応援します！
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１０月８日（土）１０:００～１６:００
パルティせと 4 階・5 階

５ Ｆ
アリーナステージ

ビンゴ大会は
１５:３０から！

関島秀樹＆北川とみコンサート

音楽と踊り＆
市民活動発表
総勢２０組のステージ
プログラム！市民活動
団体の普段の活動の成
果を是非ご覧くださ
い！ステージの最後に
は豪華景品が当たる！
ビンゴ大会もあります。

～新しい未来に向かって～

北川とみさん

関島秀樹さん

★市民活動・地域活動
交流ブース
市内を中心に活動して
いる３０の団体や国際
交流団体が一堂に集ま
り、皆さんとの交流を楽
しみにしています。ボラ
ンティアや地域の活動
に興味をお持ちの方は
ぜひお越しください！
（アリーナ）
★ロビーで体感・体験！
「食・体験・知る」ブー
スなどで野菜販売等あ
り。活動を知って交流し
ましょう。 （ロビー）

スタンプラリーに参加して素敵な景品をもらおう！！（14：30 まで）

４ Ｆ

あなたも参加！
熊本地震・東日本大震災
復興応援

キッズおたのしみ
コーナー

◆復興応援のための熊本・
東北物産展
◆公開円卓会議
◆朗読
◆防災グッズを作ってみよう
◆熊本募金活動

◆牛乳パック工作
◆輪投げ
（エレベーター前）

ココデリラッサ（一部有料） 国際センターの部屋
◆甘い飲み物とお菓子
◆本格的中国茶のお点前
◆テーブルマジックなど
（第一学習室）

ふれあい茶屋（有料）
◆お抹茶・コーヒー・ジュー
ス
◆パン・クッキーの販売

（マルチメディアルーム）

（第二学習室）

◆パスポートで国旗の
旅へ行こう！
◆フィリピンのダンス
◆フラメンコ
◆ベリーダンス
◆海外の雑貨販売
（大会議室）

活動紹介パネル展
（マルチメディアルーム東側通路）

1Ｆでは瀬戸シビックマルシェ開催！（10：00～15：00）ママたちによる素敵な店が勢ぞろい！
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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！

第一回「ファシリテーション講座」
講師：名畑 恵 氏（NPO 法人まちの縁側育くみ隊 理事）
８月６日（土） １３：３０～１６：３０ 参加者：３０人
ファシリテーションて何？から始まり、アイスブレイクでグル
ープ同士交流をはかった後は、講師の名畑氏の活動事例を紹
介いただきました。後半はワークショップの連続で、全員が司
会者と書記を体験しました。最後は全グループがファシリテー
ターの心得を発表できました。学びから実践へと息着く暇もな
いくらいで、3 時間では物足りない！という受講者さんの声もい
ただきました。参加くださった皆さんありがとうございました！

第二回「想いが伝わる補助金申請ノウハウ」
講師：中尾さゆり 氏（ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ 理事）
９月７日（水） １３:３０～１５:３０ 参加者：１５人
市民活動をするには「資金」が必要！！そのために初期活動・展開活動に合せて助成金を申請するという方
法もあります。ですが多くの団体さんは申請書を書いたことはありません。何を書くのか？どう書くのか？そし
て、助成金をもらって何を為すのか？助成金の申請はただお金をもらうだけではなく、自分たちの活動の価値
やめざす成果を再確認する作業でもあります。講師にあいちモリコロ基金の相談を多く受けてこられた中尾さ
ゆりさんを招いて、助成金申請にまつわる様々な話をしていただきました。来年度のせと市民活動応援補助金
へ活かしていけたらと思います。

★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３回

１１月１６日（水） 13：30～15：30

プレゼンテーション講座 ワークを中心に実践してみましょう

第４回

１２月１４日（水） 13：30～15：30

ＮＰＯ車座交流会

「NPO 法人 岡崎まち育てセンター・
りた」の三矢さんを囲んで座談会

第５回

１月１４日（土） 13：30～15：30

企画力ＵＰ講座

企画を持ち寄りお互いに見せ合おう

第６回

３月４日（土）

デザイン力ＵＰ講座

情報をきちんと伝えるチラシ作り

13：30～15：30

（※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 9/17・10/26・11/19・12/17・2/18・3/29

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。
６月は「人財ほっとネット」に登録されている石原昭二氏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。
１２月には大秋惠子さんに「認知症基礎知識を学ぼう」と題した講義を開催予定です。
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。
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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
健康管理士会
TEL：090-3582-5661(鵜飼)

月 日
時 間
９月１６日(金)
１０月１７日(月)

内 容

AGE 体内年齢測定会
場所：瀬戸蔵 第一会議室
定員：各回１０名（先着順）
参加費：無料
申込：要（健康相談される方のみ）

①１３:３０～②１４:３０～
③１５:３０～

平成のせと雛製作隊
TEL：0561-83-6245(若杉)

９月２４日(土)
１０月１５日（土）
１０月２９日(土)
１０：００～１２：００

一緒におひな様を作りませんか！

赤津の自然を育てる会
TEL：0561-82-8024(小川)

９月２５日（日）
９：００～１２：００

赤津の自然体験会

スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：0561-83-4546（山城)

９月２８日（水）
１０月２７日（木）
１１月２６日（土）

交通安全マジックショー・マジック・バルーン教室

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)
猿投の森づくりの会
TEL：090-7859-4031

１０月２日（日）
１１月６日（日）
１０：００～１５：３０

銀座生き生きマルシェ

１０月２２日（土）
一部１０：３０～１２：００
二部Ａ１３：００～１５：３０
Ｂ１２：３０～１５：３０
Ａ：観察会Ｂ：ハイキング
１０月８日（土）
１０月９日（日）
１０：００～２０：００

第８回森の音楽祭２０１６

１０月２９日(土)
１１：００～１９：３０

かもが池フェスティバル with ハロウィンパーティ

場所：９月 八幡公民館 １０月 效範連区自治会館
定員：各２０人（先着順・申込不要）
参加費：無料
持ち物：陶製のスプーン 1 本
場所：ねむの森 研修室（東明小学校裏山まで移動）
定員：５０名
参加費：無料 申込：要（ＴＥＬにて）
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！

この世まつり実行委員会
TEL：090-8499-7495（梶田）
東山コミュニティクラブ
TEL：090-9262-3479(塚田)

場所：銀座通り商店街
※毎月第一日曜日開催

場所：猿投の森特設会場
（雨天時はコンサートのみ瀬戸蔵つばきホールにて）
定員：二部 観察会１５０名・ハイキング６０名
参加費：５００円 申込：要（TEL にて）

この世まつり ひかりの舞台・だいちの舞台
場所：感應寺
映画上映会、講演会、マルシェなど※上映会・講演会要申込
場所：かもが池（山手町）
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

アニモの会
瀬戸市ウオーキング協会
TEL：080-3065-7275(松原)

１１月５日(土)
９：３０～１５：００

アニモまつり

１１月６日(日)
９：００集合

森林公園植物園を歩く（L:13km S:8km）

場所：アニモの家駐車場
舞台発表、模擬店販売、バザーなど
集合場所：愛環瀬戸市駅
愛環瀬戸市駅東広場→やまて坂→森林公園植物園散策→同南門→平子
町西→小幡緑地東園→城山公園→スカイワードあさひ

ＮＰＯ法人品野つくし会
Email:sgoshinano@gctv.ne.jp（金高）

１１月１２日(土)
～２０日(日)
１７：３０～２１：００

ライトアップ岩屋堂

末広亭ですえひろがりの会
FAX：050-7518-0270
TEL：080-1565-6824

１１月２６日(土)
１４：００～

第２３回 せと末広寄席

場所：岩屋堂公園内

※イベント中駐車場料金\800 無料シャトルバス有
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？
ＮＰＯ法人やきもの文化・瀬戸洞町
設立年月：平成２４年５月
お問い合わせは
代表者：水野半次郎
０５６１－
８４－７１２３まで
活動人数：１５名
<主な活動>
焼物の産地瀬戸、その山間の洞町にあります”窯跡の
杜”を後世に残し、やきものの文化歴史を伝えるための
活動をしています。１１月２０日窯垣の小径まつりでは
「せともん探訪ツアーin 洞町」を催します。是非ご参加く
ださい！

瀬戸っ子美術展実行委員会
設立年月日：平成２８年３月１日
代表者：赤川 萌（県芸大３年生）
活動人数：１６名
<主な活動>
子 どもたちのすなおな気 持 ちを表 現 できるような
作 品 作 りと発 表 の場 を応 援 します。１０月 の本 番
を成 功 させるため、実 行 委 員 （ 美 術 系 大 学 生 ・高
校 生 ）と大 人 のスタッフによる作 品 展 を８月 に開
催 しました。

１０月に美術展を
行います！

ＭＡＪＩ
設立年月：平成２８年２月
代表者：西牟田早苗
大工さんに教えてもら
いながらのＤⅠＹ！
活動人数：１６名
<主な活動>
「（Ｍ）みんなで（Ａ）アイディアを出し合い（Ｊ）自分らしく
（Ｉ）生きる」で MAJI。笑顔と元気の循環づくりを目指しま
す。現在は主に空家の再生・活用を行っています。私た
ちならではのコミュニティづくりをめざします。
【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２９日(水)１３時３０分より瀬戸市役所西庁舎 2Ｆにてせ
とまちブランディング事業に携わる市職員の皆様と交流会を
行いました。
市職員から１３名、市民活動団体からは２７名、併せて４０名
が参加しました。名刺交換ゲームでアイスブレイクした後は「紹
介します！わがまちのイチオシ」をテーマに、５つのテーブルで
お題に沿って意見を出し合いました。お題は「せともの」「名所」
「人財」「空き家」「自然」。１５分のワークをテーブルチェンジし
ながら３回行い、熱い意見交換となりました。お互いの活動を
紹介しながらのワークは、まさに「知ろう！市役所のこと・知っ
てもらおう！市民活動」の目的に即したものとなりました。意義
深い企画となったこの交流会、来年度も継続を検討していきた
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
★「あなたも参加！熊本地震、東日本大震災復興応援」
～忘れないで被災地を～
●復興応援のための熊本・東北物産展
１０月８日（土）
熊本・東北の物産の販売（黒糖ドーナツ、
１０：３０～１５：３０
牛タンカレー、かもめの卵ミニなど
交流フェスタの
●皆で考えよう防災！（公開円卓会議）
中で開催
～学校、家庭、地域で一緒に出来る防災～
防災実行委員会（長根・陶原・新郷連区の各種団体役員、防災ネット・せと）
水無瀬中学校ＰＴＡ役員、高校生、大学生、ガールスカウト愛知県第６６団、災害ボランティアせと
の皆さんが参加して「防災」について一緒に考えます。
●朗読（あゆみの会）
「つなみてんでんこ はしれ、上へ！」

★せとまちフェスティバル事業の運営のお手伝いをします！
平成２６年、２７年と開催した「ミニミニ市民祭」。今年はせと市民活動連絡会と、瀬戸市内の３
つの商店街が呼びかけ人となって「せとまちフェスティバル事業」を行うことになりました！このせと
まちフェスティバル事業は、各市民団体が、それぞれのやりたいことを自分たちの力で主体的に行
い、それを瀬戸市も応援するという試みです。１０/２（日）のオープニングイベントから１１/２７（日）
の閉会式まで、多くのイベントが開催されます。連絡会は運営のお手伝いをしています。みなさん
も一つでも多くの催しにご参加ください！
（事業開催団体：煌めきライブの会・しごと塾有志の会・品野陶土（株）・せと狛犬プロジェクト実行委員会・瀬戸市
商工会議所青年部・せと市民塾同好会・瀬戸青年会議所・瀬戸椿の会・ＮＰＯ法人せとルネッサンス・ＮＰＯ法人
ＨＩＲＯＹＡ基金・まるしぇまるしぇ・レクリエーションの会 五十音順）

★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

１１/１６（水） １３：３０～１５：３０ 「プレゼンテーション講座」
■ 「交流フェスタ２０１６ in パルティせと」 １０月８日（土）１０：００～１６：００
■ 「ステップアップ交流会」 ２０１７年２月２５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
１１月１５日号・・１０月１日（月） １２月１５日号・・１０月３１日（月） １月１５日号・・１１月２１日（月）

■ センターNEWS 次号（第４８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５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 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
6

