」のお知らせ★
【日 時】

２月２０日（土） ９：３０～１５：００（予定）

皆様の参加を
お待ちしています！

【場 所】
瀬戸市文化センター 文化交流館３階３１会議室
【共 催】
瀬戸市民活動センター ・ せと市民活動連絡会
【プログラム】 第Ⅰ部
９：３０～ 「せと市民活動応援補助金」活動成果報告会
第Ⅱ部
交流会「ミッション Ｆｏｒ 瀬戸のお宝 わくわくＰＲ企画」
１２：３０～ 軽食タイム＆自己紹介
１３：２０～ 瀬戸のお宝ＰＲ企画を団体で考えよう！
１４：１０～ 企画発表（グループ別）
１４：４０～ 投票 (１位、２位、３位に賞品贈呈)
１４：５５～ フィナーレ みんなで楽しく歌おう！
１５：００
終了
【参加費】
５００円（交流会軽食代）
【定 員】
１５０名（申込順）
【申込方法】 ①住所②氏名③団体名④電話番号を記入し、ＦＡＸ、Ｅメール
またはお電話でお申込みいただくか、瀬戸市市民活動センター
窓口へ直接お申し込み下さい。
変わります！
より！活動を助ける補助金へ

※「せと市民活動応援補助金」説明会を開催します！
２月２７日（土） １３：３０～ パルティせと ４階 マルチメディアルーム

１１月１８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 ２５名
○

第３回 なるほど ザ 学習会
「伝わる！プレゼン」
講師：西尾 一己さん（人財ほっとネット登録者）

人財ほっとネット登録の講師を招いて、プレゼン講座を開催
しました。パワーポイントを使った講義の後は、３名の市民活動
団体の方に模擬プレゼンテーションを行ってもらいました。参加
者同士のフィードバックの後、講師からは実例をもとにしたアド
バイスがあり、今後のプレゼンテーションに活かせる具体的な
ヒントが得られたかと思います。
★市民の皆様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１６日（土） 13：30～15：30

企画書の書き方

にぎわいおこし×企画書の書き方

第６回

３月１６日（水） 13：30～15：30

チラシと広報誌づくり

プロの編集者から学ぼう
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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
瀬戸市ウオーキング協会
TEL：080-3065-7275(松原)

月 日
時 間
１月９日(土)
９：００集合

内 容

尾張七福神めぐり L：１６km S：１０km
集合場所：名鉄尾西線森上駅
祖父江の森～根福寺～善光寺～永張寺～歓喜院～刈萱堂～祖父
江緑地公園(昼食)～馬飼交差点～地泉院～名鉄丸渕駅

２月７日(日)
９：００集合

瀬戸のお雛めぐりウオーク １２km
集合場所：愛環中水野駅
愛環中水野駅～曽野稲荷～道の駅瀬戸しなの～瀬戸蔵～パルティ
せと

３月６日(日)
９：３０集合

城下町・津を巡るウオーク １４km
集合場所：近鉄津新町駅
津新町駅～お城西公園～津城跡・お城公園～古道公園～結城神
社～阿漕塚～阿漕海岸～乙部公園～津観音～偕楽公園

スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：0561-83-4546（山城)
せと．なでしこ会
TEL：0561-82-3534(村田)

１月１７日(日)
２月１６日(火)
３月１６日(水)
１３：００～１４：００
１月２４日(日)
１６：００～

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！

初踊り
場所：グレイセル

ＮＰＯ法人ネットワーク １月３０日（土）
せとっこ
１３：００～１６：００
TEL：0561-65-3922
（開場１２：３０）

ドキュメンタリー映画上映＆松井久子監督トークショー
「何を恐れる～フェミニズムを生きた女たち～」

Link Seiryo
TEL：090-4256-4799(坊山)

Cowcow ママ’s の１day shop

三扇会
TEL：0561-83-0358(田中)

２月２日(火)
３月１日(火)
１０：００～１４：００
２月７日(日)
１１：３０～１５：３０

日本舞踊 紫泉会
TEL：0561-82-5956(高橋)

２月２８日(日)
１０：００～１５：００

新年初舞

まるしぇまるしぇ
TEL：070-5030-0329(湯浅)

３月８日(火)
１０：００～１５：００

Ｙ‘ｓマーケット

末広亭ですえひろがりの会
TEL：080-1565-6824

３月１２日(土)
１４：００～

第２８回 せと末広寄席

神叡流吟剣詩舞道
尾張地区会
TEL：0561-82-9825(武仲)

３月１３日(日)
９：４５～（開場９：３０）

第３９回 神叡流吟剣詩舞道大会

場所：瀬戸蔵 つばきホール
入場料：500 円（チケット販売：プラザせとっこ）
場所：みずの坂集会所
※毎月第１火曜日開催 ※作家さん募集

舞初め
場所：やすらぎ会館 ３階和室

場所：渋川福祉センター

場所：レストランカラオケＹ‘ｓ

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
場所：尾張旭市文化会館 あさひのホール
入場無料

☆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？

ＯＳＣＮじてんしゃスクール
止まって、
設立年月日：平成２４年 ４月 １日
安全確認！
代表者：片山 昇
活動人数：４０名
<主な活動>
自転車の交通教育の重要性に着目し、「大人が変われば、
子どもも変わる」を合い言葉に、行政、警察、民間企業など
地域の関係団体からの協力も得ながら、子どもから大人ま
でを対象にした楽しい自転車安全講習を推進。主要事業
は、「親子で体験！じてんしゃスクール」・「のりかたスクー
ル」・「みんなで体験！サイクリング」等。
詳細は HP にて www.oscn-school.org/

ツタワルテシゴト実行委員会
設立年月：平成２４年 １月
代表者：青山文恵
活動人数：２０名
<主な活動>
せと末広商店街の女性を中心に年に１回手作り雑貨市と
ワークショップ｢ツタワルテシゴト｣開催。
年に６回毎日の暮らしがちょっと楽しくなるワークショップ
｢今月のてならい｣を開催しています。
末広商店街にどうぞ遊びにいらして下さい。

詳細はブログまたは FB ページにて
http://tutawaru.blog.fc2.com/
https://www.facebook.com/tutawarutesigoto/

瀬戸クレイジャンベ同好会
設立年月：平成２７年 ８月
代表者：内山伸治
活動人数：１２名
<主な活動>
太鼓胴が陶器のクレイジャンベはキーが高く新鮮な独
特のサウンドです。音楽の楽しみとリズムの面白さを探
るべく、毎月品野台地域交流センターにて練習会を開
催。皆様も自分のリズムの発見に参加されませんか？
デイサービスへの慰問演奏、イベントに出店演奏等。

わくＷＯＲＫパーク 2015
での演奏

詳細は http://craydjembe.com/

【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
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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！
を開催しました！
１１月２８日（土） １０：３０～１５：２０

参加者６００名

狛犬社中の太鼓演奏によるオープニングで幕開け。
今年は「志あるを要す 恒をあるを要す 識あるを要
す」の大作の書が掲げられ、活動への心得にと胸に
刻みました。
ステージでは「瀬戸子供太鼓こまいぬ座」「菱野棒
の手保存会」「ファミリーバンド」「水南マーチングバン
ド」「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。続いて「マメナシって？」「オオサンショ
ウウオって？」の発表があり、意外と知らなかったこと
を改めて知る機会となりました。３日間の投票期間を
得て決定した瀬戸百景フォトコンテスト入賞者の表彰
に伊藤市長も駆けつけました。
アリーナには道泉、菱野、長根地区のブース展示や「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、わたがし（菱野地域力まちづくり
協議会）には子どもたちが行列をつくりました。４Ｆでは企業情報コーナーと子どもお楽しみコーナーを
設置。大人も子どもも一日楽しめる催しとなりました。

第二回とくと～く交流会
ワイワイ忘年会

とくと～く交流会は、「得するトークの場」として、一般の皆様に市民活
動に興味や関心をもってもらうキッカケにしてもらいたいと、運営委員が
企画した気軽な交流の場です。

１２月１０日(木) １７：００～２０：００ 参加者５８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のひと
ときを過ごしました。知り合いましょう！ゲームで何人と知り合えるかを
楽しく競ったあとは、グループごとの一発芸コーナー。各グループともに
短時間で用意したとは思えない出し物のオンパレードで、終始賑やか
に過ごしました。最も多くいいね！カードを集めたのはスーパーグレー
トマジシャンズさん。さすがのエンターテイナーぶりでした。

私たちが司会をしました！

●私の思う！瀬戸のお宝 （「せと市民活動連絡会」加入団体対象）
日時：２月６日（土） 場所：パルティせと４Ｆ マルチメディアルーム
※ 詳細につきましてはチラシでご案内いたします。

来てね！

●せと市民活動連絡会共催『市民活動ステップアップ交流会』
２月２０日(日) 瀬戸市文化センター 文化交流館３１会議室
★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

■ 「なるほど ザ 学習会」 第５回 １月１６日（土）「企画書の書き方」
第６回 ３月１６日（水）「チラシと広報誌づくり」
■ 「ステップアップ交流会」 ２月２０日（土） 瀬戸のお宝わくわくＰＲ企画

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２７日(土） ｢せと市民活動応援補助金｣説明会（13:30～）
３月２８日(土） ｢せと市民活動応援補助金｣相談会
◇ 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
３月１５日号・・・１月３０日（土）
■ センターNEWS 次号（第４４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２９日（月）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 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。

■ ロッカーの貸与 ２８年度の申し込みは３月２１日（月）～３月３１日（木）です。
【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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