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交流フェスタ２０１７in パルティせと
しみん

ま ち

～たくさんの 星 でキラリ★ひかる瀬戸～ 開催しました。
今年で第１３回目を迎える交流フェスタは、約２７００人の方々にご参加いただきました。 ５階ア
リーナのステージでは「せとまちフェスティバルオープニング」
「陽影月（ひかげつ）コンサート【写真】」
を皮切りに、各団体の活動成果発表が行われ、陽影月の迫力
ある演奏に負けず劣らずの発表が続きました。その他５階で
は、各ブースにおいて活動紹介・販売・体験などがあり、交
流をしながらスタンプラリーも行われ、多くの方にご参加い
ただきました。４階ではふれあい茶屋、国際センターの部屋、
熊本と東日本の復興応援を各部屋で行い、復興応援と合わせ
て防災のお話・朗読・防災グッズ作りなども行われました。
キッズコーナーでは、新たに将棋コーナーを設け様々な世代
の方たちが交流しました。活動紹介パネルには大勢の方が足を止め見入る姿があり、市民活動を新たに
知っていただく機会となりました。最後に５階ステージで例年のビンゴ大会に代わって大抽選会がおこ
なわれました。どらニャがパフォーマンスに抽選にと大活躍。参加された方からは「良かった」「楽し
かった」というお声もいただきました。

「市民活動ステップアップ交流会」のお知らせ
【日時】

２月２４日（土） ９：４５～１５：００（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】

瀬戸市市民活動センター・せと市民活動連絡会

【プログラム】

第１部

是非！ご参加ください！

９:４５～ 「せと市民活動応援補助金」活動成果報告会
第２部 交流会 「みんな de めざそう！住みやすさ No.1」
１２:１０～ 軽食タイム＆自己紹介
１２:５０～ クイズ(〇×形式)
１３:１０～ ワークショップ 「協働で！まちの課題をどう解決する？」
１４:２０～ 企画発表（グループ別）
１４:４５～ フィナーレ
【参加費】

５００円（交流会軽食代）

【定員】

１５０名(申込順)

【申込方法】

①住所②氏名③団体名④電話番号を記入し、ＦＡＸ・Ｅメール・電話でお申し込みいただくか、
瀬戸市市民活動センター窓口へ直接お申し込みください。
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なるほどザ学習会
団体の皆様に学んで愉しみスキルアップしてもらう目的で実施。今年度は「○○力向上」をテーマに企
画しています。第二回「生活力向上講座」第三回「会議力向上講座」の様子をお届けします。
９月２０日（水）１３:３０～１５:３０
パルティせと４Ｆマルチメディアルーム

生活力向上講座

第二回

食から生活を見直そうという内容で「生活力向上講座」を開催。
改めて命をつかさどる「食」について学び、知り、そして考える
ことから始まり、見直し→改善→継続へと結びつけたくなる内容
でした。講師は原田良子氏（瀬戸市健康づくり食生活改善協議
会）。食のエキスパートによる講座と簡単に取り入れられる栄養
バランスのいい副菜のレシピが渡され、参加者にとってはすぐに
実践へとつながるきっかけづくりとなりました。

第三回

１１月１１日（土）１３:３０～１６:３０
パルティせと４Ｆマルチメディアルーム

会議力向上講座

長年豊田市で市民活動相談を行ってきた菅原純子氏をお招きし、
｢会議力向上講座」を開催。解決力をドンドン上げる会議術という
内容で座学を行ったあと、実際の事例を基にワークショップを行
いました。どの団体にもおこり得る会員の悩み（高齢化による存
続の危機など）を取り上げ、問題からニーズを導き課題へと転化
する手法を学びました。今後の会議の場で生かすことが出来そう
だとの参加者の声が聞かれました。

◇◆今後のなるほどザ学習会の予定◆◇
日時

内容

ひとことＰＲ

第５回

１月１７日(水)

13:30～15:30

プレゼン力向上講座

伝える技術を学ぼう

第６回

３月

13:30～15:30

デザイン力向上講座

魅せるチラシを作ろう

お知らせ

３日(土)

「せと市民活動応援補助金」の制度改正について

「せと市民活動応援補助金」は平成３０年度から内容をリニューアルして実施予定です。
市民活動センターでは、交流ルームを活用してこの補助金事業の説明会と相談会を行います。ぜひ活用
ください。
（相談会では希望者による模擬プレゼンとそのフィードバックも行います。
）
【日程】平成３０年２月２８日（水）１３:３０～１６:３０ せと市民活動応援補助金説明会
平成３０年３月２８日（水）１３:３０～１６:３０ せと市民活動応援補助金相談会
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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）

末広亭ですえひろがりの会
TEL:080-1565-6824(加藤)

スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：0561-83-4546（山城）

月 日
時 間
１月７日（日）
９:００集合
２月４日（日）
９:００集合
３月４日（日）
９:００集合
１月１４日（日）
１３:３０～
（開場１３:００）

内 容

初詣ウオーク（Ｌ：13 ㎞ S：9km）
場所：名鉄豊田線日進駅集合、リニモ古戦場駅解散

瀬戸のお雛めぐりウオーク（１２㎞）
場所：愛環瀬戸市駅集合、名鉄尾張瀬戸駅解散

梅の花鑑賞・豊田まちづくりウオーク（１０㎞）
場所：愛環保見駅集合、愛環新豊田駅解散

第６回新春せと末広寄席
場所：瀬戸蔵つばきホール 定員：３５０名（車いす席２席含）
料金：前売り２５００円、当日２８００円
チケット：チケットぴあ・瀬戸蔵受付にて販売

３月１０日（土）
１４:００～１５:３０

第３２回せと末広寄席

１月１６日（火）
２月 ７日（水）
３月 ８日（木）
１３:００～１４:００
１月２１日（日）
１０:００～１２:００

交通安全マジックショー マジック・バルーンアート教室

瀬戸地下軍需工場跡を保
存する会
TEL：090-6575-4370(寺脇)
e-maii:tera-m@ob.aitai.ne.jp
三扇会
２月４日（日）
TEL:0561-82-5956(高橋)
１１:３０～１５:３０

場所：せと末広亭 定員：４０名程度
料金：５００円 申込：不要
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！

現地見学会と学習会
場所：水野地域交流センター第一会議室
申込：電話またはメール（締切１/２０）定員：３０名程度

舞初め
場所：やすらぎ会館 ３階和室

ＮＰＯ法人瀬戸地域福祉 ２月５日・１９日・２ やろまいか介護予防教室
を考える会まごころ
６日・３月５日・１２ 場所：まごころ多目的ホール（菱野ウイングビルＡ棟 1Ｆ）
ＴＥＬ：0561-85-3080（高橋）
日・１９日（全６回） 申込：電話にて 定員：15 名（先着順）
１３:００～１４:００ 参加費：1 回２００円（資料代）
せと.なでしこ会
２月１１日（日）
新年の集い
１０:００～
場所：瀬戸市文化センター文化交流館 31 会議室
スマイルプロジェクト
２月１１日(日)
木製コースター製作体験会
TEL：0561-48-5252（水野） ９:３０～１１:３０
参加費：３００円
【参加申込書設置場所】
瀬戸市役所・各支所・地域包括支援センター・市民サービ
スセンター・瀬戸蔵・やすらぎ会館・瀬戸市市民活動セン
ターのパンフレットコーナー

ＮＰＯ法人ネットワーク・せ ２月１８日(日)
とっこ
１３:３０～１８:３０
TEL：070-5252-9540(神谷)

場所：パルティせと４Ｆ第２学習室
定員：３５名（先着順）
申込：所定の参加申込書に必要事項を記入の上、郵送（ 住
所：瀬戸市下半田川町３６１）またはＦＡＸにて

街コン「お雛めぐりで恋さがし」
場所：尾張瀬戸周辺と瀬戸蔵４Ｆ多目的ホール
申込：電話またはメール

E-mail：konkatsu@setokko.net

紫泉会
TEL：090-4868-9924(高橋)
神叡流吟剣詩舞道
尾張地区会
TEL：0561-82-9825(高橋)
Ｌｉｎｋ Seiryo
TEL：090-4256-4799(坊山)

２月２５日(日)
１０:３０～１５:００
３月２５日（日）
１０:００～

初舞

３月２９日（木）
１０:００～１５:００

ＣＯＷ ＣＯＷ春祭り

場所：瀬戸市文化センター 文化交流館３Ｆ和室

第５１回 神叡流吟剣詩舞道大会
場所：尾張旭市文化会館 あさひのホール
入場無料
場所：西陵地域交流センター
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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１０月から１２月に行われた、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
しごと塾有志の会
協賛会

１０/９(祝) わくＷＯＲＫパーク開催

「ハタラクを楽しもう！」をテーマにしたイベン
トをパルティせとで開催しました。ステージプロ
グラムあり、所狭しと並ぶ４０以上のブースあり。
７５名の小学生によるおしごと体験は今年も大盛
況。参加した子どもたちからは「物を売る楽しさ
を知った！」
「ステージは緊張した」などの声が聞
かれました。初企画となったおつかい体験も、未
就学児とその保護者に大変好評でした。

瀬戸市民憲章推進協議会
今後、教育現場に必要となるタブレット端末を活
用した最新のＩＣＴ教育の実践事例や有識者に
よるプレゼンなどのシンポジウムをパルティせ
とアリーナにて開催。会場では教育関連企業の実
機体験やプログラミング教育のデモ授業なども
行いました。子どもの保護者の視点から教育環境
の支援を創造する第一歩を踏み出せた催しとな
りました。

１１/５(日) ＩＣＴ教育シンポジウム開催

ＮＰＯ法人 メダカの学校

１２/３(日) 講演会開催

瀬戸市文化センターにて第２回目「いのちを守る
食事と環境ＰａｒｔⅡ」の講演会を開催しました。
自分の身体を守る為に日々どう食事に気を付けた
ら良いか？径皮毒とは？など、理事長の講演・体
験者の話を聴いて関心を持った参加者から交流会
の際に、「中津川市のメダカの学校へ行ってみた
い！」との声が多く寄せられました。来年は「メ
ダカの学校」バスツアーなどの計画を検討してい
ます。
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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！

１１月８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 参加者３５名
瀬戸市の職員と市民活動団体による協働のまちづくり。
８月の課題出しに続いて、いよいよ方策を考えるワーク
ショップを実施しました。前回出された課題をあらためて
共有し、そのためにどんな方法があるのか？を双方の
立場から出来ることを出し合い、そこから協働への道筋
を探っていきました。
グループによっては、前回抽出された課題について関連
するデータを持ち寄り、他の自治体の状況などを調べて
くるなど、継続開催だからこそ可能になった課題の深掘
りを実現することが出来ました。
最後はグループごとに模造紙へ、生まれたアイディアを書き入れて発表しました。昨年の講座でも学んだ
グラフィックデザインを活用した大変見ごたえのある模造紙を完成させたグループもありました。
Ａグループ：
「瀬戸市の目指す地域交通」
Ｂグループ：
「防災教育」
Ｃグループ：
「地域で取り組む子育て支援」
Ｄグループ：
「高齢化率の高い地域の生活支援」
Ｅグループ：
「障がい者に対する支援」

方策：和と輪を結ぶ大きな交通網
方策：市民の意識向上・若い世代への意識啓発
方策：地域と学校との相互理解が信頼関係を築く
方策：実情把握、自分のできることを持ち寄る
方策：現状の周知、年代別の支援

☆☆クリスマス大交流会を開催しました！☆☆
１２月５日(火)１１：００～１４：３０ パルティせと５階アリーナにて 参加者８５名
昨年はじめて尾張旭市を交えて行った交流会。今年はさら
に長久手市の団体さんもお招きし、３市の市民活動団体、
計８５名による大交流会が実現しました。各市における市
民活動のあゆみの発表、ランチ交流、クリスマスクイズ、各
市の団体発表を行いました。クイズはそれぞれの市にちな
んだ問題も出されましたが、自分の住む市のことも「知らな
かった！」とあらたな発見を得られたようでした。最後に瀬
戸・陶龍門の演舞で参加者もまきこみ、全員の手がつなが
り、大きな踊りの輪が出来上がりました！

☆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４回 １/１７（水） １３：３０～１５：３０ 「プレゼン力向上講座」
第５回 ３/３ (土) １３：３０～１５：３０ 「デザイン力向上講座」
「ステップアップ交流会」 日時：２月２４日(土) ９:４５～１５:００（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)
２月２８日（水）せと市民活動応援補助金説明会開催予定
３月２８日（水）せと市民活動応援補助金相談会開催予定

◆ 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
３月１５日号…１月３０日(火) ４月１５日号…２月２７日(火) ５月１５日号…３月２３日(金)

■ センターNEWS 次号（第５２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(水)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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