応援します！
市民活動！
２０１６年 ６月３０日＜４５号＞

＜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
E-mailseto-npo@ma.gctv.ne.jp
URL

http://www.gc-net.jp/seto-npo

E-mail seto-npo@ma.gctv.ne.jp
出会ってつながり育て合う「であい塾」を開催しました！
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昨年に引き続き、６月４日・１１日・１８日の３回にわたり、「であい塾」を開催！
今年は、まちづくりの先鋭 浅海義治氏を招いての講演、防災の視点からの協働について、大学コン
ソーシアムとの連携についての３講座を企画しました。３日間でのべ１１９名が参加しました。
講座 1

６月４日開催

まちづくりの行動学は
ゆ…夢を語る！

氷見市役所まちづくり推進部、都市・まちづくり政策

か…価値に光を当てる

監 浅海義治氏の講演会を開催。地域住民が企画からか

い…今を共に作る

かわったことによるコミュニティ創出の事例「北沢川緑道物
語」を始め、民有地を活かした「地域共生のいえ」など地域
の場づくりを推進した実績に基づき、まちづくりに必要な視
点について話され、これからの指針となりました。まちづく
りとは「地域のポテンシャルを掘り起こしみんなの幸せに活
かすこと」とまとめてもらった後は、グループにわかれて
「私にできるまちづくり」について話し合いました。どのグル
ープも瀬戸のまちを愛する人ばかりで話が尽きませんでし
た。まちづくりのために私達ができることはこれからまだま
だありそうです。

講座 2

６月１１日開催

６月１８日開催

講座 3

「もしもの時のための、連携、協働の

大学コンソーシアムせと「新しい文化

大切さ」というテーマで、防災かけ合いトーク

創造プロジェクト」との出会い。大学コンソー

＆防災ゲームを行いました。あいち防災リー

シアムせとは何か、「地域の課題解決に向け

ダー会東尾張ブロック顧問の古谷順彦氏・防

た大学と行政との連携に関われること」につ

災ネットせと代表の石原昭二氏とフリーアナ

いての事例発表などをお聞きした後は、グル

ウンサー高橋ひろ子氏の掛け合いトークでは

ープごとで市役所×大学×市民活動としての

熊本地震の教訓や課題、地域、行政との連

協働する提案事業のワークショップを行いま

携などについて、活動から得られた説得力の

した。頭を悩ませながらもそれぞれ時間内に

ある内容でした。その後は、シェイクアウト体

アイディアを出し合い、まとめまで達成するこ

験、防災クロスロードゲーム、そしてグループ

とができました！普段交わる機会の少ない大

別に交流会を行い、日ごろ地域での関わり方

学の先生との交流を通じて、市民活動の新た

や災害への備えなどについて参加者同士が

な可能性を見出すことができたのではないで

話し合い、防災意識の高まりを感じました。

しょうか。
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平成２８年度 せと市民活動応援補助金
２３団体への交付が決まりました！
４月２日(土)パルティせと５階アリーナにおいて、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、２３団体の事業に補助金
交付が決まりました。
今年度は「もっとまちを豊かにする活動」
「もっとまちを盛り上げる活動」という部門を設
けました。元気な街を創出するための今後の事業展開を楽しみにしてください。
はじめの一歩活動 交付団体名

事業の名称

ＮＰＯ法人 やきもの文化・瀬戸洞町

せともん探訪ツアーin 洞町

作陶・調理 倶楽部

自作の器に手料理を盛りつけて

せと・まんぷくこども食堂

まんぷくこどもカフェ

平成のせと雛製作隊

文化を引継ぐ平成のせと雛づくり

スポーツ吹矢 瀬戸翼

スポーツ吹矢 瀬戸翼

SETO REVOLUTION

カレーREVOLUTION

もっとまちを豊かにする活動 交付団体名

事業の名称

ＮＰＯ法人瀬戸地域福祉を考える会まごころ

生活支援サポーター養成講座

ＮＰＯ法人アクティブシニアネットせと

中学生農業体験サポート事業

こんなまちに住みたいナ実行委員会

皆で創る「こんなまちに住みたいナ」プロジェクト

MAJI

空家再生プロジェクト蔵所長屋～課題から価値へ～

さるなかとんな協議体

困ったときのおたすけ便利帳作成事業

せと・おせっかいプロジェクト

なんでも聴くよ無料相談会～ひとりではないを実感できる社会に～

NPO 法人品野つくし会

岩屋堂廃屋再生プロジェクト PartⅡ

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

防災講演会実行委員会

防災講演会「災害！いざというときどうする？」

もっとまちを盛り上げる活動 交付団体名

事業の名称

瀬戸椿の会

凧山つばきの森の多目的広場を使って、街を盛り上げよう

赤津の自然を育てる会

赤津の自然紹介事業

瀬戸っ子美術展実行委員会

公募 瀬戸っ子美術展

地域まちおこし実行委員会

夏だ！まつりだ！愛・（ドット）こい！

瀬戸 in 食店 Map

瀬戸 in 食店 Map

しごと塾有志の会

せと・まるっと「みんなうちの子！」サポーター計画

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パート２

縁さくら

和の美 新緑の賑わい in 岩屋堂
※各事業へのお問い合わせは市民活動センターまで

この２３団体の成果報告会を、平成２９年２月２５（土）
瀬戸市文化センター文化交流館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
こんなまちに住みたいナ
実行委員会
TEL：0561-84-7110
（窯のひろば）
瀬戸第九をうたう会
TEL：0561-83-0483（加藤）

月 日
時 間
７月３日（日）
８月７日（日）
９月４日（日）
１０：３０～１５：００
７月１０日(日)
１３：３０～１５：３０

ＯＳＣＮじてんしゃスクール
TEL：0561-52-3134(片山)
FAX：0561-52-3134

７月１０日(日)
６：３０～１０：３０

森林公園植物園ＯＳＣＮセーフティー！サイクリング

ＮＰＯ法人ＨＩＲＯＹＡ基金
TEL：090-8732-9681(多月)

７月１６日（土）
１４：００開場
１４：３０～１６：３０
７月２２日(金)
８月１９日(金)
①１３：３０～②１４：３０～
③１５：３０～
７月２３日(土)
１５：００～１９：００

国分敏子講演会「太陽の国の子どもたち」

①７月２４日(日)
②８月７日(日)
③９月２５日(日)
①９：３０～１４：３０
②③９：３０～１２：３０

海上の森体験プログラム 調査学習会
①海上の森のキノコ
②海上の森の水生生物
③初秋の海上の森（花・虫・鳥）

７月２５日(月)
８月２３日(火)
９月２８日(水)
１３：００～１４：００
７月３０日(土)
１４：００～１６：００
７月３１日(日)
９：３０～１６：３０
７月３０日(土)
１３：３０～１５：００

交通安全マジックショー・マジック・バルーン教室

８月２０日(土)
９：００～１２：００

パソコンワンコイン相談会

８月２７日(土)
１４：００～

第３０回 せと末広寄席

健康管理士会
TEL：090-3582-5661(鵜飼)

地域まちおこし実行委員会
TEL：0561-21-5952(岡島)
ＮＰＯ法人海上の森の会
TEL：0561-21-9298(事務局）

スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：0561-83-4546（山城)
Ｓmile ｎｏｔｅ♪
TEL：090-4263-8121(大野)

ＰＣサークルせと
TEL：090-9904-9728(友次)

末広亭ですえひろがりの会
TEL：080-1565-6824(加藤)

内 容

銀座なんでも生き生きマルシェ
場所：銀座通り商店街
※毎月第一日曜日開催

第１８回 瀬戸第九演奏会・ヴィンテージカルテット
場所：瀬戸市文化センター文化ホール
入場料：1000 円（当日券有り）
場所：森林公園植物園
定員：１００名 参加費：１０００円
申込：要 電話、ＦＡＸ、Ｅメール katayama@ams.odn.ne.jp
場所：パルティせとマルチメディアルーム
申込：要 電話にて（当日参加も可）

ＡＧＥ・体内年齢測定会
場所：瀬戸蔵 4Ｆ 第２会議室
申込：要(健康相談される方のみ) 電話にて

夏だ！まつりだ！愛・(ドット)こい！
場所：愛知環状鉄道瀬戸市駅 東駅前広場
雨天時２４日（日）に順延

場所：海上の森
対象：小中学生、一般（小学生は保護者同伴）
事前申込：要 電話にて（先着２０名）
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！

第３回 スマイルミュージックフェスティバル
場所：瀬戸蔵 つばきホール
入場無料

さわってみようタブレット
場所：瀬戸蔵会議室１
参加費：５００円 定員：１０名程度
申込み：電話又はＦＡＸ（先着順）
場所：長根公民館
参加費：５００円 定員：5 名程度
申込み：電話又はＦＡＸ（先着順）
場所：せと末広亭
定員：４０名

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！

ＮＰＯ法人 アップルシード
設立年月日：平成２７年９月２５日
活動人数：１９名
<主な活動内容>
当法人が運営している、就労継続支援 B 型事業所ジョ
ブ・シェアードでは、軽作業の内職を中心とした活動をし
ており、御利用者様や職員同士楽しくお話をしながらわ
きあいあいとお仕事に取り組んで頂いています。活動行
事の一環として月一回の「お食事会」を開催してい ま
す。

見学等お気軽に
お問い合わせください

せと・まんぷくこども食堂
設立年月日：平成２８年２月２２日
みんなで食べると楽しい！
代表者：中島道代
おいしい！「まんぷくこどもカフェ」
活動人数：１３名
<主な活動内容>
地 域 の人 々と協 力 し「みんなでおしゃべりしながら
夕 食 を食 べる」「いろんな食 材 を使 った、手 作 りの
できたてのご飯 を食 べる」こんな普 通 の食 事 を、小
遣 い程 度 で、子 どもひとりでも安 心 して入 れる食 堂
として提 供 しています。（月 ２回 開 催 ）

瀬戸市民オーケストラ
設立年：昭和６１年
代表者：古川 信男(運営委員長)
活動人数：４９名
<主な活動内容>
瀬戸市文化センターの開館を契機として瀬戸市やその
近郊の有志が集まり結成されました。６月頃の定期演
奏会と１１月頃のふれあいコンサートとして年２回の演
奏会を主催。毎週日曜日の夜に練習しています。

一緒に演奏しませんか！！

【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２１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１３６団体のうち、８１団体（委任状４０団体）
６８名の出席で開催され、事業報告、役員改選、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、７０名が参加。軽食を取り
ながら簡単な自己紹介をしました。食事の後はテーブル毎
に「知って得するクイズ」。各テーブル一番回答数が多かっ
た人が代表戦に。連絡会が考えたクイズ１０問では決着が
つかず、延長戦に突入しました。合間には恒例となりつつあ
るスーパーグレートマジシャンズの誰でもすぐにできる道具
のいらないマジックのレクチャーもあり、にぎやかな交流の
場となりました。
今年度も引き続き

よろしくお願いします！
●平成２８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

★２８年度 せと市民活動連絡会の主な予定★
とくと～く交流会（２回）… ６月２９日(水)「知ろう！市役所・知ってもらおう！市民活動」
１１月５日(土)「防災講演会」
せとまちフェスティバル開会式… １０月２日(日)
交流フェスタ２０１６in パルティせとに参加
「東日本大震災、熊本地震復興応援」 … １０月８日(土)
市民活動ステップアップ交流会… ２月２５日(土)
来てね！
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～
交流会知って得する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.瀬戸子供太鼓こまいぬ座が参加していない万博は？ ①ミラノ②ﾊﾉｰｳﾞｧｰ③上海④セビリア
Q3.瀬戸市が発祥地の乗り物は？ ①名鉄電車②ＪＲバス③名鉄バス④タクシー
Q4.瀬戸市が指定した天然記念物は？ ①椿②マメナシ③クロガネモチ④クロマツ
Q5.瀬戸市デジタルタワーは日本のタワーで何番目に高い？ ①1 番②２番③３番④４番

A1.③ A2.④ 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

８／６（土） １３：３０～１６：３０ 「ファシリテーション講座」
■ 「交流フェスタ２０１６ in パルティせと」 日時：１０月８日（土）１０：００～

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２７日(水）・８月２７日(土）・９月１７日(土）・１０月２６日(水）
１１月１９日(土）・１２月１７日(土）・２月１８日(土）・３月２９日(水）
◆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３０日（土） １０月１５日号・・・８月２９日（月） １１月１５日号・・・１０月 1 日（土）

■ センターNEWS 次号（第４６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２６日（金）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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