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しみん

ま ち

たくさんの 星 でキラリ★ ひかる瀬戸
１０月７日（土） ９：１５～１５：５０
パルティせと４階・５階

５階

アリーナ＆ロビー
★市民活動・地域活動交流ブース

アリーナステージ
★陽影月（HIKAGETSU）

市内を中心に活動している３３の団体が
一堂に集まり、多彩な活動を紹介

★ロビーで体験・体感！
野菜の販売、点字、瀬戸の歴史やマジック
などの活動紹介
津軽三味線の岡野兄弟（岡野将之・哲也）と
ピアニスト徳丸大将による和洋融合ユニット

おしゃべりや

パワフルな演奏をお聞きください！

体験を通して

★活動紹介ステージ

交流しましょう！

市民活動団体による日ごろの活動の成果発表

★お楽しみ抽選会（１５：２０～）
★スタンプラリー(10：30～14：30)
参加賞（先着２００名）

４階
★キッズお楽しみコーナー
みんなで遊ぼう！
工作・輪投げ・将棋
（エレベーター前）

★活動紹介パネル展示
手づくりパネルで活動紹介
（マルチメディアルーム東側道路）

★あなたも参加！
熊本地震・東日本大震災
復興応援
・みんなで考えよう防災

４階・５階各会場

★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 （第１学習室）

・熊本・東北物産展

★国際センターの部屋

・朗読

《世界をつなぐ言葉のカズカズ》

・防災グッズ作り

何か国語で話せるかチャレンジ

（マルチメディアルーム）
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(大会議室)

であい塾
であい塾

第１回 ままのわフェスタ in せと開催

７月１日（土）１０：３０～１４：００
～パルティせと５階アリーナにて～
「つながるママのはじめの一歩」として子育て中の
ママ達による実行委員が企画し、５００名を超す来場
者がありました。ステージでは「We Are One」「瀬戸フ
ァミリーシンガ―ズ」の合唱や「オカリーナ・せとの風」
の演奏があり、会場内では手づくり作品の販売やハン
ドメイド体験のブースなど、癒しブースではママがゆっ
たりマッサージを受けている姿も見られました。
男女共同参画のトライアングルプランⅢの紹介では、市長も交えたミニトークショーで会場を沸かせていま
した。ママだけでなくパパの輪もできたランチ交流会は、子育て談義に花が咲き、午後からのリズム遊びや
おはなし会では、子どもたちも元気に楽しく参加していました。初めてのイベントでしたが大盛況で、ボラン
ティアの抱っこサポーターの方々も大忙しでした。
実行委員のママ達からは「今回の経験を生かして、次回はもう一歩進めたイベントにしていきたい」という
前向な意見が寄せられました。

平成２９年度 なるほどザ学習会
第１回 『１分で伝える！自己紹介講座』
８月２２日(火) １０：００～１１：３０
場 所：パルティせと４階 マルチメディアルーム 参加者：２８名
講 師：高橋 ひろこ 氏（フリーアナウンサー）
自己紹介は短い時間で自分を知ってもらう大切な手段であり、自己紹介に対し苦手意識をもっている方も
多いが、自分のためだけでなく、相手にとっても大切なことだとのお話に、会場からは納得顔で「そうです！
確かに」「そうなんだ」などのつぶやきがありました。その後、自己分析シートに記入しながらまとめ、グルー
プ内で１分間の自己紹介を行い、各グループ２名ずつ選出された代表者が、全員の前で１分間の自己紹介
を披露。人柄が伝わる素敵な自己紹介に拍手がおこり、今後は自己紹介が楽しみになったとの感想もあり、
ためになる学びの講座になりました。

第３回 １１月１１日（土） １３：３０～１６：３０
『会議力向上講座』
第４回 １２月１３日（水） １３：３０～１５：３０
『NPO 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 ： ３０名（どなたでも参加できます。）
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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
はぎの地域ねこの会
TEL：48-3016（志賀)

月 日
時 間
１０月１日（日）
１４:００～１６：００
（開場１３：３０）

瀬戸市ウオーキング協会

１０月１日（日）
９：００集合
１２月３日（日）
９：００集合
１２月 1６日（土）
８：００～９：００集合
(団体ウォークは９：００)

海上の森から窯垣の小径へ（13 ㎞）

１０月４日,１８日（水）
１１月１日,１５日（水）
１２月６日（水）
１３：３０～１５：００
１０月５日(木)
１０:００～１２:００

フラダンス無料体験

１０月８日(日)
１３:３０開場
１４:００開演
１０月８日（日）
１０:３０～１２:００
１３:３０～１５:３０

第１６回 チャリティーコンサート

１０月１１日(水)
１１月 ９日（木）
１２月 ３日（日）
１３：００～１４：００
１０月２８日（土）
１３:００開場
１３:３０～１６:３０

交通安全マジックショー マジック・バルーンアート教室

１０月２９日（日）
１３：００～１６：００
１２：３０開場
１１月１５日（水）
１０：００～１２:００

古瀬戸吹奏楽団 定期演奏会２０１７

１１月２５日（土）
１４：００～１５：３０

第３１回 せと末広寄席

TEL：080-3065-7275（松原）

ラウハラ瀬戸
TEL：090-3421-6566(森)

ＮＰＯ法人
ネットワーク・せとっこ
TEL：48-5732（坂下）
FAX：48-5978
TEL,FAX：83-5103（安藤）
瀬戸メサイア合唱団
TEL：82-2950(梶田)
NPO 法人
やきもの文化・瀬戸洞町
TEL,FAX：83－3113（工藤）
Ｅメール：
NPO-yakibun@gmail.com
スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：090-3555-0874（山城）

瀬戸市和太鼓連盟
E メール：
sura_sura50@yahoo.co.jp
（夫馬）

古瀬戸吹奏楽団
TEL：090-3455-8436（菊川）

瀬戸・尾張旭
郷土史研究同好会
TEL,FAX：87-3119(松原)
末広亭ですえひろがりの会
TEL:080-1565-6824(加藤)

内 容
「みんなで解決！猫トラブル」（講師：黒澤 泰氏）
場所：瀬戸市文化センター 第３１号室
料金：無料
定員：２００名（先着順）
申込：不要
場所：愛知環状鉄道山口駅集合 名鉄尾張瀬戸駅到着

岡崎紅葉巡り（Ｌ：15 ㎞ Ｓ：11 ㎞）
場所：愛知環状鉄道中岡崎駅集合、解散

犬山・江南フリーウォーク（30 ㎞）
場所：名鉄犬山遊園駅集合 名鉄犬山駅到着
（団体ウォークはすいとぴあ江南往復 １６㎞）
場所：山口公民館
定員：各１０名
申込：電話

アトリエ講座（クラフトボール）
料金：１,０００円(別途材料費３００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） 持ち物：はさみ、定規、中に入れる物
申込：ＦＡＸ（郵便番号、住所、氏名、電話番号）
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール
定員：６００名 料金：無料 申込：不要

せともん探訪ツアーin 洞町
場所：窯垣の小径駐車場集合（受付１５分前～）
定員：各３０名（先着順） 料金：１,０００円
申込：E メール、ＦＡＸ（氏名、人数、連絡先）
締切:１０月１日（日）
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）
*来場者には交通安全グッズをプレゼント！

第１２回 和太鼓の祭典
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール
定員：８００名
料金：無料 申込：不要
場所：瀬戸市文化センター 文化ホール
定員：１５００名 入場無料

公開歴史講座
場所：尾張旭市渋川福祉センター ２階 くすのきホール
定員：５０名 （聴講無料）
申込：電話、FAX
場所：せと末広亭 定員：４０名程度
料金：５００円 申込：不要
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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
の活動を報告しています。今号ではこの夏に行われたせと市民活動応援補助金事業の一部を紹
介します。
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！！

品野祇園祭
品野祇園祭協賛会
協賛会

7/15(土)
開 催！

第１４７回の「品野祇園祭」に初めて「子供神輿」が
登場。製作は品野中学校の美術窯業部の皆さんによる
ものです。担ぎ手となる子どもたちは折込み広告や関
係者による告知で募集し、２０名ほどが参加しました。
祭り本番にはお子さんや、お父さん、お母さんたちも
参加して、全員が「ワッショイ！ワッショイ！」と元
気に楽しむことができました。

地域まちおこし実行委員会
第２回目となる「夏だ！まつりだ！愛・（ドット） 来
い！」が行われました。今年も愛知環状鉄道の全面協
力に加え、消防署や公立病院などの出展もあり、
「産・
官・民」一体となって、まちのにぎわいの創出をめざ
したイベントが実現しました。ステージ上は２０組の
団体による発表があり、充実した内容で、当日は市外
からも来場者があり、大変賑わいました。

7/22(土)
開 催！

しなのさん実行委員会

7/15(土)
開 催！

品野祇園祭にて、品野町６丁目から品野交番前の道に
賑わいを起こしたい！と今年初めて有志で実行委員会
を立ち上げ、
「ギオンのヨイチ」を開催しました。市内
在住の女性を中心としたツクリテによるワークショッ
プや物販のブースが並び、仄かな灯りが連なり、新し
い文化の創出を感じられました。来場者も今までにな
い雰囲気のお祭り会場を新鮮に感じていたようでし
た。
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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！

８月９日(水)９：３０～１１：４０

～パルティせと４階マルチメディアルームにて～

市職員の方９名と市民活動団体の方３３名が名刺交換でアイスブレイ
クを行った後、５つのテーブルに分かれ各テーマに沿った担当の市職員
の方と共に意見交流を行いました。まず、現状を伺う事から始まり、その
中で課題を出し合いながら意見の交換をし、模造紙にまとめて発表を行
いました。各グループとも熱心に意見を聞き、考え、話し合い、笑い声も
聞かれ、次回同じグループでまた話し合いたいと告げて帰られる
方もみえ、有意義な「とくと～く交流会」となりました。
A グループ：「瀬戸市の目指す地域交通」
課題：地域の特性を生かした移動手段など
B グループ：「防災教育」
課題：子どもを取り込み、親子での防災教育など
Ｃグループ：「地域で取り組む子育て支援」
課題： 学校支援の要望とボランティアのマッチングなど
Ｄグループ：「高齢化率の高い地域の生活支援」
課題：生活上の困り事や介護問題など
Ｅグループ：「障がい者に対する支援」
課題：親の高齢化や受け入れ体制など
次回は１１月８日（水）に「課題を解決できる方策」を一緒に考えたいと思います

★あなたも参加！熊本地震・東日本大震災復興応援

ご
参
加
く
だ
さ
い
！

●復興応援のための熊本・東北物産展
熊本ラーメン、黒糖ドーナツ棒、牛タンカレー、かもめの玉子ミニ、など
●みんなで考えてみよう防災 （進行：防災ネット・せと）
～防災の意識を持とう！！～
台風・地震・大雨による洪水・土砂災害など、いつ・どこで・どのくらいの規模で起こるか誰も
予想がつかない自然界がもたらす災害が日本各地で起こっています。一人一人が自分で
できることは何かを認識するために参加者全員で考えます。
１０月７日（土） 10：30～14：50
●朗読 （表現朗読あゆみの会）
パルティせと ４階 マルチメディアルーム

「ぼくは海になった」 「あなたへ」

交流フェスタの中で開催

●防災グッズを作ってみよう！

☆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３回 １１/１１（土） １３：３０～１６：３０ 「会議力向上講座」
「交流フェスタ２０１７ｉｎパルティせと」 日時：１０月７日(土) ９：１５～１５：５０
「市民活動クリスマス大交流会」
日時：１２月２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
１１月１５日号…１０月２日(月) １２月１５日号…１０月３０日(月) １月１５日号…１１月１７日(金)

■ センターNEWS 次号（第５１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１１月２８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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