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＜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 

 

 

令和元年度 なるほどザ学習会 
 

「学んで！愉しみ！スキルアップ！」 

市民活動をする上での、いろいろな課題や問題点を少しでも解決し、スキルアップにつなげて頂くために学習会を

開催しています。助成金や団体運営のノウハウ、個人のスキルアップのためにもどうぞご利用ください。 

今回は第２回 アイスブレイク講座と第３回 NPO車座交流会の様子をご紹介します。 

 

「アイスブレイク講座」 “場づくりの手法” “出会いの仕掛人” 

           講師：今村光章氏（岐阜大学教育学部教授） 

参加者の方たちにアイスブレイクを楽しく体験して

いただくことができました。 

出席者の点呼に動物の鳴き声で答えるアイスブレ

イクを行い、様々な鳴き声に講座の空気があっと

いう間に軟らかい雰囲気に変化するのを体感しま

した。車座に移ると、様々な手法のアイスブレイク

と今村先生の絶妙な進行で、気づけば多くの方と

話し、見知った顔同士でも新たな一面を知ることが

できました。団体の活動にもアイスブレイクを活か

していくことを期待します。 

 
 
 

「ＮＰＯ法人車座交流会」 “社会の変化とこれからのＮＰＯ” 

                講師：織田元樹氏（ＮＰＯ法人ボラみみより情報局 代表） 

ボランティア・ＮＰＯ・財政・人口などあらゆる面からの数字を

基に社会の変化を解説いただき、今できること・役割などを

考え５年ごとに活動の現状を見直していくことが活動の継続

につながるとの話に、参加者の方も納得していたようでした。 

交流会では、参加者の方がそれぞれ活動の悩みや課題を話さ

れ、織田代表からアドバイスや励ましを受け、それぞれの気づ

きにつながりました。代表の言葉で「後継者はあきらめずに探し

続ける。」が印象深かったという感想も聞かれました。 

応援します！ 

市民活動！ 

E-mail seto-npo@ma.gctv.ne.jp  URL http://www.gc-net.jp/seto-npo 

２０１９年１２月２７日＜５９号＞ 

令和元年１２月１１日(水) 13:30～ 

参加者 １７名 

TEL(0561)97-1161 FAX(0561)97-1171 

E-mailseto-npo@ma.gctv.ne.jp  

URL http://www.gc-net.jp/seto-npo 

E-mail seto-npo@ma.gctv.ne.jp  

URL http://www.gc-net.jp/seto-npo 

 

令和元年１１月２日(土) 13:30～ 

参加者 ２１名 
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今年も１０月１２日（土）に開催を予定しておりましたが、台風の接近により、安全面を考慮し中止とさせて頂きました。

ご準備を頂いた団体の皆様、ご来場を楽しみにしてくださっていた皆様には、大変ご迷惑をおかけしました。 

改めて来年度の「交流フェスタ２０２０ｉｎパルティせと」は、今年度の分まで皆様と一緒に盛り上げていきたいと思い

ます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

３月１４日（土）、文化センターに於いて「楽しく交流」をコンセプトに『交流フェスタ ミニ』を開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●活動紹介パネル展示でお預かりしていた模造紙は、パルティせと３階の壁面で展示させていただきました。 

★「市民活動ステップアップ交流会」のお知らせ★ 

【日 時】  ２月２２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 

  

第Ⅱ部 １２：３０～１５：００  交流会 

  
【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。 

※令和２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２８日（金） １３：３０～ パルティせと ４階 マルチメディアルーム 

 
皆様の参加を 

お待ちしています！ 

交流フェスタ２０１９inパルティせと 
～令和から始めよう！瀬戸を知る！～ 
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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) 
 

１月 ５日（日） 
9:00集合 
 

尾張えびす大祭ウオーク 
集合：名鉄瀬戸線三郷駅 解散：愛知環状鉄道山口駅 

距離：Ｌ１２ｋｍ Ｓ８ｋｍ  

参加費：３００円（会員・高校生以下は無料） 

 
２月 ２日（日） 
9:00集合 
 

曽野稲荷から道の駅「瀬戸しなの」へ 
集合：愛知環状鉄道中水野駅 解散：名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅   

距離：１１ｋｍ 

参加費：３００円（会員・高校生以下は無料） 

 
３月 １日（日） 
9:00集合 
 

天空の苗木城跡と六斎市を訪ねて 
集合・解散：ＪＲ中津川駅  

距離：１３ｋｍ 

参加費：３００円（会員・高校生以下は無料） 

瀬戸市和太鼓連盟 
TEL：090-9029-2034（水野) 
 

１月１２日（日） 
１３:３０～１６:３０ 
（開場１３:００） 

第１３回和太鼓の祭典 
場所：瀬戸蔵 つばきホール 

定員：３５０名(先着順)    申込：不要 

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） 
 

１月１６日（木） 
２月 ４日（火） 
３月 ４日（水） 
１３：００～１４：００ 

ゆかいな仲間の楽しいマジックショー 
場所：モリコロパーク 地球市民交流センター 

申込：不要  

料金：２００円（マジック、バルーンアート教室参加者のみ） 

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

１月１８日（土） 
１３:３０～１５:００ 
（開場１３:００） 

新春せと末広寄席 
場所：瀬戸蔵 つばきホール 

木戸銭：2,500 円(当日 2,800円) 全席指定 

託児：要予約 

３月 1４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） 

定員：４０名(先着順)     申込：不要 

木戸銭：５００円 

NPO法人 
デジタルライフサポーターズネット 
TEL：050-5273-9176(友次) 
Ｅ-ｍａｉｌ：info@dsapo.org 
WEB：https://dsapo.org/ 

１月１８日（土） 
９：３０～１６：３０ 

地域ＩＣＴ支援員になろう！ 
場所：瀬戸市デジタルリサーチパークセンター 

定員：１０名（先着順） 

申込：メール、ＷＥＢ     締切：１月１３日（月） 

料金：無料（テキスト代１,７６０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２５日（土） 
１０：００～１２：００ 

瀬戸地下軍需工場跡地現地見学会 
場所：水野地域交流センター 

申込：不要          料金：無料 

内容：１時間ほど学習会を行った後、現地見学会。 

足場が悪いので履きなれた靴でお願いします。 

悪天の場合は学習会だけ行います。 

ＮＰＯ法人 愛知家族会 
ＴＥＬ：090-7866-6753（林） 

２月９日（日） 
10：00～16：00 

第 15回フォーラム「変わりゆく薬物依存の対応」 
場所：ウィルあいち３階 大会議室 

定員：２５０名（先着順） 

申込：不要         料金：８００円 

尾張旭でミュージカルを
作ろう実行委員会 
TEL：050-5362-3562（鈴木) 
 

２月２４日（月・祝日） 
１５：００～ 
１８：００～ 

尾張旭市民ミュージカル「となりのドラゴン」 
場所：尾張旭市文化会館 あさひのホール 

申込：ＱＲコードにて 

料金：８００円(乳幼児の膝上は無料) 

 

 

 

※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 

 

mailto:info@dsapo.org
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『瀬戸子供太鼓こまいぬ座２９周年演奏会』を瀬戸蔵つばき

ホールにて開催しました。この日で引退する中学３年生１１人

を含む３５人の正座員と初々しい２６人の教室生、計６１人で

全１３曲を２時間にわたって演奏しました。 

観客席はほぼ満席状態で、来場者の中

には県外から見に来られた方もあり、

いただいた拍手や応援メッセージに感

動して涙する演奏者もいました。来年

は３０周年記念演奏会を１０月３１日

に文化センター文化ホールにて開催予

定です。ぜひご来場ください。 

 

 

 

 

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。 

乳幼児の親子対象に「第 1回親子防災ピクニッ

ク」を実施しました。独自にハザードマップを作

成し、土砂崩れの危険がある個所などを実際に確

認しながら歩きました。また避難所体験では、避

難所を実際に経験した方から実状を聞き、家族構

成に応じての防災リュックの工夫を話し合いまし

た。さらに備蓄食の試食をし、アレルギーの確認、

見本や成分表の大切さも学びました。来年度も実

施予定ですので、皆様ぜひご参加ください。 

やまぼうしの会 

 
こんなこと 

しましたよ！！ 

瀬戸子供太鼓こまいぬ座 

防災ままのわ瀬戸 

11/8(金) 

開 催！ 

11/3(日) 

開 催！ 

11/30(土) 

開 催！ 

私達は、心の病を持つ方のご家族やまたご本人が集まり

交流をしている会です。毎月第３火曜日１時半～４時ま

で、やすらぎ会館の一室で集まっています。今回は精神障

害の人たちの「地域移行支援について」をテーマに、一般

財団法人 しん の代表理事の本間 貴宣氏による講演会を

開催し貴重なお話を伺いました。悩みがすぐに解決するわ

けではないかもしれませんが、いつでもお気軽にお立ち寄

りくださることも大歓迎です。 
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１１月１５日（金）１３：３０～１６：３０ 瀬戸市文化センター ３１会議室にて  

                          参加者 市職員 １６名 市民活動団体 ２６名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まちづくりのための協働理解講座 」 

１１月２２日（金）１３：３０～１５：３０ パルティせと４階 マルチメディアルームにて 参加者１２名 

せと市民活動連絡会はこんなことやっています！ 

～定義も、しくみも、すべて進化して『協働 2.0』へ～ 

第１部はＩＩＨＯＥ［人と組織と地球のための国際研究所］代表の川北秀人氏をお迎えし、講演会

を行いました。講演では瀬戸市の人口や歳入出など、実際のデータから見えてくる、瀬戸市の「これ

までとこれから」についてお話していただきました。具体的な根拠に基づく内容により、市民と行政

との協働のイメージが曖昧だった参加者にも、予測と準備の大切さが伝わるとともに、地域ごとの課 

 題が明確となり、協働を進める必要性が理解でき

ました。 

『協働 2.0』とは市民活動団体と行政だけでなく、

すべての市民を巻き込むまちづくりであり、市民

と行政が力を出し合い、「１＋１＞２」にするた

めに考え進めていくことだと、改めて強く認識し

ました。 

第２部では、市民活動団体と市職員が「どんな

ことができるか？」「どんなことができたらいい

か？」のアイディアを出し、ワークを実施しまし

た。各グループから、拍手や笑いも起こり「先ず

は相手を知る」協働の第一歩を踏み出すことがで

きました。 

 

交流ルーム ・ プチ講座 「災害時の食事」 

普段使っている食材を利用し、使ったら補充する

「ローリングストック」について学びました。缶詰、

乾物など普段ストックしてある食材を炭水化物、たん

ぱく質、ビタミン・ミネラル類に分類し保管している

と不足分が見える化もでき、日常でも災害時でも栄養

面の工夫ができバランスよく食することができます。

ポリ袋で切干大根・みかん缶・カットわかめを使った

サラダの試食は大変美味しかったです。いざという時

の食の知恵・工夫が体験できました。 
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市民活動センター今後のおもな予定 
■ 「なるほど ザ 学習会」 場所：マルチメディアルーム 
   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」 

■ 「ステップアップ交流会」 日時：２月２２日（土）９：４５～１５：００（予定） 

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 １月２４日（金）・２月２８日（金） 

         １月２４日(金)１３：３０～１４：３０ 「なんでも相談会」 

         ２月２８日(金)１３：３０～１４：３０ 「まちの課題解決活動応援プログラム説明会・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（土）     ４月１５日号…〈予定〉２月２７日（木）  

■ センターNEWS 次号（第６０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２７日(木)までにお寄せ下さい。 

■ 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 『ｆace book』」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 

 

【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 

 


