
 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★キッズおたのしみコーナー 
子どもも大人もみんなで遊ぼう！ 

＜ マルチメディア 

ルーム東側通路 ＞ 

★活動紹介パネル展示 
手づくりパネルで活動紹介 

＜ 大会議室 ＞ 

★国際センターの部屋 
 《 笑顔で挨拶を・・・》 

 ～あなたは 何語で？～ 

  世界の国々で交わされている 

挨拶♡あなたは何語でしますか 

 

＜ アリーナステージ ＞ 

★オトナリ²（マリンバ＆ハンドパン） 

  瀬戸市ゆかりの新生デュオ『オトナリ²』は 

『おとなり』と読みます。マリンバとハンドパン、そして 

瀬戸物を楽器として演奏します。ときに優しく、ときに 

力強い打楽器の魅力をどうそご堪能ください。 
 

★活動紹介ステージ 

  市民活動団体による日ごろの活動の成果発表 
 

＜ マルチメディアルーム ＞ 

★あなたも参加！ 

   熊本地震・ 

   東日本大震災 

復興応援 
  ・「自分の命を守り、 

    みんなで助け合おう！」 

  ・熊本・東北物産展 

  ・防災クイズ 

 ・防災グッズ作り 

   

交流フェスタ２０１９ｉｎﾊﾟﾙﾃｨせと 

＜ 第１学習室 ＞ 

★ふれあい茶屋(有料) 

     コーヒー・ジュース 

       パン・クッキー  

（１０：３０～１５：３０） 

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 

ご家族ご友人 

お誘い合わせて、是非 

ご来場ください！！ 

２０１９年９月２６日＜５８号＞ 

★スタンプラリー(10：30～14：30) 
参加賞（先着２００名）  ４階・５階各会場 

１０月１２日（土） １０：００～１６：００  
パルティせと４階・５階 

～令和から始めよう！瀬戸を知る！～ 

＜ 第２学習室 ＞ 

★瀬戸市みんなの生活展 

「考えよう 今の生活  

未来の私」 

＜ アリーナ＆ロビー ＞ 

★市民活動・地域活動交流ブース 

  市内を中心に活動している３０の団体が 

  一堂に集まり、多彩な活動を紹介 
 

★ロビーで体験・体感！ 

    野菜の販売、マジックや、瀬戸の歴史 

       などの活動紹介                  

★お楽しみ抽選会 

（１５：３０～１６：００） 
 

５階 

 

（１０：００～１６：００） 

４階 
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1. であい塾 （出会ってつながり育ちあう）  

第３回 『ままのわフェスタ inせと 2019』開催  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ままのわフェスタ inせと 2019を開催しました。今年で第三回目となる催しで、リピーターの方も

多く、「毎年楽しみにしている」とのうれしい声も聞かれました。 

ステージでは、市民活動登録団体の「ママブラス♪スマイル」のブラスバンド演奏からはじまり、

劇団びっくり箱、ダウン症の子どもとその親によるダンスグループ jumpMの発表で盛り上がりました。

そのほか、中部大学の学生ボランティアさんによる手遊び・大型絵本や、はいはいレース・カタカタ

レース、バランスボール体験など盛りだくさんのプログラムで親子連れの来場者が楽しむ姿が見受け

られました。会場内には子育て応援ブースも多く並び、ワークショップを楽しむ子どもたちのそばで

パパ・ママは抱っこ紐の使い方やアレルギーなどの相談窓口を利用していました。 

昨年好評だった七夕写真コーナーはバージョンアップし、撮影を楽しむ親子の声がフロアに響いて

いました。回を重ねるごとに内容が充実していると実行委員一同実感しているこのイベント。来年に

向けてまた新たな子育ての輪を紡いでいきたいです。 

0 市民活動センター事業レポート 

７月６日（土）１０：００～１４：３０ ～パルティせと５階アリーナ・４階マルチメディアルームにて～ 

 

来場者数 

1200名 

いくつもあるＳＮＳツールの中から「インスタグラム」を扱

う講座を開催しました。講師にはせとまちサポーターとして

数々の写真を投稿し、固定ファンをつかんでいる和菓子職人老

泉翔太氏を招きました。 

インスタグラムで何ができるの？どんな人が見てくれるの？

という基本的なことから、スマートフォンのアプリでキレイな

写真を撮る方法などを教わりました。アカウントは取ったけれ

ど・・・、という参加者が多かった中、早速講座の様子を投稿

する方もいらっしゃいました。この学びを活かして、インスタ

グラムでどんどん瀬戸の魅力を発信していってください！ 

2. なるほどザ学習会（学んで！愉しみ！スキルアップ！） 

令和元年度 第１回 『SNS活用講座』   

 

■ 講 師 ： 老泉 翔太 氏 （せとまちサポーター）■ 参加人数：２２名 

９月１１日（水）１３：３０～１５：３０ ～パルティせと４階マルチメディアルームにて～ 
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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：080-3065-7275（松原） 

 
 

１０月６日（日） 
９：００集合 

緑区扇川のせせらぎと３６０度眺望の滝の水公園（L：1２㎞ S：８km） 
場所：名鉄鳴海駅集合 地下鉄桜通線野並駅到着 

１１月３日（日） 
９：００集合 

岡崎の矢作川水辺ウオーク（L：１２㎞ S：８㎞） 
場所：JR・愛知環状鉄道岡崎駅集合 愛知環状鉄道大門駅解散 

１２月１日（日） 
９：００集合 

多治見から虎渓山永保寺を歩く（1１㎞） 
場所：JR 中央線多治見駅集合、解散 

NPO法人  
やきもの文化・瀬戸洞町 
TEL：090-5038-8948（工藤） 

FAX：(0561)21-4100 

Ｅメール：info@yakibun.jp 

１０月１３日（日） 
１０：３０～１２：００ 
１３：３０～１５：００ 

せともん探訪ツアーin洞町 
場所：窯垣の小径資料館駐車場集合（受付１０分前） 
定員：各１５名（先着順）  参加費：１,０００円（ごもおにぎり付） 
申込：ＦＡＸ、E メール、facebookで①氏名②人数③連絡先④希望時

間をお知らせください。 
締切：１０月６日（日） 

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） 

１０月２２日（火） 
１１月２０日（水） 
１２月 ８日（日） 
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・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 
*希望者のみマジック・バルーンアート教室開催（材料費２００円） 

ＮＰＯ法人ネットワーク・ 
せとっこ せと・市民塾 
〒489-0043 朝日町 47 

TEL：090-2778-3443（水野） 

FAX：（0561）65-3923 

E メール： 
shiminjuku@setokko.net 

 
１０月２４日（木） 
１１月２１日（木） 
１２月１９日（木） 
 １月２３日（木） 
 ３月１９日（木） 
１０：００～１１：５０ 

せと・市民塾 塾生募集！ 
「朗読のひととき」～心豊かな人生を～ 
「食生活を考える」～認知症予防～ 
「手軽にできるデコパージュ」～オリジナルバッグを作ろう～ 

「脳梗塞の予防と発見」 
「トーク・歌うことの喜び」～さあ歌ってみましょう～ 
場所：パルティせと４階マルチメディアルーム 
    ※３月のみ瀬戸蔵リハーサル室（予定） 
定員：４０名（先着順）  参加費：入塾料１,０００円 
授業料８００円×５回＝４,０００円(材料費等は別途実費) 
申込：ＦＡＸ、E メールまたは葉書にて①郵便番号、住所②氏名 

③電話番号をお知らせください 

瀬戸子供太鼓こまいぬ座 
TEL：090-4183-8951（加藤） 

１１月３日（日） 
１３：００ 開場 
１３：３０ 開演 

瀬戸子供太鼓こまいぬ座 ２９周年演奏会 
場所：瀬戸蔵 つばきホール  入場料：無料  
定員：３５０名（先着順） 当日１２：４５より現地にて整理券配布 

防災ままのわ瀬戸 
TEL：090-7303-6021(山際) 
E メール：

boumamaseto@gmail.com 

１１月８日（金） 
１０：００～１２：３０ 

親子防災ピクニック 
場所：萩山公民館  対象：乳幼児連れの親子（大人のみも可） 
定員：１５組（先着順）  参加費：無料   
申込：Eメールにて①氏名②子どもの名前と月齢又は年齢③電話番
号をお知らせください。   締切：１１月６日（水） 

やまぼうしの会 
TEL：（0561）84-9923（横山） 

１１月３０日（土） 
１４：００～１６：００ 
（受付１３：３０～） 

地域移行支援について～治療から生活支援へ～ 
場所：パルティせと４階マルチメディアルーム 

定員：６０名  参加費：無料  申込：不要 

瀬戸メサイア合唱団 
TEL：（0561）82-2950(梶田) 

１２月８日(日) 
１３：３０ 開場 

１４：００ 開演 

第１７回クリスマスチャリティーコンサート 
場所：名古屋学院大学瀬戸キャンパスチャペル 

定員：２５０名（先着順） 

入場料：無料、要整理券   整理券申込：電話にて 

三味線家 
～shamisen-ya～ 
TEL：090-4445-8049(加藤) 
WEB：form.run/@shamisenya  

１２月８日（日） 
１３：００開演 

第１１回民謡唄っ子のど自慢チン・トン・シャン出場者募集 
場所：瀬戸市やすらぎ会館５階大集会室 
対象： 中学生以下 
定員：２０組（先着順）  参加費：１組につき５００円（観覧は無料） 
申込：WEB にて   締切：１１月２４日(日) 

ＮＰＯ法人アップル・シード 
TEL：（0561）78-3625（成瀬） 
FAX：（0561）78-3625 
E メール：appleseed@gctv.ne.jp 

１２月１４日（土） 
１４：００～１６：００ 
 

冠地情／成瀬毅講演会「生きるということ」 
場所：瀬戸蔵・多目的ホール 
定員：８５名（先着順）  参加費：５００円 
申込：E メール、電話、FAX、こくちーず、facebook 等 

 

※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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こんなこと 

しました！！ 

バイオリンを奏でる会 

 

毎年恒例の「ええとこ訪ね隊瀬戸・旭」。 

今回 6 月 24 日は、三重県伊雑宮と、新たに国宝に指定され

た高田本山専修寺(一身田町)を巡る旅を企画しました。午前

中は日本三大お田植祭で平安時代より続く古式伝統ある会

場を、午後は専修寺・如来堂・御影堂を見学しました。寺院

を中心として作られた自治都市で、周囲を環濠が囲み、国の

重要伝統的建造郡保存地区となっている寺内町を地元ガイ

ドさんに案内して頂き、参加者 53名満足して帰着しました。 

瀬戸市出身で、世界を舞台に活躍されたヴァイオリニス

トの西田博先生を講師としてお招きし、瀬戸に音楽文化

を根付かせる事を目的として、月 3回のレッスンと年 2

回の演奏会を企画運営しています。所属ヴァイオリニス

トは、未就学児から 40代までと幅広く、初心者でも大歓

迎です。夏の演奏会では、会場の皆さんにヴァイオリン

の美しい響きを直に感じてもらうため、ヴァイオリン体

験会を開催し、大変好評でした。次回もお楽しみに！ 

 

 

 

ＣｏｄｅｒＤｏｊｏ瀬戸は無料の子供向けプログラミン

グコミュニティです。毎月 2 回開催しています。毎回小

学生から高校生までの子供たちが遊びに来て、自分の作

りたいものを作って楽しんでいます。最後には発表の時

間があり、それぞれ今日つくった作品をドキドキしなが

ら誇らしげに発表してくれます。初心者も、経験者も見

学希望の大人も遠慮なく遊びに来てください。 

ＣｏｄｅｒＤｏｊｏ瀬戸 

 

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。どの団体がどんな活動をされているのか、ぜひ知って下さい！！ 

 

詳しくは「ＣｏｄｅｒＤｏｊｏ瀬戸」で検索！  

瀬戸尾張旭郷土史研究同好会 
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とくとーく★交流会 第 1回を開催しました！ 

  楽しく学ぶ防災！あれこれ 
８月２４日(土)１０:００～１３:５０ 

～パルティせと ５階 アリーナにて 約 90名参加 

 

 地震・台風・大雨など、いつ・どこで起こるか予想がつかない

自然災害。自然災害が身近に感じられる今こそ、防災意識を高め

てもらおうと開催しました。防災教育アドバイザーの近藤ひろ子

氏による「自分の命は自分で守る」～その時どうする～というテ

ーマの講演内容は分かりやすく、その後のワークショップでは広

告紙を使用した座布団作りの懇切丁寧な指導もあり、会場が静ま

り返るほど全員が夢中で作成していました。講演も、ワークショ

ップも講師の防災意識の啓発への思いが伝わり好評でした。 

非常食の炊き出し訓練では意欲的な若いママの参加があり、ア

イデア非常食のブースでは試食に多くの人が集まり、「カップラ

ーメンに豆乳がこんなに合うと思わなかった、おいしい」などの

感想が聞かれました。また、防災ままのわ瀬戸が作成した防災ハ

ンドブックの配布もあり、体験や学びがありました。 

午後からのクロスロード（災害対応カードゲーム）は思いのほ

か沢山の方にご参加いただきました。各テーブルとても盛り上が

り、災害時の対応を考えさせられ、それぞれの立場や考え方の違

いに新たな気づきもあったようでした。また小学生の率直な意見

に、会場の誰もが災害への備えの大切さを再認識しました。 

 

次回は２月８日（土）に「協働たねまき交流会」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★あなたも参加！熊本地震・東日本大震災 （交流フェスタ２０１９inパルティせと内で開催） 

パルティ 
 ●復興応援のための熊本・東北物産展 

黒糖ドーナツ棒、黒亭ラーメン、牛タンカレー、かもめの玉子ミニ、 

タイピーエンスープなど  

   

 ●自分の命を守り、みんなで助け合おう                      

 ・防災クイズ （危機管理課）                                       

・ＤＶＤ                                                     

  「地震だ！そのときどうする？」                                     

  「ズッコケ三人組の防災教室」                                     

 ・知ろう、作ろう防災グッズ！                                       

   広告紙、ゴミ袋、牛乳パックなど、身近な日用品を利用して、防災グッズ作り 

   

 

 

 

☆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☆ 

ご 

参 

加 

く 

だ 

さ 

い 

！ 

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 

 

市民活動センター今後のおもな予定 

■ 広報せと「ほっとネット☀せと」 締切り日のお知らせ  

 １２月１５日号…１０月３０日(水) １月１５日号…１１月２３日(土) ２月１５日号…１２月２１日(土)  

■ センターNEWS 次号（第５９号）の「登録団体イベントカレンダー」情報募集！ 

   １月・２月・３月のイベント情報を１１月２８日(木)までにお寄せ下さい。 

【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 

 

■ 「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)  
      １０月１８日（金）・１１月２２日（金）・１月２４日（金）・２月２８日（金） 

      プチ講座 １０月１８日(金) 「消費税のお話」 

１１月２２日(金) 「災害時の食事」  

      ◆ 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 

■ 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 

 

■ 「なるほど ザ 学習会」 場所：マルチメディアルーム 
   第２回 １１/ ２（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車座交流会」 

■ 「交流フェスタ２０１９inパルティせと」 日時：１０月１２日(土)１０:００～１６：００ 


