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平成２９年度
せと市民活動応援補助金
２５団体への交付が決まりました。
４月１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。各団体の
真剣な事業説明と審査員の方との緊張感のある質疑応答を経て、２５団体の事業に補助金交付が決まりまし
た。今後の事業展開と成果報告が楽しみです。

はじめの一歩活動 交付団体
ＮＰＯ法人 アップル・シード

しなのさん実行委員会

メダカの学校 瀬戸支部

せと品野交流大盆踊り大会実行委員会

品野祇園祭協賛会

ソコノモリ実行委員会

アレルギーっ子の会 in 瀬戸

ＰＣサークルせと

瀬戸カラオケ愛好会

まちを住みやすく豊かにする活動 交付団体
ＮＰＯ法人 アクティブシニアネットせと

ＮＰＯ法人 瀬戸地域福祉を考える会まごころ

八幡台の環境問題を考える会

はぎの地域ねこの会

原山台防災教育実行委員会

ＮＰＯ法人 品野つくし会

愛知メンタルヘルス研究会

もっとまちを盛り上げる活動 交付団体
大和会

瀬戸市民憲章推進協議会

瀬戸スポーツ吹矢しなの倶楽部

地域まちおこし実行委員会

瀬戸っ子美術展実行委員会

しごと塾有志の会

縁さくら

和文化復興プロジェクト

瀬戸椿の会
＊各事業へのお問い合わせは市民活動センターまで

この２５団体の成果報告会を、平成３０年２月２４日(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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開催します

第１回 ままのわフェスタ in せと

「出会ってつながり育て合う」をテーマに「であい
塾」を開催してきました。今年度は子育て中のマ
マに視点を置き、子育て世代の横のつながりや

日時 ： ２０１７年７月１日 土曜日
１０：３０ ～ １４：００
場所 ： パルティせと ５階 アリーナ

世代間の縦のつながりを目指して「ままのわフェ

入場自由・ベビーカーOK

スタｉｎせと」を企画しました。
つながるママ達のはじめの一歩を応援してくだ
さい。
ステージ

１０：３０～ 赤ちゃんも一緒に♪ミニコンサート♪

授乳・おむつ換えスペースをご
用意してます。
（３階にもあります。）

・We Are One(合唱)
・瀬戸ファミリーシンガーズ（合唱）
・オカリーナ・せとの風（オカリナ演奏）
１３：１５～ 親子で楽しもう！リズム遊び＆おはなし会
・リトミック、大型絵本、手遊びなど

場

内

１１：３０～ ママ友を作ろう！ランチ交流会
・持ち寄りにて 会場内で軽食販売あり
★ままのわマルシェ
・雑貨販売、ワークショップ、フリーマーケット
★カフェ＆軽食ブース
・コーヒー、ジュース、お茶など
・五目ごはん、瀬戸焼きまん、パンなど
★その他のブース
・遊びコーナー（手作りおもちゃ等）
・子育てサークル、市民活動センター登録団体紹介

平成２９年度

なるほどザ学習会

第１回 ８月２２日(火) １０：００～１１：３０ １分で伝える!自己紹介講座
第２回 ９月２０日（水） １３：００～１５：３０ 生活力向上講座
場所 ： パルティせと ４階 マルチメディアルーム
募集人数 ： 各３０名（どなたでも参加できます。）
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学んで！
愉しみ！
スキルアップ！

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)

瀬戸市ウォーキング協会
TEL：080-3065-7275（松原）

リリア瀬戸
TEL：090-3421-6566(森)
ＮＰＯ法人
ネットワーク・せとっこ
TEL：48-5732(坂下)
83-5103(安藤)
FAX：48-5978

月 日
時 間
７月２日（日）
８月２８日（月）
９月５日（火）
１３：００～１４：００
７月２日（日）
９：００集合
９月３日（日）
９：００集合
７月６日（木）
７月１３日(木)
１０：００～１１：３０

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！

ビールで乾杯・すいどう道からアサヒビールへ（12 ㎞）
場所：地下鉄今池駅集合 ＪＲ新守山駅到着

八事から山手グリーンロードと相生山緑地を歩く（12 ㎞）
場所：地下鉄八事駅集合 植田公園到着

フラダンス無料体験
場所：新郷地域交流センター「さとの家」
定員：各日１０名 申込：TEL にて

７月６日(木)
８月３日(木)
１０:００～１２:００

アトリエ講座（ペインティング）

９月７日(木)
１０:００～１２:００

アトリエ講座（ファスナーネックレス）

７月１５日（土）
１７：００～

まんぷくこどもカフェ

地域まちおこし
実行委員会
TEL：21-5952（岡島）
瀬戸地下軍需工場跡を
保存する会
TEL：0572-23-5899（寺脇）

７月２２日（土）

夏だ！まつりだ！愛・（ドット）こい

（雨天時は２３日に順延）
１４：００～１９：００

場所：愛知環状鉄道 瀬戸市駅 駅前広場
内容：縁日、盆踊り、AED 体験、骨密度血圧測定、太鼓など

８月６日（日）

総会記念講演会
「春日井の戦争を記録する」 金子 力さん

ヒッポファミリークラブ瀬戸
TEL：090-2343-0594(久野)
FAX：87-3984
E-mail：ayukok@mac.com

８月１１日(金)
１０：００～１２：００

せと・まんぷくこども食堂
Ｅ-ｍａｉｌ：
Info.seto.manpuku@gmail.com

末広亭ですえひろがりの会
TEL：080-1565-6824（加藤）

和文化復興プロジェクト
ＴＥＬ：090-1835-9164（林）
E-ｍａｉｌ：
info@seto-wabunka.club

１０：００～１２：００

料金：１,０００円(別途材料費１,２００円程度)
持ち物：無地の T シャツやブラウスやセーターやバッグ等
場所：名古屋トヨペット瀬戸店 定員：１５名（先着順）
申込：ＦＡＸ（郵便番号、住所、氏名、電話番号)
料金：１,０００円(別途材料費５００円程度)
場所：プラザせとっこ(銀座通り商店街)
定員：１５名（先着順）
申込：ＦＡＸ（郵便番号、住所、氏名、電話番号）
場所：さるなかとんなｔｏｔｏ
（菱野台４-４-３菱野ウイングビル１階）
料金：幼児・小学生１００円 中高生２００円 大人３００円

場所：水野地域交流センター（水野公民館）
参加費：無 申込：不要

９月１８日(月)
１０：００～１２：００
１３：３０～１５：３０
８月２６日（土）
１４：００～１５：３０
８月２９日(火)【発表日】
１３：００～
夏休み中５回稽古あり

親子で参加できる国際交流講座
「世界への第一歩を踏み出そう！｣
内容：高校生の留学報告会
場所：パルティせと４F 大会議室
定員：２０名(先着順) 申込：電話、FAX、メール
内容：国際交流への環境作りのお話し
場所：パルティせと４F 大会議室
定員：２０名（先着順） 申込：電話、FAX、メール

せと末広寄席
場所：せと末広亭 料金：５００円
定員：４０名程度 申込：不要（事前予約可）

夏休み瀬戸こども芝居塾 生徒募集
場所：市内の交流センターや公民館
定員：２０名(面接説明会あり) 対象：小学生、中学生
申込：電話、メール 締切：７月７日
※詳細については団体にお問合せください。
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こんなこと
しましたよ！！

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さんの
活動を報告していきます。どの団体がどんな活動をされているのか、ぜひ知って下さい！！

ＮＰＯ法人 アップルシード

4/23(日)
開 催！

「発達障がいと心の病気」と題して、端谷毅氏講演会＆
交流会を開催されました。
講師の端谷氏はみよし市で心療内科を開院しておられ、
発達障がいとその二次障害としての精神科疾患について
資料を元に分かりやすくお話しされていました。
当初の定員を上回る参加者で、質疑応答も活発に行われ、
この分野の関心の高さをあらためて知ることとなりまし
た。今後も必要な人に必要な情報をお届けできるような
催しを期待したいと思います。

ソコノモリ実行委員会
緑萌ゆる岩屋堂。森をテーマに「ソコノモリ Seto forest
market」を開催されました。クラフト、アート、飲食な
どのお店が 18 店舗程ほど並び、アイリッシュハーブ・イ
ンディアンフルートの音色が森の時間を心地よく包みま
した。お散歩ツアーは樹木医さんのお話に「時間がたり
ない！」との声もあったようです。雨天開催となりまし
たが、水と森とが融合して静穏な空間になりました。ソ
コノモリは雨・風・雪・晴れ、どの日も、自然をあるが
ままに受け入れているようでした。

5/14(日)
開 催！

瀬戸スポーツ吹矢しなの倶楽部

5/28(日)
開 催！

より多くの人にスポーツ吹矢を知ってもらおうと体験会
を実施されました。参加者ひとりひとりに吹矢のルール
を丁寧に説明されていました。小学生程度から高齢者ま
で、気軽に取り組みやすい競技で、呼吸法なども取り入
れているため、健康増進にも一役買っているそうです。
代表者の金高さんは、このスポーツ吹矢の競技人口を増
やして、瀬戸市民の健康寿命を延ばすことにつなげてい
きたいと語られていました。今後も瀬戸市内各地で体験
会を行っていく予定とのことです。
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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！

５月２０日（土）午前１０時３０分よりパルティせと５階アリーナ
において「平成２９年度せと市民活動連絡会総会」が開催さ
れました。加入されている１３５団体のうち８８団体(委任状３
３団体)８５名が出席、事業報告・事業計画を審議し承認され
ました。
その後行われた交流会には６７名が参加。始めに、瀬田なお
子さん（ハート・エンジェル）のフルートによるミニコンサートが
行われ、美女と野獣・愛の賛歌など５曲を演奏していただき
ました。皆さん心和むやさしい音色に聞き入り、大きな拍手を
送っていました。その後、簡単な自己紹介をしながら軽食を
楽しんだ後、丸山進先生（フェニックス川柳会）のご指導のも
と、各テーブルに出されたお題や所属団体のＰＲの川柳を作
成しました。出来上がった川柳を丸山先生からご講評後、３
作品選出いただきました。とても楽しい交流会となり、閉めの
挨拶まで大盛況でした。
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今年度も引き続き
よろしくお願いします！

●平成２９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

Ｈ２９年度 せと市民活動連絡会のおもな予定
■運営委員会（全１２回）・・・毎月第２木曜日 １９：００～
■とくと～く交流会(２回)・・・８月５日（土）・１１月８日（水）
■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）

☆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」 場所：マルチメディアルーム
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） １３：００～１５：３０ 「生活力向上講座」
■ 「交流フェスタ２０１７ｉｎパルティせと」 日時：１０月７日(土) ９：１５～（予定）

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）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２８日(金) １０月１５日号…８月３０日(水) １１月１５日号…１０月２日(月)

■ センターNEWS 次号（第５０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２２日(火)までにお寄せ下さい。

■ 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。

Facebook ページに
「いいね！」
お願いします

■ 「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。
【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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