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今年も文化センターにて、市民活動ステップアップ交流会を開催。昨年に引き続き「みんな de めざそう！住み
やすさ№1！」をテーマに交流し、第１部・第２部合わせて１３０余の方にご参加いただきました。

第１部 「せと市民活動応援補助金」活動成果報告会
今年度は２４組の団体が活動成果を模造紙やパワー
ポイントを使って発表され、発表後は審査員の先生か
ら活動の継続や発展・協働についてなど今後の参考に
なる講評をいただきました。
発表団体以外の市民や団体の多くの参加もあり、関心
の高さがうかがえました。会場は参加者の熱気で盛り
上がり、外の寒さに反し暑ささえ感じました。

第２部 交流会（「みんな de めざそう！住みやすさ№1！」PartⅡ）
昨年同様に各グループに分かれ、軽食を取りながら自己紹
介から始めました。その後「私達のまち瀬戸」をテーマに〇
×クイズ勝ち抜き合戦を行い、グループの中で残った人を応
援することで、自然に会話が増え、和やかな雰囲気になりま
した。
グループの輪ができたところで「協働で！まちの課題をどう
解決？」をテーマに、まずは３つに絞ったまちの課題「こども
達のためにできること」「防災」「まちの交通」に沿った寸劇を
楽しく鑑賞し、各グループで決められた課題についてワーク
ショップを行いました。協働相手なども考慮に入れてそれぞ
れの企画を模造紙にまとめ、８グループの魅力あふれる企
画発表後、投票が行われ「防災」の課題で発表した D グルー
プが多くの票を集め、サプライズ賞を獲得しました。フィナー
レは、瀬戸市体操協会会長の加藤智子氏による「夢ひとつ
愛ひとつ」の音楽に合わせた体操で楽しく体をほぐしました。
また来年も参加したいとの声が多く聞かれました。
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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
スーパーグレート
マジシャンズ
TEL：090-3555-0874(山城)

ラウハラ瀬戸
TEL：090-3421-6566(森)
ライノー・キッズ
TEL：090-8339-6092 (澤)

瀬戸市ウオーキング協会
TEL:080-3065-7275（松原）

猿投の森づくりの会
ＦＡＸ：052-322-7924(尾関)
E-mail:
ozms.sanpo@gmail.com
こども図画アトリエ
TEL：41-3061（岩外）

瀬戸地下軍需工場跡を
保存する会
ＴＥＬ：0572-23-5899（寺脇）
ＦＡＸ：0572-23-5899
E-mail:tera-m@ob.aitai.ne.jp
ぽこあぽこ親子リトミック
TEL:090-4261-7332(岡田)
E-mail:
minchan76@ezweb.ne.jp
カ フラ オ レアレア
TEL:090-1096-1028（岩田）

月 日
時 間
４月 ３日（火）
５月１０日（木）
６月 １日（金）
１３:００～１４:００
４月 ４日（水）
１８日(水)
１３:３０～１５：００
４月毎木曜日
１０:００～１０:５０

内 容

楽しいマジックショー・マジックとバルーンアート教室
場所：モリコロパーク 地球市民交流センター
料金：２００円(マジックとバルーンアート教室希望者)
申込不要

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１０名(先着順)
申込：電話

親子えいごリズム
対象：１才後半から３才までの子と親 定員：２０組(先着順)
料金：６００円
申込：電話
場所：西陵地域交流センター

４月毎木曜日
１１:１０～１２:１０

ママヨガ

４月７日（土）
９：００集合
５月６日（日）
９：００集合
６月３日（日）
９：００集合

なごや東山の森ウォーク（13 ㎞）

４月１４日（土）
１０:００～１３:００

猿投の森・ヤマザクラ観桜会

４月２２日(日)
５月２０日(日)
９:３０～１１:３０

幼児・少学年(３才～小学４年)コース 毎月

５月５日(土)
９:００～１２:００

中学生(小学５年～)コース 隔月

５月２０日(日)
６月１７日(日)
１４：００～１６：００

学習会「愛知航空機の新鋭機たち」

５月２４日（木）
６月７日（木）２８日（木）
１０:３０～１１:１５

リトミック体験会

６月２日(土)１６日（土）
①９:４５～１０:４５
②１０:５５～１２:１０

フラダンス

対象：女性(子供同伴 OK) 定員：２０組(先着順)
料金：６００円
申込：電話
場所：西陵地域交流センター
場所：千種スポーツセンター集合 東山動植物園正門前到着

なんじゃもんじゃ街道を歩く（１１㎞）
場所：名鉄印場駅集合 名鉄大森・金城学院前駅到着

旧東海道御油の松並木を歩く（L:15 ㎞ Ｓ:10 ㎞）
場所：名鉄名電赤坂駅集合 ＪＲ愛知御津駅到着
場所：猿投の森 三つ又広場
定員：５０名（先着順） 申込：ＦＡＸ、メール
*歩きやすい運動靴、昼食など各自持参
料金：１回４００円
持ち物：画材具、筆
場所：パルティせと ４階 第２学習室
定員：２０名（予約不要）
料金：６００円 持ち物：画材具
場所：瀬戸市文化センター １３会議室
場所：新郷地域交流センター「さとの家」
定員：１００名（先着順）
申込：電話、ＦＡＸ、メール
料金：無料
料金：各回７００円
対象：1～３歳の未就園児
場所：西陵地域交流センター（２階多目的室）
申込：電話、メール
ハワイアンミュージックに合わせて笑顔で踊ってみませんか

場所：西陵地域交流センター
定員：各８名(先着順)
料金：無料
申込：電話
対象：①年長児～小学生②どなたでも
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平成２９年度 なるほどザ学習会
第五回

学んで！愉しみ！スキルアップ！

１月１７日（水）１３:３０～１５:３０
パルティせと４Ｆマルチメディアルーム

プレゼン力向上講座

団体、自分自身、まちの魅力を伝えるためのスキルを学び、発

参加者 17 名

信力向上につなげるために開催しました。基礎知識の講義の後
は発声練習、プレゼン作成を行い、グループ内で披露したあと
代表者による発表がおこなわれました。参加者全員でビブリオ
バトルのように投票で順位を決めました。審査員や講師からの
フィードバックもあり、時間や話し方を意識しながら話すこと
の重要さを知ることが出来ました。

第六回

３月３日（土）１３:３０～１５:３０
パルティせと４Ｆマルチメディアルーム

デザイン力向上講座

「伝わるひびくチラシづくり」をテーマに開催しました。実際

参加者 13 名

に登録団体さんが作った講座参加者募集チラシをもとに、
「この
チラシをどんな人に見てもらいたいか？」という「どんな人」
の部分をとことん想定し、その人に「一番届けたいことに力を
注いで」作成するという方法は参加者の皆さん大変驚かれてい
ました。最後は講師の作ったチラシを見て「こんなに変わるん
だ」と関心の声が聞かれました。

平成２９年度 交流ルーム

２月２８日（土）１３:３０～１５:３０
交流ルームを利用して市民活動補助金説明会を行
いました。平成 30 年度は「まちの課題解決活動応
援プログラム」「せとコラボレーションプログラ
ム」と名称と概要が大きく変わるため、参加者の
関心も高く見受けられました。説明の後は個別相
談も行いました。瀬戸のまちをよくしたいとの思
いを強く持った団体さんからどんなアイディアが
集まるのか、どんなコラボレーションが実現する
のか、これからの市民活動の可能性を期待したい
と思います。
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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！

２月３日(土)１３：３０～１６：００ パルティせと４階マルチメディアルーム
参加人数：37 名
ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズの三島知斗世氏を招い
て講演会＆交流会を行いました。講演のテーマは「課題は”
“共に”解決する。～なるほど！ザ・協働」。協働を進めるた
めには①共通の目的を見つけ、②それぞれの得意分野・
特性を生かし、③対等な立場で、④できるところからはじめ
るという流れを、事例を交えながら学びました。交流会では
学んだことを活かしてグループごとに「私たちが考える協働」
としてアイディア出しをしました。
市民活動センター作成の「コラボレーションガイド」も披露さ
れ、あらたな協働の可能性を見出す事業に参加し、連絡会
の今後の活動に大いに参考になりました。

【今年度に実施した事業】
●とくと～く交流会の開催
●市民活動クリスマス大交流会に参加
●ステップアップ交流会の開催
●市民活動ふりかえりシートの実施
●ままのわフェスタ・交流フェスタに協力

【平成３０年度実施予定事業】
●運営委員会（１２回）・・・毎月第２木曜日 １９:００～
●ままのわフェスタ in せと 2018 協力・・・７月７日（土）
●とくと～く交流会・・・年間３回開催予定（防災運動会など）
●交流フェスタ２０１８in パルティせと 協力・・・１０月１３日（土）
●市民活動クリスマス大交流会・・・１２月１日（土）
●市民活動ステップアップ交流会・・・２月２３日（土）
●視察研修・・・２月２日（土）

平成３０年度 「せと市民活動連絡会総会」を開催します！
５月１９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～
「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３０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

第１回 ８/２２（水） １０：００～１１：３０ 「大人の読書講座」
第２回 ９/１９（水） １３：３０～１５：３０ 「生活力講座」
第３回 １０/２０（土） １３：３０～１５：３０ 「ファシリテーション講座」
第４回 １２/１２（水） １３：３０～１５：３０ 「ＮＰＯ講座」
第５回 １/１６（水） １３：３０～１５：３０ 「プレゼン講座」
第６回
３/２（土） １３：３０～１５：３０ 「チラシデザイン講座」
※内容は変更になる場合があります。ご了承ください。

■ 「ままのわフェスタ in せと ～星に願いを！つながれひろがれ子育ての輪～」開催
日時：７月７日（土） 場所：パルティせと ５Ｆアリーナ・４Ｆマルチメディアルーム
地域で子育てを楽しむ！子育てママがつくるイベント、今年も開催します。

■ 「交流フェスタ２０１８ in パルティせと」 開催
日時：１０月１３日（土） 場所：パルティせと ４Ｆ・５Ｆ
恒例となった交流フェスタ！今年も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。 今年度は年６回開催。
毎回テーマに沿った座談会形式で行っていきます。お気軽に参加ください。
※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）
５月２３日(水)＜介護＞・ ７月２８日(土）＜ＩＴ＞・ ９月２６日(水)＜歴史＞
１１月２４日(土)＜防災＞・２月２７日(水）＜補助金＞・３月２７日(水)＜補助金＞

今年度は１３団体にご登録いただきました。
瀬戸地域ねこの会

身近な猫問題解決のため、地域と野良猫の共生のための支援など

えほんのたからばこ

絵本の読み語り講座・育脳メソッド講座・赤ちゃん講座

UNITY（ユニティー）

子どもにダンスを指導し、健全育成に携わっています

SunnySideMart（サニーサイドマート）瀬戸支部

手づくり作家さん達と共にハンドメイドイベントやキッズイベント等

ＮＰＯ法人 協育 NPO 母里ん子なごや部

子どもの幼育期を重要視し、学び合うママの自主保育サークル

瀬戸スポーツ吹矢しなの倶楽部

ジュニアからシニアまで誰でも気軽に出来るスポーツと健康づくり

萩山台地域力向上委員会高齢者グループ

萩山台地域力向上委員会の一環として、「ひだまり井戸端会議」など

スマイルプロジェクト

高齢者や障がい者やその家族の交流と親睦、座談会など

劇団びっくり箱

地域の子どもたちへ゛母ちゃんたちのおしばい″を！

せとママ子育てプロジェクト

幼児から青年期の子を持つ保護者向けの子育て講座など

瀬戸将棋愛好会

日本将棋連盟瀬戸支部と連携し、子どもから高齢者まで将棋で交流

だんだん

難病患者とその家族を支援、毎月のお話、ピアサポート(体験支援)

NPO 法人デジタルライフサポーターズネット

ICT リテラシー啓発向上事業、パソコン操作等に関する支援事業
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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 ： 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
ロッカー代 ： 本年度より無料になります。（サイズ 縦４０cm 横２５cm 奥行き４５cm カギ付）
申 込 方 法 ： ４月７日(土)までに、電話、FAX、または市民活動センター窓口へお願いします。
利用希望団体が多い場合は、４月９日（月）に抽選し、各団体にご連絡いたします。
利用決定後、使用団体は、印鑑をご持参のうえ市民活動センター窓口にお越し
ください。
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つ
・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２４日（火）

７月１５日号・・・５月２５日（金）

■ センターNEWS 次号（第５３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６月２日（土）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）
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。
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。
【申込・お問合せ】
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
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。
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。
電話：（0561）97－1161
FAX：（0561）97－1171 E メール：seto-npo@ma.gctv.ne.jp

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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