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本年も “瀬戸まちの活動センター”を よろしくお願いいたします 
 

 

 

 

 

 

 
 

 交流フェスタは、今回で 16 回目になります。長い with コ

ロナ生活の中でも、ほっこりする時間を持っていただければと

開催しました。コロナ感染拡大予防対策のため事前予約制でし

たが、ほぼ満席になるほどの参加がありました。 

『講演』は、NHK名古屋放送局キャスターの有田早紀さんから

テーマ「また会いたくなる！聴き方、伝え方」についてのお話

を伺いました。来場者との対話も交え、現場で培われたトーク

力をたっぷりとご披露していただきました。 

 また、『団体活動紹介』は事前に提供

していただいた映像で行いました。ど

の団体も昨年度より工夫された紹介内

容になりました。 

 「マンドリン演奏を楽しむ会」の鈴木剛氏による『マンドリンコンサー

ト』は、やさしい音色で心にしみる演奏に涙を浮かべる来場者もいました。 

会場内には「団体活動紹介パネル展示」を実施。活

動紹介パネルはフェスタの後にパルティせと３階の

壁面にも展示されました。アリーナロビーでは、瀬戸

市生活安全課による「瀬戸市みんなの生活展」と復興

応援のための物産展を開催。最後の抽選会は、例年よ

り景品を多くし、市民活動連絡会会長扮するアマビ

エ女王と、副会長扮するお供の者たちが盛り上げて

くれました。 

２０２２年 １月１７日≪６７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２０２１in パルティせと 

～ここらでほっこりしよまいか～ 
 

参加者９５名 

１０月２日(土) 

パルティせと 5階   
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始めに ZOOMで出来ることを解説し、実際に端末を使って

会議に参加しました。「マウスを握るのも初めて」「ホスト

になってみたい」方まで、参加者のスキルは様々でしたが、

CoderDojo 瀬戸の中谷一郎さんを中心に数名のサポートも

あり、きめ細かいフォローができました。 

また、１１月１３日(土)、２６日（金）には「パソコン何でも相談」

も開き、PC・スマホの相談を個別で行いました。 

センターでは今後も IT活用の後方支援をしていきます！ 

 

 

 

講師に、タケゾーこと加藤武志さん（まち楽房
ら ぼ

有限会社代表取締役・中京大

学現代社会学部講師）をお迎えし、「ワクワクする未来を迎えに行こう。 ～教えて

タケゾー！連携・協働のコツって？～」と題して、お話を伺いました。 

なぜ協働なのか、歴史的な推移を知り、その中で NPO は市民と行政を結ぶ

新たな公共領域になっていると学びました。そして、民間・若者を巻き込んだ他市

の事例から、自分事として共に考え行動する人を増やしていくコツを知り

ました。 

自分が楽しみながら周りを巻き込んでいく

「巻きコミュニケーション」の大切さ、NPO

は「市民のやる気とパワーを引き出すプロ

デューサー」であるなど、NPO の活動の意

義を再確認できる内容でした。講演の後は、

タケゾーさんを囲んで座談会をおこな

い、参加者それぞれの活動の紹介や質問

などで相互の交流も図れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なるほどザ学習会 （学んで！愉しみ！スキルアップ！） 

第２回『はじめよう ZOOM講座』開催しました 1１月６日(土)13：30～15：30 

第３回『NPO講座』開催しました 

第４回『知って安心！私のまちの事前防災』  

３月１２日(土)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 

講 師：石原昭二（防災ネット・せと） 

防災ままのわ瀬戸 

1２月８日(水)13：30～15：30 参加者
17名 

参加者
18名 

予告 
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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) 

 

2月 6日(日) 

9:00集合 

 

総会ウオーク 
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：１４ｋｍ 申込：不要 
参加費：３００円（会員・高校生以下は無料） 

3月 6日(日) 

9:00集合 

 

農業センター梅園鑑賞ウオーク 
集合：リニモ長久手古戦場駅 解散：地下鉄平針駅  
距離：１３ｋｍ 申込：不要 
参加費：３００円（会員・高校生以下は無料） 

4月 3日(日) 

9:00集合 

 

お花見ウオーク 
集合：JR 高蔵寺駅 解散：愛環瀬戸市駅  
距離：１２ｋｍ 申込：不要 
参加費：３００円（会員・高校生以下は無料） 

猿投の森づくりの会(上口) 
E-mail：
megumi.kamiguchi@gmail.com 

2月 26日(土) 

10:00～13:00 

 

森からのプレゼントⅡ 
～猿投の森の恵みを丸ごと体験～ 
間伐材でシイタケの植菌作業を体験しよう 
場所：愛知県有林やまじの森（猿投の森） 
定員：１５名(抽選) 申込：2 週間前までにメールで 
参加費：３００円 

3月 26日(土) 

10:00～13:00 

森からのプレゼントⅡ 
～猿投の森の恵みを丸ごと体験～ 
森の植物にふれてクロモジ茶も味わってみよう 
場所：愛知県有林やまじの森（猿投の森） 
定員：１５名(抽選) 申込：2 週間前までにメールで 
参加費：３００円 

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) 

2月 26日(土) 

13:00～14:00 

3月 27日(日) 

13:00～14:00 

ゆかいな仲間の楽しいマジックショー 
(交通安全マジック、マジック・バルーン教室) 
場所：モリコロパーク 地球市民交流センター 
定員：３０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） 

こども図画アトリエ 

TEL：0561-41-3061(岩外) 

2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：10人(先着順) 申込：不要 参加費：５００円 
対象：小・中学生(画材具持参) 

バランスボールで 

健康プロジェクト瀬戸 

TEL：050-6879-2523(小出) 

2月 12日（土） 

10:30～11:30 

3月 12日（土） 

10:30～11:30 

バランスボール体験会 
場所：アシストケア宝が丘  定員：1２人(先着順)  
申込：電話  対象：小学生～70代 
参加費：小学生３００円、中学生８００円、一般 1,000円 

 
 
 

 
 

①｢はじめの一歩活動｣………新たな団体(活動開始３年以内)の支援 

②｢テーマ型協働活動部門｣…市が提示した社会課題テーマ※について、市と協働で取り組む

団体の支援           ※テーマは２月上旬に発表予定 

●支援金申請のための説明会の日程 

日 時：２月１４日(月) １３:３０～1５:３０ 

場 所：パルティせと 4階 マルチメディアルーム 

 登録団体イベントカレンダー 

 

「瀬戸まちの課題解決応援補助金」説明会のお知らせ 
令和４年度から瀬戸市における社会課題解決を目指す公益活動支援制度が変わります 
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団体活動レポート 

NPO法人デジタルライフサポーターズネット 

老若男女すべての人がデジタル技術を活用し

豊かな人生を享受できる共生社会「スマートイン

クルーシブ社会」の実現を目指し啓発講座や相

談会を各地で行っています。 

現在は、シニアを対象としたスマホ相談会に注

力しています。「気軽に相談できる場所や人を増

やしスマホ利用の不安を和らげる」ことを目的と

し、三年前より実施しています。同時に、相談を受

ける市民ボランティアの育成も行っています。 

スマホ相談会を実施したい、会場を提供でき

る、ご自身の能力・経験をボランティアとして役立

てたいなど、活動にご賛同いただける方はお気

軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

                                                本地地域力向上委員会 

本地地域力向上委員会は、本地会館を拠点に、「笑顔に出逢える本地にしよう」という目標のも

と、安心・安全で住んでいる人が笑顔で過ごせる町づくりを目指して様々な活動をしています。 

毎年、ゴミのポイ捨て一掃大作戦や花いっぱい運動を行っていますが、今年度は、さらなる地域

の環境美化の向上と資源ごみの有効活用をねらいとして、9月23日に古紙回収ステーションを設

置しました。地域力組織が主体となって設置するのは初めての試みです。回収された古紙類は業

者に買取りしていただき、コミュニティービジネスとしてその収益を地域に還元していくことを計画し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

dsapo.org 
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１１月１９日(金)１３：３０～１６：３０ 参加人数：４３名 
 
昨年に続き、協働の意義の理解を深め、市民活動

団体と市職員が連携や協働を促進するきっかけづく

りのために開催しました。 

第 1 部は「協働を実現していくための合意形成と

は」をテーマに、水谷香織氏（パブリック・ハーツ株式

会社代表取締役）にご講演いただきました。お互いの

ニーズに寄りそう、どう考えるのか、など興味深いお

話をいただきました。 

第 2 部のワークショップでは、８つのグループに分かれ、「瀬戸がこんなまちになったらいいな」とい

う事前に記入していたワークシートを元に、それぞれが環境・防災のテーマについて発表しました。その

中からグループで 1 つのテーマに決め、「明るくてきれいなまち」「事前防災が充実しているまち」

「IT・テクノロジー防災力の高いまち」などのコラボレーション案が生まれました。市の職員と市民活動

団体で一緒に行ったワークショップは、「協働における合意形成」の成功体験となりました。 

最後に講評で、水谷先生から「瀬戸は素敵なまちになると思います」と太鼓判をいただきました。 

 

各グループで実現していきたいと考える「瀬戸のまち」を抜粋しました。 

  こんな「まち」になったらいいな！ そのために協働できること 

環境 A 明るくきれいなまち 歩道の整備、GoogleMapウォーキング、あいさつ

運動、街路樹を育てる、不法投棄通報制度など 

 Ｂ せとの自然っていいね！ 観光と清掃、エコポイント、ごみ処理場の見学、ポイ

捨てをしづらくするための環境美化など 

 Ｃ みんなが暮らせるキレイなまち 「市内一斉ピカピカのまちの日」制定、歩道の整

備、町中にゴミ箱、車道と歩道の間に花壇など 

 D きれいなまち 町めぐりコースの作成、ゴミの分別手助け、クリー

ン月間を設定し、まち全体の機運を高めるなど 

防災 Ｅ ＩＴ・テクノロジー防災力の高いまち 大学コンソーシアムと連携、防災ドクターヘリ体験、

避難訓練と VRの組み合わせ、ドローンレースなど 

 Ｆ 事前防災が充実しているまち ハザードマップ活用、地域単位での防災講座、地

域で要配慮者の共有、防災キャンプなど 

 Ｇ みんなが、防災に楽しく参加できる

まち 

防災訓練を地域のイベントにする、楽しく防災クッ

キング、子どもたちと防災工作など 

 H 災害に敗けないまち 

「あさのおはよういつもの笑顔さわやかマナーでつなぐまち」 

事前防災、防災ワークショップ(通年)、防災アプリ

の作成、未来を見据えた避難拠点の確保など 

 

 

  

せと市民活動連絡会はこんなことやっています！ 

★「市民活動ステップアップ交流会」のお知らせ ★ 

2月 19日(土)10:00～12：30(予定)  瀬戸市文化センター 文化交流館 31会議室にて開催 

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」成果報告会 

第２部 ワークショップ&「マメナシ音頭」の発表 
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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登録団体の皆様へお知らせ 

 

瀬戸まちの活動センター今後のおもな予定 

■ 「協働のたねまき交流会」 場所：マルチメディアルーム 

   1月 29日（土）13:30～15:30 「クラウドファンディングで頑張りました」 

   3月  5日（土）13:30～15:30 「協働のための異業種交流会」 

■ 「なるほど ザ 学習会」 場所：マルチメディアルーム 

   3月 12日（土） 13:３０～15：30  「知って安心！私のまちの事前防災」 

■ 「フリールーム」   

(場所)４階マルチメディアルーム 

2 月 2５日(金) 13:30～16:30 

◆ 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６８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２2 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 

 

瀬戸まちの活動センター 

LINEの QRコード  ➡ 


