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４月１３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。 

２年目となる「まちの課題解決活動応援プログラム」への申請は、新

規の６団体、継続の６団体でした。みなさんの思いは熱く、時間切れ

のベルの後もプレゼンが続くなど、質疑応答も予定時間内では収ま

らないほどでした。 

それぞれが考えるまちの課題が、少しずつでも解決につながってい

くように市民活動センターとして支援していきたいと思います。 
 

団 体 名 事 業 名 

タネきち Art check-in 

自分を大切にできる子どもを育てたい母の会 CAPプログラムの実施 

ほやほや編集室 ほやほや編集室 

ガールスカウト愛知県第６６団 めざせ１００周年 “がんばれ瀬戸っ子” 

「こんなまちに住みたいナ」実行委員会 
銀座なんでも生き生きマルシェ、たんけん・はっけん・ほっとけん 
まち歩きツアー開催 

ご当地ヒーローでまちおこしの会 
せとクルランドと協働し、瀬戸市の未就学児を対象にこども達の憧れ、 

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 

防災ままのわ瀬戸 瀬戸で子育て世代への防災意識を高める事業 

ＮＰＯ法人デジタルライフサポーターズネット デジタル活用支援員育成事業 

瀬戸現代美術展 Barrack実行委員会 現代アーティストと考える「瀬戸のまちとアート」 

八幡台の環境問題を考える会 野良猫問題が起きないような環境づくり 

だんだん ひとりじゃないよ（子育てに困難を抱えるお母さんのケア） 

クロガネモチノキ実行委員会 ヨイ夜市 

 

 

 

応援します！ 

市民活動 

平成３１年度 
まちの課題解決活動応援プログラム補助金 

１２団体への交付が決まりました。 

２０１９年６月２９日＜５７号＞ 

この１２団体の成果報告会を、令和２年２月２２日（土） 

瀬戸市文化センター文化交流館にて開催予定です。 

＜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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ステージ 

10:05～10:40 「見て♪聴いて♪楽しめる吹奏楽」 

ママブラス♪スマイル 

11:00～11:30 「見ながら学べる防災おしばい」劇団びっくり箱 

11:45～13:00 ｢はいはい＆カタカタレース｣ 

13:30～14:00 「無料体験！家族みんなで Let’sバランスボール」 

14:00～14:20 ｢ダウン症チームと一緒にレッツダンス！｣ jumpM 

 

ホワイエ 

SunnySideMart 

尾張旭・瀬戸 おやこ劇場 

写真コーナー 

 

令和元年度 なるほどザ学習会 
 

 第１回 ９月１１日(水)１３：３０～１５：３０ ＳＮＳ活用講座 

 第２回１１月 ９日(土)１３：３０～１５：３０ アイスブレイク講座 

 第３回１２月１１日(水)１３：３０～１５：３０ ＮＰＯ車座交流会 

 第４回 １月１５日(水)１３：３０～１５：３０ 企画書の書き方講座 

 第５回 ３月２５日(水)１３：３０～１５：３０ 健康づくり講座 

【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  

参加費無料 

３度目となる「ままのわフェスタ inせと」を開催します！ 

瀬戸を中心とした地域の子育ての輪を広げる目的で情報発信や

市民活動団体とママ同士の交流はもちろん、パパ同士の交流な

ども目指します。昨年同様、子育て中のママを中心とした実行委

員会が盛り上げていきます。ステージやマルシェ、子育て応援ブ

ースなどが勢ぞろい。一度、足を運んでみてください。 

□子育て応援ブース（瀬戸市こども未来課、産後ドゥーラ） 

□市民活動団体ブース（ガールスカウト愛知県第６６団、ヒッポファミリークラブ瀬戸、 

せとマメナシ観察会、アレルギーっ子の会 in瀬戸、託児ボランティアたんぽぽ、 

せと市民活動連絡会） 

□カフェコーナー（せとっこかあさん、アップルシード、よつ葉、くわの実福祉会） 

 

７月６日（土）10：00～14：30 

パルティせと 4Ｆマルチメディアルーム・5Ｆアリーナにて 

今年も開催 
第３回 ままのわフェスタ inせと 

アリーナ内 

マルチメディアルーム 

バランスボール無料体験(10:15～11:15)、働く女性のセミナー(12:00～14:00) 

 

どなたでも 

参加できます！ 
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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 ６日（土） 
７月２０日（土） 
８月 ３日（土） 
８月２４日（土） 
９月 ７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：各回１０名（先着順）    

申込：電話、メール     締切：前日 

瀬戸市ウオーキング協会 
TEL：080-3065-7275(松原) 
 
 
 

７月７日（日） 
９:００集合 

尾張旭市内の公園めぐり（Ｌ：１２㎞ Ｓ：7ｋｍ） 
場所：名鉄尾張旭駅 集合、到着 

北山－東栄公園-旭台公園-運動ハウス-森林公園の植物園

-三郷駅-維摩池公園 

料金：３００円（会員、高校生以下は無料）別途入園料１９０円 

９月１日（日） 
９:００集合 

アサヒビール工場見学ウオーク（Ｌ：１２㎞ Ｓ：８ｋｍ） 
場所：名鉄印場駅集合 ＪＲ新守山駅到着 

大森寺-八竜湿原-小幡緑地-白沢渓谷-川田公園- 

アサヒビール工場 

料金：３００円（会員、高校生以下無料） 

ＣｏｄｅｒＤｏｊｏ 瀬戸 
TEL：090-3441-0020(中谷） 
http://coderdojo-seto.conn
pss.com 

７月１３日（土） 
７月２７日（土） 
１０:００～１２:００ 
毎月第２、４土曜日 

子供向けプログラミング道場 
場所：ゲストハウスますきち（瀬戸市仲切町２２） 

料金：無料（寄付歓迎） 

申込：ｗｅｂ        定員：６名（先着順） 

バイオリンを奏でる会 
TEL：090-3444-2779(中村） 

7月２０日（土） 
１３:１５～１６:３０ 
１３:００開場 

小さなヴァイオリニストたちの演奏会 
場所：瀬戸蔵 つばきホール 

料金：無料        申込：不要       

対象：未就学児からＯＫ       

内容：キラキラ星やメンデルスゾーン等、楽しい演奏会 

こども図画アトリエ 
ＴＥＬ：（0561）41-3061(岩外) 
 

７月２１日（日） 
８月１８日（日） 
９月２２日（日） 
９:３０～１１:３０ 

こども図画アトリエ（小・中学生対象） 
場所：パルティせと４階 第２学習室 

料金：各回５００円    *7/21 は夏休み図画宿題手伝い     

申込：不要        定員：１５名(先着順) 

ピース合唱団 
TEL：090-4198-2159(松原） 

７月２７日（土）１８:３０～ 
７月２８日（日） 
１０:３０～、１４:００～ 

合唱ミュージカル「とべないホタル」 
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） 

７月２８日（日） 
１３:００～１５:００ 
 

第２８回総会記念講演会 
「あなたは多治見空襲を知っていますか？」 
場所：水野地域交流センター 大集会室 

料金：無料         定員：なし 

申込：不要         *9：00～16：00 資料展示 

こんなまちに住みたいナ 
実行委員会 
TEL：（0561）84-7110 
(ＮＰＯ法人 窯のひろば) 
火、水曜日 定休日 

８月１７日（土） 
９:００～１１:００ 

「タンケン・ハッケン・ホットケン」まち歩きツアー 
場所：銀座通り商店街内ＮＰＯ法人窯のひろば 

料金：５００円 ツアー後かき氷プレゼント 

定員：３０名（先着順）   申込：電話 

内容：歩くことで発見。瀬戸のまちの魅力を見つけに探検！        

末広亭ですえひろがりの会 
TEL：080-1565-6824(加藤) 
（18：00～21：00） 

８月２４日（土） 
１４:００～１５:３０ 

せと末広寄席 
場所：せと末広亭（せと末広町商店街内） 

料金：５００円        定員：４０名（先着順） 

申込：不要 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎海軍航空隊の防空監視所 

バランスボールで介護予防プロジェクト瀬戸 

介護予防教室を開催しています。シニア世代の方がこれから

も自分らしく生き生きと歳を重ねていけるような運動の提案をし

ています。バランスボールは膝や腰に負担をかけずに、有酸素

運動・筋トレ・ストレッチを全て行うことができます。人生１００年

時代と言われる昨今、☆自分の足で歩ける！☆自分で食べたい

ものを食べられる！自分の人生を楽しむためには健康なカラダ

とココロが必要です。毎月教室を開いていますので気軽にご参

加下さい。見学もＯＫです。 

５月１２日(日) マイクロバスで行く「春の戦跡見学会」を行いま

した。参加者は２１名で、「豊田市の戦争を記録する会」の松原さ

んの案内で、豊田の戦跡を巡りました。 

豊田の戦跡は北の「名古屋海軍航空隊関連」と南の「岡崎海

軍航空隊関連」の２つになります。とくに浄水にある「通信壕跡」

は圧巻でした。この地から飛び立っていった特攻「草薙隊」のお

話は、後世に語り継いでいかないといけない貴重なものでした。 

いろいろな意味で勉強になった一日でした。 

瀬戸地下軍需工場跡を保存する会 

【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。 

5月 18日(土)の教室風景 

末広亭ですえひろがりの会 

５月２５日(土)に「せと末広寄席」を開催しました。末広商

店街の中にある小さな寄席「せと末広亭」で平成２１年度か

ら年に４回落語会を開催しています。今回は第４１回、１１年

目の始まりです。３月に中日新聞に取り上げていただいた

おかげで、これまでで最多の５２人のご来場がありました。

演者さんはお馴染み「楽語の会 東海支部」から４人ご出演

いただき、新作、古典、上方、人情噺とたっぷり聞かせてい

ただきました。次回は８月２４日(土)午後２時からです。 
5月 25日(土)の寄席風景 
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【観  光】   Ｂグループ 「愛知県陶磁美術館」 

【食べ物】   Ｆグループ 「瀬戸のごも飯」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２５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「令和元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１４５団体のうち８４団体(委任状３４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。市長より励ましの

ご挨拶もいただきました。 

総会後は「アネモネ」によるミニコンサートがあり、トランペットとホ

ルンの演奏に誰もが耳を傾けました。交流会は６２名が参加し、８テ

ーブルに分かれました。今年は「こう見えて、私○○ができます」と

いうお題の自己紹介をしながら、和気あいあいと軽食を摂りました。 

お楽しみタイムは「瀬戸のいいとこ探し」で、４グループずつ「観光」

「食べ物」の一押しを話し合い、プレゼン合戦をしました。 観光は４

グループそれぞれ違う一押しでしたが、食べ物は３グループが「ごも

飯」のプレゼンでした。どのプレゼンも皆さんうなずきながら、聞いて

いました。 

  

☆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☆ 

令和元年度 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２４日（土）仮称「防災ミニフェスタ」 

    ２月 ８日（土）   「協働たねまき交流会」 

■交流フェスタ２０１９ inパルティせと 開催・・・１０月１２日（土） 

  (熊本地震・東日本大震災復興応援)  

        ■３市（尾張旭市・長久手市・瀬戸市）交流会・・・・１１月３０日(土)  

      ■市民活動ステップアップ交流会・・・ ２月２２日（土） 

 

「瀬戸のいいとこ探し」１位 

●令和元年度 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 

今年度も引き続き 

よろしくお願いします！ 

せと市民活動連絡会はこんなことやっています！ 
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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 

 

■ 「なるほど ザ 学習会」 場所：マルチメディアルーム 
   第１回 ９/１１（水） １３：００～１５：３０ 「ＳＮＳ活用講座」 

■ 「交流フェスタ２０１９inパルティせと」 日時：１０月１２日(土) １０:００～（予定） 

■ 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(土) １０月１５日号…８月２８日(水) １１月１５日号…１０月２日(水)  

■ センターNEWS 次号（第５８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２２日(木)までにお寄せ下さい。 

■ 「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２６日（金）プチ講座は「絵本の読み聞かせ」 

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） 

      今年はテーマを決めてプチ講座も同時開催 

      ◆ 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 

 
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 


