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    「正しく知って、正しい対応」 
 

今年の交流フェスタは、コロナ対策の正しい情報を知り今後の活動につなげていこうと、縮

小開催で行います。 

３密を避けるためステージやブースを設けず、映像やパネル展示での活動紹介や、公立陶生

病院感染症内科主任部長の武藤先生出演による収録映像「新型コロナウイルス NOW」など例

年とは違った内容となります。 

アリーナ参加者も７０名(事前申込)と制限させていただき、コロナ感染のリスクを考慮し、

新しいフェスタの形を模索しながら実施していきたいと思います。 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ゲストステージ 

   ♡心に寄り添う音楽を♡ 

２０２０年 9 月３０日≪６２号≫ 
 

＜発行：瀬戸まちの活動センター＞ 
 
〒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-mail seto-npo@ma.gctv.ne.jp 

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

 

 

 

 

 

 

＜５階 ステージプログラム＞ アリーナ 

※入場には事前申込が必要です 
・対談（収録映像） 
「武藤先生に聞く！新型コロナウイルス NOW」 

・団体紹介（ビデオ映像） 
・ゲストステージ 
・抽選会 
 

＜５階 パネル展示＞ ホワイエ 

    申込不要、ご自由にご覧下さい 
・団体活動紹介 
・アンケート 
（コロナ禍での活動の工夫や疑問など） 

・武藤先生へコロナに関する質問 
・瀬戸市国際センター 
・瀬戸市みんなの生活展（瀬戸市生活安全課） 

 

＜４階 マルチメディアルーム＞ 
・わいわいセール １０：３０～１５：００ 

（NPO法人ネットワーク・せとっこ） 

交流フェスタ２０２０ With コロナを考えよう 

詩貴（マリンバ） 

西田尚史（ハンドパン） 

守屋貴美子（声楽） 

※ コロナの感染状況により、中止になる場合がありま

す。随時、HP等でお知らせいたします。ご確認の上ご

来場いただけますようお願いします。 

 

mailto:seto-npo@ma.gctv.ne.jp
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◆・◆「防災フェスティバル ～楽しく学ぶ防災あれこれ～」◆・◆ 

日時  10月 24日(土) 10：00～13：30 

場所  パルティせと 5階 アリーナ 

定員  70名(申込順) 

主催  瀬戸青年会議所   共催：せと市民活動連絡会 

協力  防災ネット・せと 他 

内容  ‣講演会「君は大切な人を守れるか!!」 

     講師：渡辺 実氏(株式会社まちづくり研究所 代表取締役) 

    ‣せとの魅力発見!! 防災座談会「災害に強いまち」 

パネリスト：伊藤保徳氏(瀬戸市長)・渡辺 実氏(株式会社まちづくり研究所 代表取締役)・ 

石原昭二氏(防災ネット・せと 代表)・浅野由利子氏(防災ままのわ瀬戸 会長)・ 

伊藤勝弥氏(青年会議所 理事長)  

    ‣非常食の試食（今年はパン、個包装で安心です。） 

    ‣防災劇 楽しく学ぼう♪「防災でんしゃにのって」(劇団びっくり箱) 

    ‣防災クイズ 進行：高橋ひろこ氏(ラジオサンキューパーソナリティ) 

    ‣パネル展示など 

 

◆・◆なるほどザ学習会「健康づくり講座」◆・◆ 

日時  11月 14日(土) 13：30～15：30 

場所  パルティせと 4階 マルチメディアルーム 

定員  15名(申込順) 

講師  大髙吾郎氏(人財ほっとネット登録 全日本ダンス教師協会認定講師) 

持ち物 動きやすい服装と靴でご参加ください。 

    （飲み物持参） 

 

 

◆・◆ままのわフェスタ in せと mini◆・◆ 

日時  11月 28日(土) 10：00～13：00 

場所  パルティせと 5階 アリーナ 

定員  80名(先着順) 

内容  ‣子ども・子育て座談会（子どもの成長に伴う疑問・質問にお答えします） 

パネリスト＜予定＞ 

加藤禎子氏（瀬戸市子ども未来課）・水野貴久枝氏(えほんのたからばこ代表)・井上静香氏(保育士) 

‣産後体操 

インストラクター 横山美紀氏(防災ままのわ瀬戸) 

    ‣親子で！ミニコンサート あねもね（ホルン・トランペット・ピアノのアンサンブル） 

    ‣活動紹介パネル展示 

今後の活動予定 

あねもね 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 内 容 

こども図画アトリエ 
TEL：41-3061（岩外） 
 
 

１０月１８日(日) 
１１月１５日(日) 
１２月２０日(日) 
９：３０～１１：３０ 

こども図画アトリエ 
場所：パルティせと ４階 第２学習室 

定員：１５人(先着順) 申込：不要 参加費：各５００円 

対象：小・中学生(画材具持参) 

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２８日（水） 
１２月 ８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 

定員：２０人（先着順） 申込：不要 

参加費：無料（マジック・バルーン教室希望者のみ２００円） 

スマイルプロジェクト 

ＴＥＬ：（052）870-3788（水野） 

 
 

１１月 ８日（日） 
１３：００～２０：００ 
 
 
 

虐待防止啓発活動チャリティーコンサート 
「ＭＵＳＩＣ ｆｏｒ ＡＬＬ」 
場所：中電ホール（名古屋市東区東新町1） 

定員：４００人    申込：電話 

参加費：３,８００円 主催：虐待防止啓発活動実行委員会 

ＴＥＬ：（050）1563-8617（古賀） 
 
 
 

１１月２１日（土）～２３日（月） 
１０：００～１８：００ 
 
 
 

せとアール・ブリュット芸術文化祭２０２０ 
 Ｂｏｒｄｅｒｌｅｓｓ Ｓｏｃｉｅｔｙ(展示会) 

場所：瀬戸蔵 市民ギャラリー  

定員：３０人（先着順） 申込：不要 

参加費：無料  

瀬戸尾張旭郷土史研究同好会 

ＴＥＬ・ＦＡＸ：８７－３１１９（松原） 
 
 

１１月２３日(月・祝) 
１３：００開場 
１３：３０開演 
 
 

創立２５周年記念 公開歴史講座 
「郷土を三つの視点で語る」 
場所：瀬戸市文化センター 文化交流館 ３１会議室 

定員：５０人(先着順) 申込：ＴＥＬ，ＦＡＸ 

参加費：無料 

          
 

バイオリンを奏でる会 年 2回バイオリンの演奏会を開催し、音楽の楽しさを伝える 

Hula サークル LAULELE 瀬戸市体育館や新郷でフラダンス講座 

瀬戸消費生活クラブ生活学校 毎年テーマを決めて消費生活を学び、賢く豊かな生活を目指す 

防災ままのわ瀬戸 乳幼児をもつママ達に向けた防災啓発活動 

STI マネー＆ボードゲーム 瀬戸で子ども～大人までできるボードゲームを使って金融教育 

スポーツウェルネス瀬戸ハヤブサ 地域住民や会員の親睦と健康増進や生きがいのために吹矢練習 

一般社団法人エンパシティックライフ 介護施設や福祉施設での訪問口腔ケア、摂食支援 

幼老農園プロジェクト 深川神社参道で[せとワン]を作り、各種イベント等を企画実践 

尾張旭でミュージカルを作ろう実行委員会 尾張旭や近隣住民を中心に一般参加のミュージカル公演を実施 

西陵社交ダンスサークル 音楽にのっての健康体操、認知症予防 

NPO 法人 名古屋外国人共生支援協会 愛知県在住の外国人に対して、日本語教室や交流会を開催 

せともの Friends 瀬戸市内外において、瀬戸物を使って演奏会を行う 

NPO 法人 ゆめはーと 地域や、見守りを必要とする人たちがワンチームで支え合う活動 

海演隊 寄席演芸を広める活動 

防災ネット・せと ＦＭ放送「聞いて聞かせて瀬戸の防災」出演、防災塾の企画など 

ハンドメイドサークル モルフェ ミシンや材料を持参し、教えあい、時間を共有し作品を作る。 

セト・ノベルティを愛する会 伝統のセトノベルティを広く知らしめ、継承していく活動 

 登録団体イベントカレンダー 

 

新規登録団体紹介 令和元年５月～令和２年７月に登録された１７団体 
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夏の終わりを感じる清々しい風が吹く中、瀬戸青空気功さんの活動を見学してきました！ 

開始時間の８時 30 分にはおよそ 30 人の会員さんが集まり、ＣＤの音を流してそれぞれが気功の動き

をはじめます。皆さん、すっかり動きを覚えてみえました。（おおむね 1 年程活動を続けると自然と動ける

ようになるそうです） 

 

活動当初からの会員さんにもお話を伺いました。「来ら

れるときに来られるだけというスタンスが続けられる秘訣

です。」とのことでした。 

気功はその名の通り、「気」を意識しながら体を動かし

ます。体に本来備わっている自然治癒力を最大限に活か

した体づくりです。 

 

今年で活動開始 25 周年を迎えられます。残念ながら予定されていた大きな周年イベントは出来ないと

いうことですが、コロナの影響で個人の自己防御が注目される中、毎日の気功で免疫力を高める活動は

今後も注目していきたいですね！ 

会員さんは随時募集されています。少しでも気になった方はまずは体験だけでもお気軽に参加ください。 

 

 

 

アウトリーチ編 

 センターでは、今年度から団体の皆さまの活動の様子を取材して、

情報収集ならびに広報につなげていくために活動を紹介していきま

す。今回はコロナ自粛後すぐに活動を再開された瀬戸青空気功さんを

たずねました。 

瀬戸青空気功  

 

瀬戸まちの活動センターは団体の活動場所へ出向いて活動を応援していきます！ 

 
センター職員も 
体験してみました！ 

2020年９月３日（木） 新共栄橋下にて 

毎朝 8時 30分～9時（日祝日を除く）、新共栄橋下で気功をしています。

「継続は力なり」をモットーに、無理なく楽しく活動しています。 
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      活用ください！ 瀬戸まちの活動センターの広報（後方）支援 
 

其の一 「Ｆａcebook ページ」への投稿 
 

瀬戸まちの活動センターでは facebookページからセンター行事、そして登録団体の活動の

紹介をしています！広報やセンターニュースなどとは異なり、リアルタイムな情報をお届けす

ることが出来ます。告知や活動報告など、どしどしセンターに情報をお寄せください。 

また、facebookのアカウン

トをお持ちの方は瀬戸まちの

活動センターfacebookペー

ジに「いいね！」してもらえ

るとタイムラインに投稿が表

示されるようになります。 

相互フォローも随時していき

ます！facebook上でも交流

の輪を広げていきましょう             

 

 

 

 

 

動画を提供して下さった「バランスボールで健康プロジェ

クト瀬戸」の小出さん。コロナ禍でも自宅で気軽に有酸素運

動ができるバランスボールの紹介をされました。この

facebook ページで活動を知ったメディアからの取材依頼

があり、中日新聞「中日ホームニュース」2020年７月 10

日(金)にて取り上げられました！ 

 

其の二 地元のコミュニティラジオ「ＲＡＤＩＯ ＳＡＮ－Ｑ」への出演 
 

毎週月曜日 9:20（再放送 12:00・18:00・24:00）の

『せとまちラジオ』にご出演いただくことができます。

活動への思い、イベント告知、新会員募集など語りませ

んか？ラジオサンキューのパーソナリティが上手に話を

引き出してくださいます。「10分も話すことあるのかし

ら？」と心配されていた方も終わってみれば「あっとい

う間だった！」との感想をいただいています。出演希望

の方はいつでもご連絡ください。 

お待ちしています！ 

 ここをクリック！ 

ラジオサンキュー収録の様子 
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【申込・お問合せ】 

瀬戸まちの活動センターへ電話・ＦＡＸ・Ｅメールまたは瀬戸まちの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 

■ 「交流フェスタ２０２０with コロナを考えよう」 １０月１０日(土) （縮小開催） 

■ 「ままのわフェスタｉｎせと mini」     １１月２８日(土) 予定（縮小開催） 

■ 「協働のたねまき交流会」         １月３０日(土) 予定 

■ 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・24:00放送 

☆ 瀬戸まちの活動センター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 

■ 「瀬戸まちの活動センター 『ｆacebook』」に団体情報掲載します。 

■ 「瀬戸まちの活動センター 『ホームページ』」をご覧ください。 

瀬戸まちの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。 

瀬戸まちの活動センター今後のおもな予定 

瀬戸まちの活動センター登録団体の皆様へお知らせ 

 
Facebookページに 

「いいね！」 

お願いします 

 

■ 「フリールーム」   

(場所)４階マルチメディアルーム 
 
１１月２７日(金)13:30～16:00 

 ２月２６日(金) 13:30～16:00 

◆ フリールームでは 

◇ 団体ＰＲの自主的な活動紹介 

（１３：３０～１４：３０） 

◇ なんでも相談コーナー 

（１４：３０～１６：００） 

◇ 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」  

締切日のお知らせ  
１１月１５日号 … ９月２９日(火) 

１２月１５日号 …１０月３０日(水) 

 １月１５日号 …１１月２４日(火) 

■ センターNEWS 次号（第６３号）の 

「登録団体イベントカレンダー」 

情報募集！ 
 １月・２月・３月のイベント情報は 

１１月２６日(木)までにお寄せ下さい。 


