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４月７日（土）パルティせとマルチメディアルームにおいて、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質疑応答もあり、審査を 

経て１４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。 
 

団 体 名 事 業 名 

地域まちおこし実行委員会 秋だ！まつりだ！愛 ・ (どっと)こい！ 

和文化復興プロジェクト 瀬戸こども芝居塾 

原山台防災教育実行委員会 地域と児童を防災人材に育てる事業 

自分を大切にできる子どもを育てたい母の会 ＣＡＰ（子どもへの暴力防止）プログラムの主催 

「防災講演会」実行委員会 防災講演会 災害発生！そのときどうする 

瀬戸椿の会 瀬戸市の観光シンボルを陶器と磁器で作り、ＳＮＳの場を提供しよう 

「こんなまちにすみたいナ」実行委員会 銀座何でも生き生きマルシェ開催 

品野祇園祭協賛会 品野祇園祭に子供神輿を！ 

八幡台の環境問題を考える会 野良猫を作り出さない環境づくり 

特定非営利活動法人もりの学舎自然学校 せと Soil Pride ストーリー どろんこ森のようちえん 

弥生の会 皆んなで恋して 詳しく知ろう 日本遺産の街瀬戸 

だんだん ひとりじゃないよ(難病で苦しんでいる家族に寄り添うケア） 

せと森の自然学校運営委員会 森の冒険隊 

ご当地ヒーローでまちおこしの会 未就学児に正義のヒーローを用いた交通安全と命の尊さを啓発する事業 

 

 

 

 

 

この１４団体の成果報告会を、平成３１年２月２３日（土） 

瀬戸市文化センター文化交流館にて開催予定です。 

平成３０年度 
まちの課題解決活動応援プログラム補助金 

１４団体への交付が決まりました。 

応援します！ 

市民活動 

２０１８年６月２５日＜５３号＞ 
＜発行：瀬戸市市民活動センター＞ 

〒489-0044 瀬戸市栄町４５番地 パルティせと３階 TEL(0561)97-1161 FAX(0561)97-1171 

E-mailseto-npo@ma.gctv.ne.jp  E-mail seto-npo@ma.gctv.ne.jp  URL http://www.gc-net.jp/seto-npo 
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今年も開催 

ステージ 

10:05～10:20日本舞踊紫泉会(小学生会員による舞踊) 

10:20～10:50劇団びっくり箱（演目:たなばたバス） 

11:00～11:20ママブラス♪スマイル フルートアンサンブル(Puppu) 

11:30～12:00親子でできる！バランスボール体験（りゃーこ先生） 

13:00～13:45食育講座：食べる意欲は生きる意欲～子どもの本来の力を引き出す食育～ 

13:45～14:00北村ねねかさん独唱 

ロビー 

ままのわマルシェ 

（協力：SunnySideMart） 

 

平成３０年度 なるほどザ学習会 
 

 第１回 ８月２２日(水)１０：００～１１：３０ 大人の読書講座 

 第２回 ９月１９日(水)１３：３０～１５：３０ 生活力向上講座 

 第３回１０月２０日(土)１３：３０～１５：３０ アイスブレイク講座 

 第４回１２月１２日(水)１３：３０～１５：３０ ＮＰＯ講座 

 第５回 １月１６日(水)１３：３０～１５：３０ プレゼン講座 

【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 【対象】どなたでも 

「出会ってつながり育て合う」をテーマに開催してきた「であい塾」。

今年も昨年度に続き「ままのわフェスタ inせと」を開催します！子

育て中のママを中心とした実行委員会を再結成し、さらに地域の

子育てママのつながり、情報発信力向上を目指します。ステージ

にマルシェに子育て応援ブースなどが勢ぞろい。地域で子育てを

楽しみ、ママ達の活躍の場が広がり、元気な市民が増えるよう市

民活動センターは応援しています！ 

◇子育て応援ブース（瀬戸市こども未来課、ママ・ジョブ・あいち、食育、コーチング） 

◇市民活動団体紹介ブース（ガールスカウト愛知県第６６団、ヒッポファミリークラブ、自分を

大切にできる子どもを育てたい母の会）◇カフェコーナー（せとっこかあさん） 

◇市民活動紹介コーナー、せと市民活動連絡会 ◇食育相談（上級食育指導士 今井三帆さん） 

第２回 ままのわフェスタ inせと 

 

７月７日（土）10：00～14：00 

パルティせと 4Ｆマルチメディアルーム・5Ｆアリーナにて 

アリーナ内 

参加費無料 

マルチメディアルーム 写真撮影＆着物着付コーナー 

 

学んで！ 

愉しみ！ 

スキルアップ！ 

 

※詳細はチラシをご覧ください。 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 内 容 

ＮＰＯ法人 
こころとまなびどっとこむ 
TEL：052-452-1136(今川) 
ﾒｰﾙ：info@kokomana.jp 

７月 ７日（土） 
７月２１日（土） 
１３:００～１６:００ 

中学生のお子様の不登校に悩むお母さんのためのフリ
ースペース『スタ活 Cafe』 
場所：NPO 法人こころとまなびどっとこむ 

（名古屋市中村区椿町１２－７ ５階） 

料金：無料         定員：１０名（先着順）    

申込：電話、メール     締切：前日   

自分を大切にできる子ども
を育てたい母の会 
TEL：090-8862-2074(作石） 
ﾒｰﾙ：
suimmy6f@hotmail.com 

７月２８日(土) 
１４:００～１５:３０ 
受付 １３:３０ 

第２回ＣＡＰプログラム 大人ワークショップ 
場所：瀬戸市文化センター 文化交流館１２会議室 

料金：８００円(託児の場合は１名につき２００円) 

申込：メール        定員：５０名（先着順） 

CAP： Child Asault Prevention/子どもへの暴力防止 

ピース合唱団 
TEL：090-4198-2159(松原） 

７月２８日（土）１８:３０～ 
７月２９日（日） 
１０:３０～、１４:００～ 

ピースフェスティバル in瀬戸 2018 ステージ企画 
「葉っぱのフレディ」 
場所：瀬戸蔵 つばきホール 

料金：２,０００円（大学生以下１,５００円） 

瀬戸地下軍需工場跡を保
存する会 
TEL：0572-23-5899（寺脇） 

８月５日（日） 
①１０:００～１２:００ 
②１４:００～１６:００ 

総会記念講演会 
①「愛知航空機の終焉」 
愛知航空機研究家 渡辺哲国さん 

②「豊田の戦争を記録する」 
豊田市平和を願い戦争を記録する会 松原勝己さん 

場所：西陵地域交流センター 

料金：無料         定員：５０名 

申込：電話（当日受付も可） 

被爆者支援ネットワーク 
瀬戸 
TEL：85-5823(須田) 
 

８月１０日（金）～１２日
（日） 
１０:００～２０:００ 

ピースフェスティバル in瀬戸２０１８ 
「子どもたちに伝えたい 戦争体験を語り継ぐ会」 
場所：パルティせと４階 マルチメディアルーム 

料金：無料         申込：不要 

東京大学赤津研究林サポ―

ターズクラブ シデコブシの会 

TEL：090-8336-8476(荒井) 
ﾒｰﾙ：
arai_seto_19421218@yahoo.co.jp 

８月１９日（日） 
９:３０～１２:００ 

東京大学赤津研究林「夏休み親子水生動物観察会」 
場所：東京大学生態水文学研究所赤津研究林内 

料金：５００円 

定員：２０組(小学生とその保護者) 

申込：メール        締切：７月１４日 

末広亭ですえひろがりの会 
TEL：080-1565-6824(加藤) 

８月２５日（土） 
１４:００～１５:３０ 

せと末広寄席 
場所：せと末広亭 

料金：５００円        定員：４０名 

申込：不要（事前予約可）  

日本舞踊 紫泉会 
TEL：82-5956(高橋) 
 

８月２６日（日） 
１１:００～１５:００ 
 

日本舞踊 紫泉会 ゆかた会 
場所：瀬戸市文化センター 文化交流館３階 和室 

料金：無料          定員：４０名  

申込：不要 

せと・市民塾同好会 
ＴＥＬ：090-8322-7444(三浦) 
住所:〒489-0068 
瀬戸市上松山町１－２６２ 

１０月１４日（日） 
開場 １３:００ 
開演 １３:３０ 
 

さあ歌ってみましょう 
場所：瀬戸蔵 つばきホール 

料金：８００円        定員：３２０名(先着順) 

申込：電話、ハガキ(氏名、連絡先を記入) 

 

※詳細については団体にお問合せください。 

 登録団体イベントカレンダー 
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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 

報告しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸市ウオーキング協会 

５月例会「なんじゃもんじゃ街道を歩く」は、広報と新聞に

掲載した効果で一般参加者が２９名もあり、会員を含め

全体で１２０名の新記録となり、暑い一日でしたが日陰が

多く、風もあり快適なウオーキングでした。 

名鉄瀬戸線印場駅～小幡緑地東園～なんじゃもんじゃ

街道～チベット仏教寺院～龍泉寺～小幡緑地本園（昼

食）～小幡の弘法大師～金城学院大学～大森寺迄の  

１２㎞。今年は開花が１週間くらい早く、お目当てのヒトツ

バタゴは、ほぼ散り終わりでした。 

NPO法人ＩＴサポーターまちＬＩＮＫＳ 

学びキャンパスせとは、「自分が得意なことをおしえたい」熱意の

ある市民が講師となり、「教える生きがい」をもって講座を企画・

運営し、多彩で豊かなバラエティーに富んだ講座を提供する生涯

学習の仕組みです。「教えたい」「学びたい」という主体的な市民

の手を効果的に繋ぐことで、市民による豊かな講座を構築し、市

民相互の新たなコミュニティの形成や学びを契機に互いに地域

をよくしていこうとする市民の主体性を育むことを目的としていま

す。「学びキャンパスせと」で学び合う仲間を作ってみませんか。 

【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お問い合わせください。 

詰将棋解答選手権の様子 

今年で１５回目を迎えた詰将棋解答選手権。 

アマ向けの初級戦と一般戦は全国各会場で一斉に行われてい

ます。今年は４月７日、瀬戸では初の開催。全国２６会場の大会

となりました。地元出身の藤井聡太プロがチャンピオン戦で４連

覇したこともあり、市内外から７歳から７９歳まで５８人が参加。大

都市圏以外の会場で最高の参加数となりました。 

あまり知られていないが、瀬戸にはアマ強豪も在住しています。 

来年も瀬戸で開催する予定です。 

瀬戸将棋愛好会    

学びキャンパスせとの様子 

 

5月 6日（日）開催 
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５月１９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３０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１４０団体のうち８８団体(委任状３３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。今年は任期満了による役員改

選があり、提案通り承認されました。 

その後行われた交流会には７２名が参加。つみき自己紹介（前の方の

名前とつなげて自分の名前も言っていくゲーム）で同じテーブルのメン

バーの名前を憶えながら軽食を楽しみました。その後は昨年に続いて

フェニックス川柳会の丸山進先生にご指導いただき、おのおの川柳を

作成しました。市長も参加され全員合わせて９２首の句が完成し、その

中で１位から３位、佳作７作品が選ばれました！ひとつひとつ読み上

げられた川柳に感心の声や笑いが起きるなど、和やかな雰囲気で行

われました。 

☆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☆ 

平成３０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２５日（土）広がれ防災運動会 

    １月２６日（土）協働のまちづくり（円卓会議＆交流会） 

■交流フェスタ２０１８ inパルティせと 開催・・・１０月１３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 １日(土)  

      ■視察研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２月 ２日（土） 

■市民活動ステップアップ交流会・・・ ２月２３日（土） 

 

●平成３０年度 役員 
会 長    大秋惠子 
副会長   平田 毅 ・ 東 徹也 ・ 市川春代 
会 計   友次 進 
監 事   長江保明 ・ 刑部祐介 
運営委員 １２名 

せと市民活動連絡会はこんなことやっています！ 

新たな役員の皆様です。 

二年間どうぞよろしくお願

いします！ 

丸山先生選：優秀作品 

【一位】 「偉い人に はむかうやつが いてもいい」 (お題：自由) 

【二位】 「孫の背に 青いランドセル 足はやる」（お題：青） 

【三位】 「ななつぼし 夜空で輝く 私」（お題：七） 
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市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ 

 

■ 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。 

■ 「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、「まちの課題解決活動応援プログラム」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 

 

 
facebookページに 

「いいね！」 

お願いします 

 

■ 「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 「 生活力向上講座 」 

■ 「交流フェスタ２０１８inパルティせと」 日時：１０月１３日(土) １０:００～（予定） 

市民活動センター今後のおもな予定 

■ 「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２８日（土）・９月２６日（水）・１０月２４日（水）・２月２７日（水）・３月２７日（水） 

      今年はテーマを決めてミニミニ車座交流会も同時開催 

      ◆ 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） 

 ◇ なんでも相談コーナー（１４：３０～１６：３０） 

 ◇ 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２７日(金) １０月１５日号…８月２４日(金) １１月１５日号…９月２８日(金)  

■ センターNEWS 次号（第５４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２１日(火)までにお寄せ下さい。 


