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 １５回目を迎える交流フェスタは、昨年に続き台風の心配もありましたが、１０月１０日(日)に

開催することができました。今回は３密を避けるため事前予約制にしました。 

公立陶生病院感染症内科主任部長とラジオサンキューパーソナリティ林ともみさんとの対談 

映像「武藤先生に聞く！新型コロナウイルス NOW！」や「団体活動紹介のビデオ映像」の放映、 

ゲストステージでは打楽器(マリンバ＆ハンドパン)と歌を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 またホワイエでは、団体への事前アンケートからコロナ禍での活動についてや武藤先生への 

コロナ対策に関する質問とその回答を展示し、団体の活動紹介パネルと一緒に、誰でもみられるよ

うに工夫しました。最後の抽選会は、アマビエキングとアマ

ビエ王子たち?!が盛り上げてくれました。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、参加され

た皆さんのご協力のおかげで実施することができました。 
 
 

 

 

 

２０２０年１２月２５日≪６３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 

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

 

交流フェスタ２０２０with コロナを考えよう 

「正しく知って、正しい対応」開催しました 

※「武藤先生に聞く！新型コロナウイルス NOW！」をまとめた

ダイジェスト版があります（A4 用紙２枚）。ご入用の際は「瀬戸

まちの活動センター」窓口までお越しください。 

 

mailto:seto-npo@ma.gctv.ne.jp
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例年は七夕の時期に開催していたままのわフェスタを延期して縮小開催しました。 

 ステージでは理学療法士による産後ケア体操や瀬戸市の子育て支援関係者による子育て座

談会、ご自身たちも子育て中のママであるアンサンブル・アネモネさんのミニコンサートを行

いました。少し早いクリスマスの雰囲気を楽しんでもらえたことと思います。 

 会場には子ども・青少年育成部門の登

録団体や子育て支援団体のパネル展示

があり、参考にしたいとスマホで写真を

撮っていく姿もありました。 

毎年来場者が増え、子育て中のパパマ

マの輪を広げてきたこのフェスタ。今後

も出来ることを模索していきながら継

続して開催していくつもりです。 

 
  

 

 

 

 

ダンス講師 大髙吾朗氏による今年度初の学習会。ダ

ンスで健康づくりという内容で進めました。巧みなリ

ードで簡単なステップからペアダンスまで体験するこ

とが出来ました。コロナ禍の下、運動不足を払しょく

しようと企画し、短い時間でしたが参加者同士の交流

も生まれた温かい講座になりました。 

 

 

「ＺＯＯＭ」（ズーム）を使ってウェブ会議を試してみま

した。初めに「オンラインて何？クラウドってどういう

こと？」など、基本的な用語の説明を交えながら進めま

した。リモート参加者もいて、参加したタイミングで受

講者が拍手のスタンプを一斉に送るなど、機能を確認し

ながらの講座になりました。 
 

 

 

 

であい塾 （出会ってつながり育ちあう） 

第４回『ままのわフェスタ inせと mini』開催 

なるほどザ学習会 （学んで！愉しみ！スキルアップ！） 

令和２年度 第１回『健康づくり講座』 

第２回『オンライン活用講座』 

１１月２８日(土) 参加者 70 名 

11 月 14 日(土) 

12 月 9 日(水)  

予告 第３回『SDGｓ講座』 １月２０日(水)13:30～15:30 定員３０名 

（先着順） 場 所：パルティせと４階マルチメディアルーム 

参加者
15名 

参加者
17名 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 内 容 

 

1月 9日(土) 

9:00集合 

 

新春初歩き 

集合：名鉄名古屋本線有松駅 解散：名鉄熱田神宮駅 

距離：Ｌ14ｋｍ S10ｋｍ 

参加費：300円（会員・高校生以下は無料） 

瀬戸市ウオーキング協会 

TEL：080-3065-7275(松原) 

 

2月 7日(日) 

9:00集合 

 

近郊の尾張旭市・瀬戸市の北部エリアを歩く 

集合：名鉄瀬戸線尾張旭駅 解散：名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅   

距離：Ｌ14ｋｍ S11ｋｍ 

参加費：300円（会員・高校生以下は無料） 

 

3月 7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） 

瀬戸地下軍需工場跡を 

保存する会 
TEL：090-3837-7050(梅野) 
E-mail： 

tera-m@ob.aitai.ne.jp 

1月 23日(土) 

10:00～12:00 

 

瀬戸地下軍需工場跡現地見学会ならびに学習会 

場所：水野地域交流センター 第１会議室 

定員：20名(先着順)  申込：電話かメールで 

参加費：無料 

ヒッポファミリー 

クラブ瀬戸 

TEL：090-4083-1638(近藤) 

E-mail： 

coolnyan2015@gmail.com 

URL： 

http://www.lexhippo.gr.jp/ 

 

 

 

 

1/7(木)  10:00～11:30 

1/8(金)  10:00～11:00 

1/14(木) 10:00～11:00 

1/15(金) 16:00～17:00 

1/20(水) 10:00～11:00 

1/21(木) 16:00～17:00 

1/24(日) 10:00～11:30 

1/28(木) 10:00～11:30 

     19:30～20:30 

1/29(金) 18:30～20:00 

1/30(土) 10:00～11:00 

詳細は HPをご覧下さい 

親子で参加できる講座＆ワークショップ 

～多言語で世界に開かれた心を育む～  
ワークショップ 道泉地域交流センター和室 
 

ワークショップ (オンライン) 

申込後 zoomIDご連絡 

 
 
 

講座 パルティせと 4階大会議室 

ワークショップ 道泉地域交流センター和室 

ワークショップ(オンライン)申込後 zoomIDご連絡 

ワークショップ パルティせと 4階マルチメディアルーム 

ワークショップ(オンライン)申込後 zoomIDご連絡 

定員：各回 5組(要申込) 参加費：無料 

NPO法人ルカこども 

発達支援ルーム(小野) 

URL: https://  

lukescds@jimdofree.com/ 

E-mail: lukescds@gmail.com 

1月 17日(日) 

14:00～15:00(講演会) 

15:30～17:30(個別相談会) 

 

オンライン講演会＆個別相談会 

場所：愛知聖ルカ教会(個別相談会のみ) 

定員：８組(個別相談会)   参加費：無料  

申込：HPの申し込みフォームにて 

 
 

 

 

お知らせ・問合せ受付など気軽に使える相互コミュニケーションツールとし

て、センターの公式アカウントを作りました。講座や登録団体のイベントなどを

紹介していきますので、ぜひご活用ください。 

こちらのＱＲコードから友だち追加してください。   

 登録団体イベントカレンダー 

 

LINE公式アカウントはじめました！  
友達登録 

してね！ 
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瀬戸市には、住みやすい地域づくりのために様々な活動をする１６の地域力向上組織が

あります。そんな地域力の活動を知ってもらうために、新たに活動情報を紹介するコー 

ナーを設けることにしました。 

各地域力のイベント情報などをお伝えしていきます。協働や連携できることを探してみ

ませんか。 

 

 第一弾は、 長根連区地域力向上委員会  のご紹介です。 

 

長根連区地域力向上委員会は、子育て支援、高齢者支援、安心・安全、地域交流・マナー、

事務局の５つのグループから構成され、長根ふれあいセンター“連”を拠点に、それぞれ

地域課題解決のため活動を行っています。 

 

子育て支援グループの一つの事業  長根ぴよぴよサロン 

 

毎週火・金曜日の午前中、長根ふれあいセンター

“連”で開催しています。 

コロナ禍の中、遊具や畳等の消毒を始めとした環

境整備をして来所者を迎えています。検温と手指消

毒をし、３密に気を付けながらのサロン。暖かい日に

は、室内のみではなくテラスや戸外での遊びを楽し

んでいます。中でもスタッフが設置した日除けのあ

る砂場は、子どもたちのお気に入り！地域のスタッ

フに見守られながら、親子の笑顔や歓声がいっぱいの

サロンです。 
 
 
 

令和３年度「まちの課題解決活動応援プログラム」相談会  開催します！ 
 

瀬戸市における社会課題の解決を目指す自由で自発的な公益活動を支援する 

ために、支援金を交付します。その相談会を開催します。 

 

日 時：２月２６日(金) １３:３０～  

場 所：パルティせと 4階 マルチメディアルーム 

砂場の様子 

 

より暮らしやすい

瀬戸市にするための

アイデアをお待ちし

ております。 

地域力だより 
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「防災フェスティバル」 開催!!  
 

瀬戸青年会議所との共催で行いました。新型コロナ感染拡大防止対策を講じつつ、事前申込で登

録団体からは３０名余り、あわせて約８０名の方が参加されました。 

第１部は、㈱まちづくり計画研究所 代表取締役の渡辺実氏による講演「君は大切な人を守れる

か！！」と「せとの魅力発見！！防災座談会」を行いました。渡辺氏も加わった座談会では、伊藤市長、瀬

戸青年会議所理事長 伊藤勝弥氏、防災ネット・せと代表 石原氏、防災ままのわ瀬戸代表 浅野氏が

それぞれの活動状況について話されました。渡辺氏からは瀬戸市の防災への取組への理解とともに新

たな課題の提示がありました。今後の防災活動に向けて協働の大切さを感じる内容になりました。 

第２部の、劇団びっくり箱による防災劇「防災でんしゃにのって」は、場も和み、楽しみながらもしっか

り防災を学べることができ、防災〇×クイズでは普段の生活で災害に見舞われた状況を想定した内容

で、より日常生活の中の防災を考えさせられるものになりました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

防災〇×クイズ問題 

Q.地震のため家屋の倒壊や転倒家具に挟まれ身動きできない人がいれば家具を持ち上げ助け出します。 

A.×    解説   長時間重い物の下敷きになっていた人は体内に毒素が発生し、急に取り除くと

毒素が巡り心臓停止を起こす恐れがあるので、そのままにして救助を待ちます。 
 

Q.自分がスーパーマーケットにいる時に突然、大地震が来た場合は買い物かごをかぶってうずくまります。 

A.〇    解説   スーパーなどの買い物かごは意外にも強度があります。とにかく、どんなとき

でも頭を守ることが大切です。《シェイクアウト》はそのためのものです。 
 

★「市民活動ステップアップ交流会」のお知らせ★ 
 
     【日時】 ２月２０日(土) １０:００～１２:３０ (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 

    【内容】 第１部 「まちの課題解決活動応援プログラム」成果報告会 

         第２部 交流会 

     ＊詳細は未定です。決まり次第、HPなどでお知らせいたします。 

当日のクイズから抜粋 

 せと市民活動連絡会はこんなことをやっています！ 

１０月２４日（土） パルティせと ５階 アリーナ 
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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 

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 

 

■ 「なるほど ザ 学習会」 場所：マルチメディアルーム 

   1月 20日（水） 13:３０～15：30  「ＳＤＧｓ講座」 講師：奥村雄介氏 

■ 「協働のたねまき交流会」 場所：マルチメディアルーム 

   1月 30日（土）13:30～15:40 「せともの発信！協働のまちづくり」 

   

■ 「フリールーム」   
(場所)４階マルチメディアルーム 

2 月 26 日(金) 13:30～14:30 

まちの課題解決活動応援プログラム相談会 

◆ 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 

（１４：３０～１６：３０） 

◇ 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」  

締切日のお知らせ  

■ センターNEWS 次号（第６４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 

は 2 月２3 日(火)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・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。 

 
facebook ページに 

「いいね！」 

お願いします 

 


