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交流フェスタ 2016 in パルティせと

楽しいこと盛りだくさん！ちょこっと遊びにこやぁ～
①

②

④

③

⑤

今年で１２回目を迎えた交流フェスタ。２,９００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 （写真①）や体験・販売に
よる交流 （写真②）、日頃の活動成果発表 （写真③） が行われ、ステ

⑥

ージのスペシャルゲスト「関島秀樹＆北川とみコンサート」ではプロ
の歌声に会場中が魅了されました （写真④）。４階では、キッズコー
ナーや茶屋、国際センターの部屋 （写真⑤） などで、様々な世代や
国の皆さんが楽しく交流をされていました。また、せと市民活動連
絡会の主催で公開円卓会議が行われ、「皆で考えよう防災」という
テーマに基づき、PTA 会長や自治会の役員、市民活動団体や高校
生、大学生を交え、 「私たちにできること」について、意見交換を行

⑦

い（写真⑥）、「熊本地震・東日本大震災復興応援」と銘打って物産展や募金活動も行い、多くの方々に
ご協力いただきました。パルティせとのにぎわいとして、１階ではマルシェを開催（写真⑦）。連携と協働
の輪を広げることもできました。
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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】

皆様の参加を

２月２５日（土） ９：３０～１５：００（予定）

【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～

お待ちしています！

「せと市民活動応援補助金」活動成果報告会

第Ⅱ部
交流会（仮称）「みんな de めざそう 住みやすさ No.1!!」
１２：３０～
１３：１０～
１３：３０～
１４：２０～
１４：５５～
１５：００

【参加費】
【定 員】
【申込方法】

軽食タイム＆自己紹介
まちの課題クイズ！
グループごとにワークショップ
グループ別に発表
フィナーレ みんなで楽しもう！
終了

５００円（交流会軽食代）
１５０名（申込順）
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。
応援補助金で
活動を広げませんか！？

※「せと市民活動応援補助金」説明会を開催します！
２月１８日（土） １３：３０～ パルティせと ４階 マルチメディアルーム

なるほど ザ 学習会

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

第３回 「プレゼンテーション講座○ 初級」

【１１月１６日（水）】 参加者：８名
「聞き取りやすい声で話す」「相手を見て表情を付けて話す」「一番言いたいことを言う」「時間を守
る」などシンプルなことを心掛けるという４点のことを中心に学びました。初級らしく、発声練習やワー
クを中心に行い、時折笑いが起こる気軽で楽しい講座でした。

第４回 「ＮＰＯ車座交流会」

【１２月１４日（水）】 参加者：２２名
三矢勝司氏（ＮＰＯ法人岡崎まち育てセンター・りたの事務局次長）を
講師に、「よりよい地域づくりのためにＮＰＯができること ～まちづくりは
「私」から始めよう～」と題して講演をいただきました。事例を交えてのお
話しはわかりやすく、その後の交流会でも課題として出たお金や人材に
ついて意見交換を行う中で、アドザイザーとして参考になるお話しをうか
がうことができました。
★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２５日（水） 13：30～15：30

企画力 UP 講座

あなたの企画をブラッシュアップ！

第６回

３月４日（土） 13：30～15：30

デザイン力 UP 講座

人が集まるチラシ作り！
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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７日(土)
９：００集合

内 容

初詣ウオーク １３km
集合場所：名城公園噴水広場
名城公園～那古野神社～桜天神社～若宮八幡社～白川公園～大
須観音～白鳥公園七里の渡し～熱田神宮

２月５日(日)
９：００集合

瀬戸のお雛めぐりウオーク １２km
集合場所：名鉄瀬戸線三郷駅
井田八幡神社～東部市民センター～宝生寺～やすらぎ会館～銀座
通り～末広町通り～瀬戸蔵～文化センター

３月５日(日)
９：００集合

岡田の町と佐布里池の梅鑑賞ウオーク １２km
集合場所：名鉄常滑線古見駅
古見駅～岡田簡易郵便局～水の生活館～梅の館～寺本駅

ラウハラ瀬戸
TEL：090-3421-6566(森)

健康管理士会
TEL：090-3582-5661（鵜飼)

１月１１日（水）10:00～11:30
１月１８日（水）13:30～15：00
２月 1 日（水）13:30～15：00
２月１５日（水）13:30～15：00
１月１３日(金)
２月１３日(月)
①１３：３０～②１４：３０～
③１５：３０～

スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：090-3555-0874（山城)
ＮＰＯ法人瀬戸地域福祉
を考える会まごころ
TEL：0561-85-3080（大秋）

１月１７日(火)
２月１５日(水)
３月３０日(木)
１３：００～１４：００
１月２１日(土)
～２月１８日（土）
９：３０～１１：３０

フラダンス無料体験
場所:山口公民館
申込:要（電話にて）

ＡＧＥ・体内年齢測定会
場所：瀬戸蔵４階 第１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）

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！

生活支援サポーター養成研修（全７回）
場所：瀬戸市文化センター 文化交流館 1 階 １２・１３号室
定員：３０名（先着順） 申込締切り：1 月１３日（金）
※日程・内容等の詳細はお問い合わせください。

アレルギーっ子の会
in 瀬戸
E-mail：seto.alle@gmail.com

１月２９日（日）
１３：３０～１６：００

愛知メンタルヘルス研究会
TEL：0561-58-0197(藤田)
FAX：0561-48-7727
末広亭ですえひろがりの会
TEL：080-1565-6824

１月２９日(日)
１３：００～１６：００

終活（エンディングノート作成）無料相談会

３月１１日(土)
１４：００～

第３３回 せと末広寄席

青年海外協力隊
ＡＳＥＮＡＮの会
TEL：090-4162-0556（江尻)
FAX：0561-59-2628

３月１８日（土）
１４：００～１６：００

子どものための国際理解ワークショップ
～世界の宝物を探しに行こう！～

E-mail：jocvasenan@gmail.com

みんなで学ぼう災害の備え
～アレルギー疾患を持つ親子の災害対策～
場所：やすらぎ会館５階 大集会室
参加費：無料 定員：３０名（先着順） 申込：E-mail にて
場所：瀬戸蔵４階 会議室２・３
定員：３０名（先着順）・申込（電話またはＦＡＸ）
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：パルティせと４階マルチメディアルーム
対象：小・中学生（親子参加も可）
参加費：無料
定員：５０名（先着順） 申込：E-mail またはＦＡＸにて

☆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？

特定非営利活動法人しみんシップ net
設立年月日：平成２８年 ６月
代表者：舩坂 礼子
活動人数：２５名
<主な活動>
『出会い・気づき・社会につながる学習』が合い言葉。地
域コミュニティ＆教育現場＆企業＆保護者をつなぐコー
ディネートが主な活動です。キャリア教育とは？子どもた
ちと共に学び合うことで地域資源がつながり合うことを大
切にしています

赤ちゃん親子授業の様子

タネリスタジオビルヂングプロジェクト
設立年月：平成２８年 ５月
代表者：設楽 陸
活動人数：１０名
<主な活動>
瀬戸の様々なジャンルのアートの拠点として、空き屋を
利用してツクリテ（作家）支援や情報発信を担っていま
す。プロジェクトがツクリテ（作家）の一つの選択肢とな
り、ツクリテ支援及び空き屋対策のモデルケースとして
広がっていくことで瀬戸を盛り上げたいと考えています。

2017 年 4 月オープン予定です！

アレルギーっ子の会 in 瀬戸
設立年月：平成２８年 １月
代表者：井上佳美・宮野美智代
活動人数：２０名
<主な活動>
食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息など、アレル
ギー疾患を持つ子の親の会です。
月に一度、やすらぎ会館にて定例会を開き、同じ疾患を
持つ子の親同士、悩み相談や情報交換、勉強会、調理
実習、お楽しみ会などを企画開催しています。

アレルギー対応の試食、サンタ
さんも登場したクリスマス会

【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５日（土） １３：３０～１６：３０

パルティせと４階マルチメディアルームにて

参加者：５９名

池田恵子氏（静岡大学教育学部教授）を招いて「男女
双方の視点で考える防災」と題して講演いただきまし
た。被災地や避難所生活における女性目線の必要性
の話は、今まで目を向けることのなかった点に気づかさ
れました。
その後は地域の連携をテーマに池田氏を囲み地域
団体・行政・企業の代表者による円卓会議を行い、瀬戸
の防災について、男女双方の視点で活発な意見の交換
ができました。この会議で出た意見を今後の活動に繋
げていきたいと思います。

クリスマス大交流会
１２月４日（土） １１：００～１４：００

を開催しました！
パルティせと５階アリーナにて

参加者：８２名

今回の交流会は、おとなり尾張旭市市民活動支援セ
ンター連絡協議会の団体の方々も交えてクリスマス会を
行いました。初めての試みですが、お互いの活動を知る
ことができ、新しい交流が生まれました。それぞれの良
いところを吸収しあえるよう今後も近隣市の市民活動団
体との交流の機会を増やしていけたらと思います。

●視察研修 （「せと市民活動連絡会」加入団体対象）
日時：２月４日（土） ９：００～１６：００
行先：ＮＰＯ法人岡崎まち育てセンター・りた
対象：せと市民活動連絡会加入団体 １３９団体
定員：４０名 会費：２，０００円
※対象団体には別途案内を送付いたします。

●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２５日(土) 瀬戸市文化センター 文化交流館３１会議室
第Ⅱ部 （仮称）「みんな de めざそう 住みやすさ No.1！！」
●活動ふりかえりシート ３月下旬配布予定
★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２５日（水）「企画力 UP 講座」
第６回 ３月４日（土）「デザイン力 UP 講座」
■ 「ステップアップ交流会」 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）
２月１８日(土） ｢せと市民活動応援補助金｣説明会（13:30～）
３月２９日(水） ｢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２８日（土）
４月１５日号・・・２月２５日（土） ※２９年度については予定です。
■ 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！
４月・５月・６月のイベント情報を２月２８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 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 ２９年度の申し込みは３月２０日（月）～３月３１日（金）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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