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今年度の活動の締めくくりとなる市民活動ステップアップ交流会を瀬戸市文化センターにて開催しました。 

Ⅰ部で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成果報告会、Ⅱ部は交流会を

行いました。延べ１６５名の方に参加いただきました。 

第１部 「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」活動成果報告会 

今年度、名称・内容が刷新された市民活動応援事業は「まちの課題 

解決活動応援プログラム」と「せとコラボレーションプログラム」。

合計１６団体が一年の活動の成果を発表しました。課題解決活動にお

いては取組みそのものが素晴らしいこと、そして継続するためにも協

働を広げることの大切さなど審査員からの助言をいただきました。せ

とコラボレーションプログラムでは３組の団体が市の各課との協働

事業を実施しました。課題として密なコミュニケーション・対話の重

要性を改めて認識する内容となりました。 

第２部 交流会（１０年後のために今できること） 

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」をテーマにグループ対抗

で〇×クイズを行いました。瀬戸焼検定からの出題ということも

あり、瀬戸愛の強い参加者が多く勝ち抜き、なかなか勝敗がつか

ない場面もありました。 

グループの交流ができたところで「１０年後のために今できるこ

と」をテーマに、「人育て」「地域資源」「観光」に沿ったワークシ

ョップを行いました。１０年後にこうあってほしい未来像を描き、

そのために今できることという視点で意見を出し合いました。そ

れぞれテーマに沿って意見交換をし、最後にまとめをグループご

とに発表。一番いいと思った企画にグループで投票して１位を決

めました。見事一位となったのは「観光」をテーマに発表したグ

ループ。どのグループも次世代へつなぐための前向きな話ができ

たようです。  

２０１９年３月２６日 ＜５６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 

応援します！ 

市民活動！ 

市 民 活 動 ス テ ッ プ ア ッ プ 交 流 会 開 催 ！ 
～10年後のために今できること～ 



 2 

 

 

 

団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 

内 容 

スーパーグレート 

マジシャンズ 

TEL：090-3935-1963 

(マッスルまりちゃん) 

４月 １日（月） 

５月１２日（日） 

６月１１日（火） 

１３:００～１４:００ 

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 

参加費：２００円(マジックとバルーンアート教室希望者のみ) 

申込：不要 

瀬戸品野スポーツ吹矢 

倶楽部 

TEL：（0561）41-2777 (金髙) 

４月から毎日曜日 

１３:００～１５:００ 

 

吹矢体験教室 

運動のできる服装でお越しください 

参加費：５００円／１回 

場所：品野中学校武道場 

第２・４火曜日 

１３:００～１５:００ 

吹矢体験教室 

運動のできる服装でお越しください 

参加費：５００円／１回 

場所：下品野コミニュティセンター 

瀬戸市ウオーキング協会 

TEL:080-3065-7275（松原） 

 

 

４月７日（日） 

９：００集合 

しだみ古墳ミュージアムと古墳群巡り（L:13㎞ S:10㎞） 

場所： JR 高蔵寺駅集合 愛知環状鉄道中水野駅到着 

５月５日（日） 

９：００集合 

春日井王子バラ園とふれあい緑道（L:17㎞ S:10㎞） 

場所： JR 勝川駅集合   JR神領駅到着 

６月２日（日） 

９：００集合 

荒古川公園・野鳥公園から名古屋港（11㎞） 

場所：地下鉄港区役所駅集合 あおなみ線金城ふ頭駅到着 

ぽこあぽこ親子リトミック 

TEL:090-4261-7332（岡田） 

E-mail: 

minchan76@ezweb.ne.jp 

５月９日(木)３０日(木) 

６月６日(木)２７日(木) 

１０:３０～１１:１５ 

親子リトミック体験会 

参加費：各回７００円 

対象：１～３歳の未就園児の親子 

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 

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 

５月１２日（日） 

９：００～１６：００ 

春の戦跡見学会「名古屋海軍航空隊と豊田」 

参加費：３，０００円 

場所：瀬戸市駅西口集合９時 出発 

定員：２８名（先着順）  締切：５月５日（日） 

申込：電話、メール 

こども図画アトリエ 

TEL：（0561）41-3061 (岩外) 

５月１９日（日） 

６月１６日（日） 

７月２１日（日） 

９：３０～１１：３０ 

こども図画アトリエ 

参加費：５００円／１回   持ち物：画材具 

対象：小学生・中学生 

場所：パルティせと ４階 第２学習室 

定員：各１５名(先着順・申込不要)  

カ フラ オ レアレア 

TEL:090-1096-1028（岩田） 

      

６月１日(土)１５日(土) 

① ９:４５～１０:４５ 

②１０:５５～１２:１０ 

フラダンス 心地よい音楽に合わせて笑顔で踊ってみませんか 

参加費：無料 

場所：西陵地域交流センター 

定員：各１０名(先着順)  

申込：電話        

対象：①年中児～小学生 ②５５歳くらいまで 

※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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平成３０年度 交流ルーム 

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、その後個別相談

も行いました。 

個別相談では、瀬戸のまちを明るく元気に

したいという団体の皆さんの活動に対する熱

い思いが伝わってきました。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、期待 

したいと思います。 

２月２７日（水）１３:３０～１５:３０ 

昨年、好評を得た講座「伝わる、ひびくチラシづく

り」の第二弾として『色づかいとレイアウトの技術』

をテーマに開催しました。目的のために具体的な色の

使い方やレイアウトの仕方を、例題の「カラオケ大会」

のチラシを用いて Microsoft Wordの画面で順番に解

説しながら作成していきました。講師の作ったチラシ

を見て「キャッチフレーズや文字の色で印象が大きく

変わる。」と関心の声が聞かれました。 

 

第六回 
３月２日（土）１３:３０～１５:３０ 

パルティせと４Ｆマルチメディアルーム  

 

チラシデザイン力向上講座 

参加者 18名 

プレゼンによく使われているパワーポイントの講

座で、「パワーポイントこれだけで大丈夫」と題して、

『３つのポイントで伝わるプレゼンに仕上げる』を

テーマに開催しました。 

 参加された皆さんから、「初めて知ったことが多く

て参考になった。」や「実際のプレゼンでの悩み解決

に役立つ講座でした。」とのお声も頂きました。 

第五回 
１月１６日（水）１３:３０～１５:３０ 

パルティせと４Ｆマルチメディアルーム  

 

プレゼン講座 

参加者 14名 

平成３０年度 なるほどザ学習会 学んで！愉しみ！スキルアップ！ 
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２月２日(土)８：１５～１６：００ 参加人数：３５名 

今回は名古屋港防災センターを訪ねました。 

まず、講演「災害にそなえる～今できることから一つず

つ～」は元小学校教師の近藤ひろ子氏による分かりやす

いお話で時間があっという間に過ぎ、瀬戸市で配布して

いる「瀬戸市防災ガイドマップ」「瀬戸市防災ハンドブッ

ク」に多くの防災関連情報が掲載されているのでぜひ読

んでほしい、と勧められました。その後、震度７の地震

体験・伊勢湾台風の３Ｄシアター・煙避難体験をそれぞ

れ体験し、揺れや水の激しさの体験に「命を守る」こと

の難しさを実感しました。 

昼食は浩養園でＷ鍋食べ放題を満喫し、帰りのバスでは

防災○×クイズに挑戦し全問正解の方が２名みえました。

とても充実した研修になりました。 

 

 

【今年度に実施した事業】 
●広がれ防災運動会の開催                ●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 ●視察研修 

●講演会＆公開円卓会議「協働!自分ごとのまちづくり」共催 

 

  【２０１９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２０１９協力・・・７月６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２０１９inパルティせと 協力・・・１０月１２日（土） 

 ●市民活動大交流会・・・１１月３０日（土）尾張旭市にて 

 ●市民活動ステップアップ交流会・・・２月２２日（土） 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆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☆ 

せと市民活動連絡会はこんなことやっています！ 

２０１９年度 「せと市民活動連絡会総会」を開催します！ 
 ５月２５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。 
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■ ■ 『なるほど ザ 学習会』 場所：パルティせと 4Fマルチメディアルーム  
第１回  ９/１１（水） １３：３０～１５：３０ 「ＳＮＳ活用講座」 

第２回  １１/９（土） １３：３０～１５：３０ 「アイスブレイク講座」 

第３回 １２/１１（水） １３：３０～１５：３０ 「ＮＰＯ講座 協働！」 

第４回  １/１５（水） １３：３０～１５：３０ 「企画書の書き方講座」 

第５回  ３/２５（水） １３：３０～１５：３０ 「健康づくり講座」 

※日程・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６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、今年も第三回目を開催します。 

 

■ 「交流フェスタ２０１９ inパルティせと」 開催 
  日時：１０月１２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。 

     市政９０周年となる今年度はより内容を充実させていく予定です。 

 

■ 「市民活動交流ルーム」場所：パルティせと４F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。団体の打ち合わせ、ミー

ティングなどにご利用ください。今年度は９回開催。（金曜日開催） 

  不定期ですがテーマに沿った座談会やプチ講座も行っていきます。 

お気軽に参加ください。 

※座談会のテーマは決まり次第 HP等でご案内します 

＜日程＞ 

４月２６日(金)＜バルーンアート教室＞※材料費２００円 

５月２４日(金）・ ６月２１日(金）・７月２６日(金) 

９月２０日(金)・１０月１８日(金)・１１月２２日（金） 

１月２４日(金)・ ２月２８日(金) 

（１３：３０～１６：３０）※座談会は１５：３０まで 

 

■ であい塾「市民活動あれこれ講座」 
日時：６月８日、１５日(土) 場所：パルティせと４Ｆマルチメディアルーム 

市民活動をはじめるきっかけ、新しい出会いづくりの講座を開催します。 

 

■ 協働たねまき交流会（連絡会と共催） 
日時：２月８日(土) 場所：パルティせと４F 

    様々な団体や人が協働して活動するきっかけになるような交流会を開催します。 

   

市民活動センター 平成３１年度のおもな予定 



 6 

 

 
市民活動センター登録団体の皆様へお知らせ 

 
 

 

【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 
 

■ 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。 
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・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 

 

■ 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（水）   ７月１５日号・・・５月２４日（金）  

■ センターNEWS 次号（第５７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 1日（土）までにお寄せください。 

■ 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 ： ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで 

  ロッカー代 ：  無料（サイズ 縦４０cm横２５cm奥行き４５cm カギ付） 

申込方法 ： ４月６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８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、同意書に代表者名・捺印をお願いします。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。 

 


