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市民活動ステップアップ交流会を開催しました！
１０年目を迎えた市民活動ステップアップ交流会を、今年も文化センター文化交流館にて開
催。外はまだ寒さが残っていましたが、会場内は参加者の熱気で溢れました。

第１部 「せと市民活動応援補助金」活動成果報告会
午前中は平成２８年度「せと市民活動応
援補助金事業」の活動成果報告が行わ
れ、発表後は事前に作成した模造紙が
会場内に展示されました。
２２組の団体が発表のあと審査員から
講評をいただき、どの団体も「活動の継
続」について質問されましたが、多くの
団体が継続を力強く誓っていました。来
年度以降の活動も期待できそうですね。

第２部 交流会（「みんなｄｅめざそう！住みやすさＮｏ．1！」）
午後からは軽食を交えて、なごやかな雰囲気の中、
交流会を行いました。自己紹介の後はチーム対抗瀬
戸市クイズ。すっかりグループで打ち解けたあとは、
連絡会のメンバーによる「まちの課題」寸劇から課題
の解決方法を考えるワークショップへ。テーマは「防
災」「まちの交通」「地域活動」の３つ。最後はグルー
プごとに発表をし、拍手投票で 1～３位を決めました。
優勝チームの発表内容は「まちの交通」。この問題の
課題は「交通手段の車がなくなることによる不安」で
あるととらえ、まずその不安を解消するための方法を
提示されていました。最後はみんなで認知症予防体
操 で大盛り 上がり！初参加の方からも 「楽し かっ
た！」とのお声を頂きました。参加されたみなさんあ
りがとうございました！
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第５回 なるほど ザ 学習会
「企画力ＵＰ講座」

講師：西尾 一己さん

せと市民活動応援補助金申請予定団体さんを中心に、問
題提起型・アイディア提案型それぞれの企画の立て方から
企画書に落とし込むまでを学びました。座学の後は事前に
提出してもらった３組の団体さんの企画をもとにヒアリング
を行いました。参加者からは「実例に基づいた事案はわか
りやすい」とのフィードバックがありました。

１月２５日（土） １３：３０～１５：３０
パルティせと４階マルチメディアルームにて
参加者 １４名
○

登録団体イベントカレンダー
団 体 名
連 絡 先
スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：090-3555-0874（山城)

ＰＣサークルせと
TEL：090-2616-4430（冨田)

月 日
時 間
４月４日（火）
５月１０日（水）
６月１日（木）
１３：００～１４：００
４月４日（火）
１３：１５～１４：４５

内 容

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！

パソコン・スマホ・タブレットセキュリティー講座
場所：新郷地域交流センター「さとの家」
料金：無料
定員：２０名程度 申し込み：不要

瀬戸スクエアダンスクラブ
TEL：080-3630-4210(近藤)
E-mail：tuntun@gctv.ne.jp

４月８日（土）
１８：００～１９：００

スクエアダンス無料講習会

フィ オ カマレイ カピキ
TEL：080-2661-5957（伊藤)

４月６日（木）
４月２０日（木）
１０：００～１２：００

フラダンス無料体験

猿投の森づくりの会
TEL：090-3483-8010（竹田)

４月８日（土）
１０：００～１５：００

猿投の森でヤマザクラ観桜会

ぽこあぽこ親子リトミック
TEL：090-4261-7332（岡田)
E-mail：minchan76@ezweb.ne.jp

４月１３日（木）
４月２７日（木）
５月１１日（木）
５月２５日（木）
１０：３０～１１：１５
４月２３日(日)
５月２８日(日)
９：３０～１２：００

親子でリトミック体験会

こども図画アトリエ
TEL：(0561)41-3061（岩外）

ＮＰＯ法人ネットワーク ４月２６日(水)
せとっこ
１０：３０～１５：００
TEL：090-3936-1081（杉山)

場所：瀬戸市文化センター 文化交流館 1Ｆ

場所：新郷地域交流センター「さとの家」
料金：無料(子ども連れ可)
申し込み：TEL にて
場所：猿投の森
料金：無料
申し込み：TEL にて（締切：前日まで・詳細もお電話にて）
その他：昼食各自持参
愛知環状鉄道山口駅より送迎あり
場所：西陵地域交流センター
参加費：1 組７００円 定員：各１０組
申込：TEL かメールにて①氏名（親子とも）②お子さんの年齢
③希望日④連絡先をお知らせください

こども図画アトリエ
場所：瀬戸市文化センター 文化交流館３１室
定員：１０名（先着順） 参加費：４００円
対象：幼児から中学生まで 申込：TEL にて（当日参加も可）
持ち物：クレヨン・クレパスを持参

わいわいセール
場所：パルティせと４Ｆ 大会議室

☆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。
※詳細については団体にお問合せください。
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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？

ラウハラ瀬戸
設立年月日：平成２８年 １１月
代表者：森 万里子
活動人数：１０名
<主な活動>
ハワイの文化であるフラを通じて健やかで健康な皆様の
生活を応援しています。
初心者の方でも安心して参加して頂けるよう、丁寧な指
導を心掛けております。

ぽこあぽこ親子リトミック
設立年月：平成２５年 １０月
代表者：岡田宏美・永田紗紀子 活動人数：７０名
<主な活動>
親子で楽しくリトミック♪リズム運動はもちろん、季節感を
大切にした即時反応や歌や手遊び、パネルシアター、絵
本、工作などを通して親子のふれあいや絆を深めていま
す。五感を育てる内容が盛りだくさん♪
ママたちの交流の場としても喜んでいただいています

お知らせ

山口公民館で
月二回練習しています！

体験は随時受付中です。
詳しくはブログをご覧ください
http://ameblo.jp/poco0604

メンバー募集や活動レポートに！
ぜひ活用ください。情報待ってます！

次号４９号よりこの団体紹介ページをリニューアルしま
す！！団体さんの主催したイベントのリポート、団体メン
バー募集の案内なども掲載していく予定です。団体の皆
さんもぜひ情報をお寄せください。４９号は６月発行予定
です。情報を掲載希望される方は市民活動センターまで
①団体名②活動内容（掲載して欲しい記事）③写真をメー
ルにてお送りください。
締切り５月１２日（金）まで
【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！
団体と団体が交流を深め、一緒に協働してできることを探してみませんか！
【２８年度に実施した事業】
１ とくと～く交流会
市民と市民活動団体相互の交流の場として、多彩な内容で開催。
第１回：瀬戸市職員との交流「知ろう！市役所のこと・知ってもらおう！市民活動」
第２回：防災講演会＆公開円卓会議「みんなで考えよう防災（地域の連携）」
２ 市民活動クリスマス大交流会
はじめての試みとして、尾張旭市の団体と共に開催し
交流を深めることができました。
３ ステップアップ交流会
ランチ交流会・「みんな de めざそう住みやすさ NO.１！」
をテーマにワークショップを実施しました。
４ 市民活動ふりかえりシートの実施
団体の年間活動をふりかえり、課題と成果を把握し
団体運営の発展につなげるために行っています。
（クリスマス大交流会の様子）
５ 交流フェスタ２０１６in パルティせとへ協力
あなたも参加！ 熊本地震・東日本大震災復興応援 （物産展、公開円卓会議「みんなで防災」）
☆せとまちフェスティバルの実行委員を連絡会から輩出
今年度初開催となったせとまちフェスティバル。連絡会のメンバーも委員を務め、これまでの経験
を生かし、イベントづくりに一役担うことができました。

２９年度 せと市民活動連絡会のおもな予定

※詳細は、チラシ等でお知らせします。

■運営委員会（１２回）・・・毎月第２木曜日 １９：００～
■とくと～く交流会・・・８月５日（土）・１１月８日（水）

会

■交流フェスタ２０１７ in パルティせと 開催・・・１０月７日（土）
(熊本地震・東日本大震災復興応援)
■市民活動クリスマス大交流会・・・・１２月２日(土)
■市民活動ステップアップ交流会・・・２月２４日（土）

平成２９年度 「せと市民活動連絡会総会」を開催します！
５月２０日(土) パルティせと ５階 アリーナ
（予定） 第１部 総会 １０：３０～ ／ 第２部 交流会 １１：１０～ 来てね！
「せと市民活動連絡会」に加入されている団体のみなさま、お誘い合わせのうえ
お越しください。交流の時間もございます。
加入を考えている、興味がある団体の皆様も大歓迎です！ぜひご参加ください。

★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

平成２９年度のおもな予定

■ ■ 『なるほど ザ 学習会』

場所：マルチメディアルーム

※日程・内容につきましては、変更する場合があります。
第１回 ８/２２（火） １０：００～１１：３０ 「１分で伝える！自己紹介講座」
第２回 ９/２０（水） １３：３０～１５：３０ 「生活力向上講座」
参加して！！
第３回 １１/１１（土） １３：３０～１５：３０ 「会議力向上講座」
スキルアップ
第４回 １２/１３（水） １３：３０～１５：３０ 「ＮＰＯ講座」
してみませんか！
第５回 １/１７（水） １３：３０～１５：３０ 「プレゼン力向上講座」
第６回
３/３（土） １３：３０～１５：３０ 「チラシデザイン講座」

■ 「ままのわフェスタ in せと ～つながるママのはじめの一歩～」を開催します！
場所：パルティせと５Ｆ アリーナ
日時：７月１日（土） １０：００～１５：００ （予定）
子育て世代のママ達が集まって、自分たちが考えて「つながる・ひろげる・はじめる」イベ
ントを企画開催します。実行委員会は「子育てママのつくるイベント（仮）実行委員」募集
で集まった市内のママさん９名とセンターの職員とともに作りあげていく予定です。子育て
ママの視点でのイベントは瀬戸市市民活動センター初となります。

■ 「交流フェスタ２０１７ in パルティせと」 開催 １０月７日（土）
今年も交流フェスタを開催します！せとまちフェスティバルとも連携していきます。

■

「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として、確保しています。
平成２９年度の利用可能日は月１回（半日）、年間の日程が決まりました。
※状況により変更になる場合があります。ご確認ください。
日程（１３：３０～１６：３０）
４月２２日(土)・５月２４日(水）・ ６月２８日(水)・ ７月１８日(火）
８月２６日(土）・９月３０日(土）・１０月２５日(水）・１１月２５日(土）
１２月２０日(水）・２月２８日(水）・ ３月２８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）
・井戸端会議のように日頃の悩みや考えていることを、
誰もが気軽に話せ、なんでも相談できます。
・ホームページやブログなど、パソコン相談の開催
◇ ＮＰＯ座談会
◇ その他
・登録団体のチラシ配布コーナー
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ぜひ！
ご利用ください。

市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ
■

ロッカーの貸与について 新年度申し込みのお願い
利用期間
ロッカー代
申込期間
申込方法

：
：
：
：

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで
１か月 ５０円 （サイズ 縦４０cm 横２５cm 奥行き４５cm カギ付）
４月３日(月)までに
電話、FAX、または直接市民活動センター窓口へお願いします。

※継続される場合も再度お申し込みください。
※申込状況を把握後、利用希望者が多い場合は抽選。
使 用 方 法 ： 「ロッカーのかぎ引き換えカード」（１つに付き５枚まで）を活動センター窓口にお持ち
いただき、鍵を受け取る。使用が終わりましたら鍵を返却しカードを受け取る。
そ の 他 ： ・１団体１台 （申し込み締め切り後に空きがある場合は応相談）
・４月以降に空きロッカーがある場合は随時受付けます。
・年度途中で申し込まれた場合も申込日から３月３１日までが利用期間となります。

■ 広報せと「ほっとネット☀せと」 締切り日のお知らせ
６月１５日号・・・４月２５日（火）

７月１５日号・・・５月２６日（金）

■ センターNEWS 次号（第４９号）の「登録団体イベントカレンダー」情報募集！
７月・８月・９月のイベント情報を５月２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（事前収録）
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）
Facebook ページに
メールマガジン（パソコン・携帯） 月に１～２回配信
「いいね！」してね！

■ 「瀬戸市市民活動センター 『facebook』」に団体情報掲載します。

市民活動センターの Facebook ページのタイムラインに情報を掲載します。紙媒体よりも素早く
情報発信が可能です。コメント欄などから双方向コミュニケーションも出来るので、Facebook に
登録されている方は瀬戸市市民活動センターのページも活用ください。

■ 「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・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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