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応援します！ 

市民活動！ 

＜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 

 今年で第１４回目を

迎える交流フェスタ

は、約３，１００人の

参加がありました。 

 ステージでは登録団

体による日頃の活動紹

介が行われ、メインゲ

ストのハープとリコー

ダーの新鮮で美しい音

色と子ども達の澄んだ

歌声に心癒されたひと

ときを過ごしました。 

 最後に５階ステージでは、昨年も好評だった大抽選会が行われま

した。今年もどらニャがパフォーマンスに抽選にと大活躍でした。 

 参加された方からは「たくさんの方と交流することができた」「楽

しかった」という声があり、フェスタを市民の皆様のパワーで盛り

上げて、今後の市民活動に弾みをつけることができました。 

２０１８年１２月２６日＜５５号＞ 

 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、スタンプラリーを楽しみ

ながら交流が行われました。４階では、ふれあい茶屋、国際センターの部屋、「熊本・東日本の復興

応援」として物産展等が行われ、また復興応援と合わせて地域での防災活動発表や「地域の防災意

識を高める方法は？」をテーマにワークショップを開催し、大いに話し合いが盛り上がりました。

お楽しみコーナーでは、新たに「湯たんぽカーリング」を設け、小中学生のガールスカウトのお手

伝いもあり、様々な世代の方たちとの交流ができました。市民活動団体活動紹介パネルには、大勢

の方が足を止め見入る姿もありました。 

～市民のパワーでつくる瀬戸(まち)～開催しました。 

交流フェスタ２０１８ｉｎﾊﾟﾙﾃｨせと 
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第２回 「生活力向上講座」  【９月１９日（水）】 参加者：１４名 

 人財ほっとネット登録の野村里枝子氏を講師に招いて開催。「バランスボールで脳活性化」のサブ

タイトルで行われ、脳トレと軽運動を織り交ぜた内容でお届けしました。普段から気をつけていたい自

律神経の話や、よりよい生活を送るためのセルフイメージづくりなど、すぐに生活に活かせる学びの

場となりました。 
 

第３回 「アイスブレイク講座」  【１０月２０日（土）】 参加者：２０名 

岐阜大学教育学部教授 今村光章氏を講師に招いて行い

ました。アイスブレイクとは初対面同士が集まる固い空気を

溶かすためのテクニック。先生の「ここまで披露しちゃう？」と

いうくらいの自己開示により場が和み、参加者同士ペアにな

ったりグループになったり様々な形でアイスブレイクを体感す

ることができました。受講者が他の場で使えるようにと行った

講座でしたが、それ以上に参加者同士がお互いをより深く知

り、親しくなることが出来たように見受けられました。 

 

＜今後の予定＞ 
第５回 １月１６日（水） 13：30～15：30 プレゼン講座  効果的なパワーポイントの作り方！ 

第６回 ３月 ２日（土） 13：30～15：30 チラシデザイン講座 人が集まるチラシ作り！ 

 

★「市民活動ステップアップ交流会」のお知らせ★ 

【日 時】  ２月２３日（土） １０：００～１５：００（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 ・ せと市民活動連絡会 

【プログラム】 第Ⅰ部 １０：００～１２：００ 
 「まちの課題解決活動応援プログラム」成果報告会 

 「せとコラボレーションプログラム」成果報告会 

第Ⅱ部 １２：３０～１５：００  交流会 

 テーマ 「１０年後のために今できること」 
【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 

またはお電話でお申込みいただくか、瀬戸市市民活動センター 

窓口へ直接お申し込み下さい。 

※平成３１年度「まちの課題解決活動応援プログラム」説明会を開催します！ 

２月２７日（水） １３：３０～ パルティせと ４階 マルチメディアルーム 

１３：３０～１５：３０ 

パルティせと４階マルチメディアルームにて開催 

 

○ 

 

なるほど ザ 学習会 

 
皆様の参加を 

お待ちしています！ 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 内 容 

瀬戸市ウオーキング協会 
TEL：83-2474(松原) 
 

１月 ６日（日） 
９：００ 集合 
 

初詣ウオーク 
集合：地下鉄名城公園駅 解散：地下鉄ナゴヤドーム駅 

距離：Ｌ１４ｋｍ Ｓ８ｋｍ 

参加費：３００円（会員、高校生以下無料） 

 
２月 ３日（日） 
９：００ 集合 
 

瀬戸のお雛めぐりウオーク 
集合(解散)：名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅 距離：１０ｋｍ 

参加費：３００円（会員、高校生以下無料） 

 
３月 ３日（日） 
９：００ 集合 
 

「於大」ゆかりの地を訪ねる 
集合(解散)：ＪＲ・名鉄刈谷駅 距離：Ｌ１６ｋｍ Ｓ１０ｋｍ 

参加費：３００円（会員、高校生以下無料） 

スーパーグレート 
マジシャンズ 
TEL：090-3555-0874（山城) 

１月１３日（日） 
２月１３日（水） 
３月１４日（木） 
１３：００～１４：００ 

ゆかいな仲間の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 

※マジック・バルーン教室希望者のみ、材料費２００円 

瀬戸市和太鼓連盟 
TEL：090-9029-2034（水野) 

１月１４日（月・祝） 
１３：３０～ 
（開場１３：００） 

第１３回和太鼓の祭典 
場所：文化センター 文化ホール 

定員：８００名(先着順) 申込：不要 料金：無料 

やまぼうしの会 
シンセサイズ中部 
TEL：84-9923(横山) 
TEL：21-2555（井上） 

１月１９日(土) 
１４：００～１６：３０ 
(開場１３：３０) 

講演会 「ある当事者の体験を通して考えるひきこもり」 
場所：瀬戸蔵４階 多目的ホール 

定員：１８０名(先着順) 申込：不要 

料金：無料 

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

１月１９日（土） 
２月１６日（土） 
３月１６日（土） 
１２：００～１４：００ 

まんぷくこどもカフェ 
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１００円 大人３００円 

瀬戸地下軍需工場跡を 
保存する会 
TEL：0572-23-5899（寺脇） 
Ｅ-ｍａｉｌ： 
tera-m@ob.aitai.ne.jp 

１月２０日（日） 
１０：００～１２：００ 

現地見学会と学習会 
「愛知航空機瀬戸地下工場と戦跡保存活動」 
場所：水野地域交流センター 

定員：３０名（先着順） 料金：無料 

申込：電話、メール   締切：１月１５日（火） 

自分を大切にできる 
子どもを育てたい母の会 
Ｅ-ｍａｉｌ： 
Suimmy6f@hotmail.com 

１月２７日（日） 
１０：００～１１：３０ 

第４回ＣＡＰプログラム おとなワークショップ 
場所：新郷地域交流センター「さとの家」 

申込：メール（託児の有無を必ず明記） 

定員：５０名 

料金：８００円(託児２００円／１人 先着１０名) 

瀬戸第九をうたう会 
TEL：83-0483（加藤) 

２月 ３日（日） 
１４：００～ 
（開場１３：３０） 

創立３５周年記念第九演奏会 
場所：文化センター 文化ホール 

入場料：１，０００円 

チケット取扱：瀬戸第九合唱団、文化センター 

NPO法人アップル・シード 
TEL・FAX：78-3625(成瀬) 
E-mail： 
appleseed@gctv.ne.jp 

２月１７日（日） 
１４：００～ 
（開場１３：３０） 

小林春彦氏 講演会 「見えない障害」と「健常者福祉」 
～障害・健常ではなく－生きづらい世の中に光明を～ 
場所：新郷地域交流センター「さとの家」ホール 

申込：TEL、FAX、メールにて 

料金：１,０００円 

末広亭ですえひろがりの会 
TEL：080-1565-6824（加藤) 
 

３月 ９日（土） 
１４：００～１５：３０ 

第４０回せと末広寄席 
場所：せと末広亭(末広町商店街) 

申込：不要（事前予約可） 

木戸銭：５００円 

※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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CAP(キャップ：子どもへの暴力防止)プログラムを通じて、

子ども達が安心して自信を持って自由に生きられる

よう、どの子もすでに持っている自分で自分を守る力

を引き出していくお手伝いをしています。今年は、子

ども達の周りにいるおとなができる支援について一

緒に考えるおとなワークショップを３回開催し、前回

のワークには５０名以上の方が参加されました。 

 
こんなこと 

しましたよ！！ 

自分を大切にできる子どもを育てたい母の会 

11/4(日) 

開 催！ 

高齢者や障がいのある方が、人として生活していく上

での、日常生活の社会的自立に向けて活動していく事

を目的に設立しました。様々なイベントやセミナーを

企画して、実行しています。先日も、瀬戸市文化セン

ターにて「災害時要援護者等防災勉強会」を開催し、

一般の方に向けて、災害時に要援護者にとって必要な

事を啓発しました。共生社会の実現に向けて、これか

らも活動していきます。 

スマイルプロジェクト 

11/23(祝)           

開 催！ 

瀬戸市内を中心に演奏活動を行っている地元に密着した

市民ボランティアバンドです。先日瀬戸市文化センター

文化ホールにて、定期演奏会を開催しました。 

ゲストにプロ指揮者の堺武弥氏、コンクール世界一に輝

いたプロサックス奏者松下洋氏を迎え、今までにない規

模になりました。「ネクスト・エンジェルス」「ラテン・

フィエスタ」といった、サックスの魅力を堪能できる曲

を中心に演奏を行い、お客様からも大きな声援が上がる

など、大盛り上がりの演奏会になりました。 

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

の活動を報告します。興味を持った方は市民活動センターまでお問い合わせください。 

11/3(土) 

開 催！ 

古瀬戸吹奏楽団 
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１０月１３日（土）１０：３０～１５：００ パルティせと４階マルチメディアルームにて 来場者４００名 

 復興応援のための企画として、物産展を行い多くの市民

の皆さんにご協力をいただきました。 

 道泉の防災運動会、萩山の防災キャンプ、長根の女性防

災リーダーの育成、連絡会からは広がれ防災運動会の発表

があり、その後グループに分かれ、「地域の防災意識を高

める方法は？」をテーマにワークショップを行いました。

各グループから、防災訓練を防災運動会や防災キャンプの

ように参加しやすい形にするなど、防災を他人事ではなく、

自分事として捉えられる方法を考えていきたい等の意見

がありました。 

備蓄食の試食の後、表現朗読あゆみの会より朗読「津波！命を救った稲村の火」を発表していただき、

とても充実した時間となりました。 

 

 

１２月１日（土）１１：００～１４：２０ パルティせと５階アリーナにて 参加者８５名 
 

 今年は「和」「輪」「話」「笑」「わっ！」～新しい

出会いで発見を～テーマに尾張旭市・長久手

市を交えた３市の交流会を行いました。冒頭に

クリスマスソング２曲を参加者全員で歌い、クリ

スマスの雰囲気に包まれ、和やかに交流会が

進んでいきました。テーブル移動も行い、より多

くの人と交流することができました。 

 ３市にちなんだ○×クイズはグループ内で相

談ＯＫでしたが、中には難しいクイズもあり、 

顔を見合わせ○か×かがなかなか決まらない場面もありました。団体ステージ発表では、６団体の皆さんが

趣向を凝らした発表を行い、会場が盛り上がりました。楽しいプレゼント交換は、今年も大きな円を作り音楽

に合わせてプレゼントを回していきました。手にしたプレゼントを見せ合いながら、さらに会話を弾ませていま

した。次年度は尾張旭市の主催で企画されます。どんな形の交流会になるか今からとても楽しみです。 

 
   
 「講演会＆公開円卓会議」 ～協働、自分ごとのまちづくり～   

 １月２６日（土） １３：３０～１５：３０ パルティせと４階 マルチメディアルームにて 

 講師：三矢勝司氏 （NPO法人岡崎まち育てセンター・りた事務局次長 

クリスマス大交流会を開催しました。  

交流フェスタ あなたも参加！熊本地震・東日本大震災復興応援  

せと市民活動連絡会はこんなことをやっています！ 

☆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☆ 

★「とくとーく交流会」のお知らせ★ 

 



 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  
      ミニミニ講座・座談会 ２月２７日（水）・３月２７日（水） 

         ２月２７日(水)１３：３０～１４：３０ 「まちの課題解決活動応援プログラム説明会」 

         ３月２７日(水)１３：３０～１４：３０ 「まちの課題解決活動応援プログラム相談会」  

      ◆ 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  

    ３月１５日号…１月２５日（金）     ４月１５日号…〈予定〉２月２７日（水）  

■ センターNEWS 次号（第５６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(木)までにお寄せ下さい。 

■ 「なるほど ザ 学習会」 場所：マルチメディアルーム 
   第５回  １/１６（水）１３：３０～１５：３０「プレゼン講座」―パワーポイント― 

   第６回  ３/ ２ (土) １３：３０～１５：３０「チラシデザイン講座」 

■ 「ステップアップ交流会」 日時：２月２３日（土）９：４５～１５：００（予定） 

【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 

 

■ 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。 

 
facebookページに 

「いいね！」 

お願いします 

 

市民活動センター今後のおもな予定 


