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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。 

第１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、第２部は交流会

を行いました。延べ１８７名の方が参加されました。 
 

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  
「まちの課題解決活動応援プログラム」では１２団体が一年 

の活動の成果を発表し、審査員からは取組みそのものが素晴 

らしいと評価され、継続するためにも協働を広げることが大切 

であるなどの助言がありました。「せとコラボレーションプログ 

ラム」では、４組の団体が市の学校教育課、危機管理課、もの 

づくり商業振興課、高齢者福祉課とそれぞれ協働事業を実施 

しました。 課題は「密なコミュニケーション・対話の重要性」で 

あることを改めて認識する報告会となりました。 
 

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、「私達のまち瀬戸」をテーマに 

グループ対抗で○×クイズを行いました。出題は、瀬戸市のこと、私

達の生活に関すること、今の子どもたちの教育に関することからで、

敗者復活もあり、楽しくアイスブレイクできました。 

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」をテーマにワークショップを実施。所属している団体 

に入ったきっかけや、１０年後に活動している団体がこうあっていて 

ほしいという未来像などを描き、そのために今できることを話し合 

い、最後にまとめをグループごとに発表しました。 

 フィナーレでは、水南ウクレレ団による「楽しい！パフォーマンス」で、

会場が一体となり、アンコール演奏もあり盛り上がりを見せました。 

２０２０年３月 30 日 ＜６０号＞ 

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 ☆ 

＜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  URL 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！ 
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場 所：パルティせと４階 マルチメディアルーム 

＜フリールームの年間日程＞  

   ４月２４日（金）１３：３０～１６：００ 

   ５月２２日（金）１３：３０～１６：００ 

   ６月２６日（金）１３：３０～１６：００ 

   ９月２５日（金）１３：３０～１６：００ 

  １１月２７日（金）１３：３０～１６：００ 

  ２月２６日（金）１３：３０～１６：００ 

 

「交流ルーム」は「フリールーム」に生まれ変わります！ 

１月１５日（水）１３:３０～１５:３０ 

パルティせと４Ｆマルチメディアルーム  

 

※第 5回  健康づくり講座は中止となりました。 

参加申し込みを多くいただいていましたが、国内で新型コロナウイルスの感染が

広がっていることから、感染拡大防止の観点により、誠に残念ながら講座を中止し

ました。 

市民活動センター登録団体の活動スペース「交流ルーム」は、令和２年度より「フリールーム」

としてマルチメディアルームを開放します。 

・団体の打ち合わせ、ミーティングなどに利用できます。 

・団体を PR したい団体は活動紹介ができます。 

・不定期ですが、テーマに沿った座談会やプチ講座も行います。 

※フリールームを利用される場合は、市民活動センターに事前にお申込みください。 

所属している団体の活動の幅を広げるために、企

画が思いついたら実現する方法を考えましょう！と、

アイディアから企画書に落とし込んで実現するまで

を『まちの課題解決活動応援プログラム』の補助金

申請を例に、実際に企画書を書いてみました。 

参加者からは、一緒に受講した方の企画書から、

また新たに企画のヒントを得ることもできて良かった

というお声がありました。 

参加者 10名 

第 4 回   企画書の書き方講座 

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！ 

 
団体の会議などでも 

利用できます！ 
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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:080-3065-7275

（松原） 

 

 

４月５日（日） 

９：００集合 

五条川の桜ウォーク（L:15㎞ S:11㎞） 

集合場所： 名鉄小牧線羽黒駅 

 L:岩倉駅、S:布袋駅到着 

５月３日（日） 

９：００集合 

「三連水車」の明治用水緑道ウオーク 

（L:14㎞ S:10㎞） 

集合場所：名鉄名古屋本線新安城駅 

 L:新安城駅、S:三河八橋駅到着 

６月７日（日） 

９：００集合 

矢田川マラソンコースを歩く（L:12㎞ S:8㎞） 

集合場所：名鉄瀬戸線印場駅 

 L:大曽根駅、S:矢田駅到着 

こども図画アトリエ 

TEL：（0561）41-3061 

(岩外) 

４月２６日（日） 

５月１７日（日） 

６月２１日（日） 

７月１９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：幼児・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) 

瀬戸ファミリーシンガーズ 

TEL:(0561)83-6903

（小山） 

      

５月５日(火祝) 

１２：３０開場 

１３：００開演 

１０周年記念 チャリティコンサート 

入場料：無料 

場所：尾張旭市文化会館 文化会館ホール 

定員：９００名  

申込：不要       

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２３日(土) 

９：００～１６：３０ 

9：00集合 

マイクロバスで行く春の戦跡見学会 

「豊川海軍工廠と平和公園」 

参加費：3,0００円 （昼食代別） 

対象：一般 

集合場所：愛知環状線瀬戸市駅西口前 

定員：28名(先着順) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 
 

＜お知らせ＞ 

  国内で新型コロナウイルスの感染が広がっていることから、今回お知らせ

しているイベント・行事等が中止・延期になる場合がございます。詳細はそれ

ぞれの問合せ先にお尋ねください。 
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２月８日(土)１３：３０～１５：３０ 参加人数：３８名 

今回の協働のたねまき交流会は、「私のまちづくりへの

思い」をテーマに４人の若い世代の登壇者からお話を伺

いました。 

せとまちサポーターの老泉さんからは、ＳＮＳの活用で新

たな展開が生まれたこと、せと・しごと塾卒塾生の牧さんか

らは、外から見た瀬戸の魅力や思いを現実化するための

助言がきっかけで起業につながったこと、防災ままのわ瀬

戸の浅野さんからは子育て世代の防災の輪を広げ協働を

進めたいこと、市産業政策課の吉田さんからは、親として

セミナーに参加し社会問題や人生設計を改めて考えたこ

と等、興味深いお話を聴くことができました。 

その後、観光・企業・防災・男女共同参画の分野に分かれ「こんなことができるといいな、してみた

い」など、登壇者も一緒に話し合いました。 

（観  光）   瀬戸の名所をつなぐバス、インスタ映えスポット、バーチャル瀬戸観光など 

（起  業）   瀬戸の陶製カップで飲むコーヒー、瀬戸のグランドキャニオンでドローン飛行など 

（防  災）   小中高 PTA と一緒に防災勉強会、避難訓練付きコンサート、防災アプリ活用など 

（男女共同参画） 地域やＮＰＯと共に待機児童対策、プレパパママ教室（祖父母も）など 
 

今回の出会いと交流がきっかけとなり、新たな協働の芽が生まれることが期待できます。 
 

 

【今年度に実施した事業】 
●楽しく学ぶ防災！あれこれの開催  

●ままのわフェスタに協力 

●３市(瀬戸,尾張旭,長久手)交流会に参加      

●第２回協働のたねまき交流会 

(市民活動センターと共催) 

●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 

【令和２年度実施予定事業】 

●せと市民活動連絡会総会・・・５月２３日（土） パルティせと５階アリーナ 

●ままのわフェスタ inせと２０２０ 協力・・・７月４日（土） 

●とくと～く交流会・・・年間 2回開催（協働のたねまき交流会など） 

●交流フェスタ２０２０inパルティせと 協力・・・１０月１０日（土） 

●近隣地域市民活動団体交流会・・・１１月２８日(土) 

●視察研修・・・２月６日（土） 

●運営委員会（１２回）・・・毎月第２木曜日 １９:００～ 

かしょ ☆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！ 

★第２回 協働のたねまき交流会 開催★ 
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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  

9月 9日(水)、１１月 14日(土)、12月 9日(水)、1月 20日（水）、3月 13日(土) 

  時間：１３：３０～１５：３０ 

  ＳＮＳ活用講座、チームビルディング体験講座、チラシ活用講座、ＮＰＯ講座、 

課題発見プログラム講座などを予定しています。 
 

■ 「ままのわフェスタ inせと 」開催 

日時：7月4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 

 

■ 「交流フェスタ２０２０ inパルティせと」開催 

日時:１０月１０日（土）  
場所:パルティせと４Ｆ ・ ５Ｆ 

 

■ 「フリールーム」場所:パルティせと４Ｆマルチメディアルーム 

4月 24日(金)、５月２２日(金)、６月２６日(金)、９月２５日(金)、 

１１月２７日(金)、２月２６日(金)   時間：１３:30～16:00 
     昨年までの交流ルームが新たにフリールームとなります。 
 

■ 「楽しく学ぼう防災あれこれ」（瀬戸青年会議所と共催） 

日時:７月２３日（木）場所:パルティせと５Ｆアリーナ 
 

■ 「協働のたねまき交流会」（せと市民活動連絡会と共催） 

日時:８月２２日（土）場所:パルティせと４Ｆマルチメディアルーム 
 

■ 「協働促進講座」 

日時:１１月２０日（金）場所:パルティせと４Ｆマルチメディアルーム 
 

■ 「近隣地域市民活動団体交流会」 

日時:１１月２８日（土） 
 
■ 「市民活動ステップアップ交流会」 
（まちの課題解決活動応援プログラム等活動成果報告会を同日開催） 

日時:２月２０日（土）場所:文化センター 
 
■ 「協働のための異業種交流会」 

日時:３月６日（土）場所:パルティせと４Ｆマルチメディアルーム 
 
■ 新たに「地域への出前講座」を始めます 

＜市民活動センター 令和２年度の予定＞ 
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 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 

■「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。 

■「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、フリー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、「せと市民活動応援補助金情報」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２１日（火）   ７月１５日号・・・６月２日（火）  

■ センターNEWS 次号（第61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２日（火）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 ： 令和２年４月１日から令和３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 4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 6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、代表者押印の「同意書」の提出と新しいカードへの交換 

のため、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。 

 


