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４月１０日（日）パルティせと４階マルチメディアルーム

において、公開プレゼンテーションと審査会が行われまし

た。今年度の瀬戸まちの課題解決応援補助金への申請

は、 新たな団体として、まちの課題解決のための活動をす

る「はじめの一歩活動」部門が 3団体、 市が提案した社

会課題のテーマに対して、自由なアイデアで市との協働

による課題解決に取り組む「テーマ型協働活動」部門が

３団体でした。 

審査員からは、はじめの一歩部門では、「今回を一つのきっかけにして成果を上げ、自らが次に繋

げる、波及効果をもたらすことに取り組んでほしい」、テーマ型協働活動では、「行政と共に協働で取

り組むからこそ意味がある事業として、担当課だけでなく関係部署とも一緒に取り組み、成果を上げ

てほしい」と助言がありました。 
 

■「はじめの一歩活動」部門 

 

 

 

 

 
 

■「テーマ型協働活動」部門 
 

 

 

テーマ 団 体 名 事 業 名 

 

 

高齢者が支えあう 
デジタルディバイド対策 

特定非営利活動法人 
デジタルライフ 
サポーターズネット 

デジタルサポーター育成事業 
「スマホの教え方、教えます」 
講習会 

市民活動団体 
名古屋スマホ俱楽部 
All aichi 

高齢者が支え合う 
デジタルディバイド対策 
（スマホ教室） 

国籍の隔てなく市民の暮らしを豊かに
する仕組みづくり（多文化共生の推進） 

弥生の会 
ふれあいの中から生まれる  
多文化共生 
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この 6団体の成果報告会を、令和 5年２月１8日（土）瀬戸市文化センター文化交流館にて開催予定です。 

団 体 名 事 業 名 

おっこと進興委員会 災害救援活動訓練 

山の道の会 ハイカーとマウンテンバイカーとの共存 

ひだまり SUNち 
子供の笑顔がきらきら輝く街へ 
「自分の力で生き抜く 子ども達と共に」 

 

 

 

 

 

令和４年度 瀬戸まちの課題解決応援補助金 

６団体への交付が決まりました。 
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合唱劇「ブンナよ 木からおりてこい」が、 ２年半の中止と延期を経てやっと上演できました。 延

期になる度に参加できなくなった団員もいて、くやしい思いもしました。小さな生き物にとっては、と

ても理不尽な弱肉強食の世界で生きるための攻防や、命を次の世代へつないでいく必死の行為

が現在の世界情勢とも重なり、 命の大切さを考えたという感想を多く頂きました。 

今年２５周年になる瀬戸ピース合唱団。 

家族で参加でき、大きな年齢差のなかで

育ちあえる合唱団として、これからも作品を

作り続けていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【今後の予定】 時間･場所：１3：３０～１5：3０ パルティせと４階マルチメディアルーム 

月 日 内 容 備 考 

８月        ６日(土) SDGｓ講座 学んで、一緒に考える 

11月 1６日(水) ZOOM講座 実際に触れて学ぼう 

12月 14日(水) NPO講座 活動のための勉強会 

1月 18日(水) ファシリテーション・グラフィック 議論の内容をまとめる技術 

 

瀬戸ピース合唱団 

なるほどザ学習会のお知らせ 

地域力だより 八幡台住み良いまちづくり協議会 

団体活動レポート 

年２回（春、秋）行う各種団体連絡協議会にて、１８の団体が年間の予定を発表して話し合い、

各種団体が協力、助け合いをしています。現在は、原山、萩山、八幡、菱野と連携して、未来の菱野

団地をみんなでつくる会（みんなの会）として、菱野団地の賑わいをつのり、住んで良かった、新た

に住みたいと思う団地にしたいと活動しています。 

商店街と中央広場に、誰もが集まり、話し合いができる場とし

て拠点「ひしのミラクル」を開設しました。４月３０日（土）には、 

わいわいフェスティバルにて、キッチンカー、ワークショップ、駄菓

子屋などへ、多くの人に参加してもらいました。今後も色々なイ

ベントを企画して菱野団地へ行ってみたいと思っていただけれ

ばと考えています。 

 

※感染予防対策を講じて開催します。参加費無料です。 

電話・FAX・メール・公式 LINE（右記載 OR コード）で 

瀬戸まちの活動センターへお申し込み下さい。 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 内 容 

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） 

7月 7日(木) 
8月 6日(土) 
9月 15日(木) 
各回とも 
13:00～14:00 

ゆかいな仲間の楽しいマジックショー 
＆マジック・バルーンアート教室 
内容：交通安全マジックショー 

場所：愛・地球博記念公園 地球市民交流センター 

定員：各回３０人（先着順） 

参加費：無料 （教室希望者は材料費 200 円） 

瀬戸メサイア合唱団 
TEL：090-7686-4442(井上) 

7月 10日（日） 
開場 13：30～ 
開演 14：00～ 

瀬戸メサイア合唱団演奏会 
内容：日本の歌、オラトリオ「メサイア」 

場所：瀬戸蔵 つばきホール 

入場：無料 （要整理券） 

SCCジャズクワイヤー 
TEL：0561-21-2556 

水南公民館(丹羽） 
 

全日程 13:30～15:00 
7月 13日（水）・7月 27日（水） 
8月 10日（水）・8月 24日（水） 
※全日程参加できない方は要相談 

 

楽しく歌おうジャズスタンダード体験会 
（全 4回コース） 
場所：水南公民館２階 大集会室 

内容：英語・譜面が苦手な方も歓迎。 

参加費：1,000 円（全 4 回分） 

対象：成人 定員：２０人(先着順) 

申込：電話（水南公民館まで） 締切：7/12 

瀬戸地下軍需工場跡を保
存する会 
TEL：090-3837-7050(梅野） 
ﾒｰﾙ：tera-m@ob.aitai.ne.jp 

8月 6日（土） 
13:30～15:30 

総会記念講演会「地域を地域で学ぶ・ぼく
らの町にも戦争があった」 
場所：水野地域交流センター 料金：無料 

内容：村瀬紀生 氏による講演 

対象：一般（子ども含む） 定員：２５人(先着順)       

締切：前日  申込：メール・電話       

瀬戸市ウオーキング協会 
TEL：080-3065-7275(松原) 
 

8月 7日（日） 
9：00 集合 

海上の森ウオーク 
集合：愛知環状鉄道山口駅  

解散：愛知環状鉄道八草駅   

距離：10ｋｍ 申込：不要 

参加費：300 円（会員・高校生以下は無料） 

NPO法人エム・トゥ・エム 
TEL：0561-85-6282(大橋） 
FAX：0561-85-6282 
（水～日 10：00～15：00） 

①8月 24日(水)～29（月） 
10：00～16：00 

②8月 25日(木) 
9：10 駐車場集合 

③8月 29日(月) 
11：00～13：00 

遊んで！学んで！夏休み学習等支援 
①大学生による学習支援  

②お楽しみ講演会（植物・生き物のお話）  

③飯盒炊飯（カレー作り） 

場所：ねむの森  定員：各回２０人(先着順) 

対象：小・中学生（低学年は保護者同伴） 

参加費：各回無料  締切：各回前日  

持ち物：③のみ食器・スプーン 

申込：電話（学校名・学年・氏名） ※7/10～ 

日本舞踊 紫泉会 
TEL：090-4868-9924(髙橋） 
FAX：0561-82-5956 
E-mail：info@odori‾jp.com 
 

全日程 10：00～12：00 
9月 18日(日) ・ 10月  2日（日） 

10月 23日(日)  ・ 11月 20日（日） 
12月  4日(日)  ・ 12月 18日（日） 
令和 5年 
1月 15日（日） ・ 1月 22日（日） 

日本舞踊と お作法（全 8回コース） 
場所：瀬戸市文化センター 文化交流館 3 階 

参加費：無料  対象：幼児・小学生  

内容：日本舞踊、挨拶、行儀作法体験 

    発表会 1 月 22 日（日） 

定員：１５人(先着順) 

申込：電話・FAX・メール 締切：8 月 20 日（土） 

古瀬戸吹奏楽団 
TEL：090-3455-8436（菊川） 

9月 18日（日） 
開場 13:00～ 
開演 13:30～ 
 

古瀬戸吹奏楽団 定期演奏会２０２２ 
会場：瀬戸市文化センター 文化ホール 

ゲスト：「Wiz&flow」（ダンスチーム） 

料金：無料  定員：無し  申込：不要 

※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 
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内容：性別役割・家族間コミュニケーションについて 4名のパネリストが意見交換します。 

日時：7月 30日（土）午前 10時～11時 30分 

場所：パルティせと 4階マルチメディアルーム・オンライン 

定員：30名（先着順）※申込みの際に会場かオンラインかお知らせ下さい。 

オンライン希望の方には ZOOMIDをお知らせします。 

７月２日（土）10：00～1２：３０ 

パルティせと 5階アリーナ・ホワイエ 

ままのわマルシェ 

★絵描屋宗次郎（似顔絵） 

★窯元 SOUSEN（子供用食器） 

★着物小物ちぇろっく（古着・着物等販売） 

★ｋ☆ｍ☆ｐ（ハンドメイド布小物） 

★どんぐり工作（ワーク、小物販売） 

★ニコニコ企画（ワーク、古絵本販売） 

★4丁目のはんこ屋さん（消しゴムはんこ） 

★LoveLeaf（スイーツデコ） 

ステージ 

☆１０：００～１０：３０  

どらニャと踊る！日本まねきねこ音頭  

☆１１：３０～１２：００  

子どもと絵本を楽しもう～オノマトペってなに？～ 

☆１２：００～１２：３０  

せともの friendsによるせともの打楽器演奏 

 

今年も開催します！瀬戸の子育て応援イベント！ 

コラボ企画 

★ママジョブあいち再就職相談ブース 

★パパと一緒に♡ふれあい遊び（4階マルチメディアルーム） 

男性保育士が子どもとのふれあい遊びを教えます 

対象 ２歳位から未就学児程度 

（お兄ちゃんお姉ちゃんも一緒にどうぞ） 

定員 10組程度（当日受付） 

子ども服のお下がり品をシェアして 

服（と福）の輪をつなげませんか？ 

 ◎持ち込みアリの方￥100 

 ◎持ち込みナシの方￥200にて 

こどもふくのわ 

はいはい＆よちよちレース 
 

1部 
１０：３０～１０：４５ はいはい 

１０：４５～１１：００ よちよち 

 

(事前申込優先・当日整理券配布) 

 
瀬戸まちの活動センター
公式 LINE から登録後、
チャットから申込可能 

2部 
１１：００～１１：１５ はいはい 

１１：１５～１１：３０ よちよち 

 

☆防災ままのわ瀬戸 

☆せとマメナシ観察会（射的あそび） 

☆ひだまり SANち（子育て相談） 

☆せとっこかあさん（五目めし・瀬戸焼まん） 

☆NPO法人アップルシード 

 

市民活動団体ブース 
 僕と一緒に踊ろう♪ 

パネルディスカッション  「家族はチーム～私たちの幸せはここにある～」 

男女共同参画推進事業 
※感染予防対策を講じて開催します。参加費無料です。 

電話・FAX・メール・公式 LINE（右記載 OR コード）で 

瀬戸まちの活動センターへお申し込み下さい。 

 
１袋 

詰め放題 
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令和４年度 せと市民活動連絡会のおもな予定  

■運営委員会 ・・・  

■｢楽しく学ぶ！防災あれこれ｣・・・８月２７日(土) 

■交流フェスタ２０２2 inパルティせと 開催 ・・・１０月８日（土） 

■とくと～く交流会 「協働のまちづくり講座」(２回) 

        ・・・１１月１８日(金)「市職員との交流会」 

         ・・・１月２８日(土)「協働のたねまき交流会」 

   ■市民活動ステップアップ交流会・・・ ２月１８日（土） 

せと市民活動連絡会はこんなことやっています！ 

☆瀬戸まちの活動センターは「せと市民活動連絡会」を応援しています☆ 

３年ぶりにパルティせと５Fアリーナにて開催の運びとなりました。加入されている 155団体の内

８４団体（委任状５４団体）が出席、事業報告・事業計画を審議し承認されました。今年は任期満了

による役員改選があり、提案通り承認されました。 

第二部では、古瀬戸吹奏楽団のサックスチームによる楽しい演奏会が開かれました。カホンと呼

ばれる箱のような形の珍しい打楽器のリズムに合わせて、青い珊瑚礁、津軽海峡冬景色、ジブリメ

ドレーをサックスだけで演奏され、迫力ある響きで盛り上がりました。アンコールでは「さんぽ（映画

となりのトトロより）」のリズムに乗って会場が一体となり笑顔に包まれました。 

●令和４年度 役員 

会 長      大秋 惠子（NPO法人 瀬戸地域福祉を考える会 まごころ） 

副会長    東  徹也（社会福祉法人 くわの実福祉会） 

加藤 雄一（瀬戸子供太鼓こまいぬ座） 

大塚 正数（瀬戸椿の会） 

会 計   友次 進 （NPO法人 デジタルライフサポーターズネット） 

監 事   長江 保明（NPO法人 るんるん） 

刑部 祐介（NPO法人 瀬戸） 

運営委員   １２名 

★どうぞ宜しくお願い致します★ 
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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 

 

■ 「ままのわフェスタｉｎせと 2022」    ７月   ２日(土) 

■ 「交流フェスタ２０２2ｉｎパルティせと」  10 月   ８日(土) 

   

瀬戸まちの活動センター今後のおもな予定 

■ 「フリールーム」   
(場所)４階マルチメディアルーム 
(時間)13：30～16：00 
9 月 30 日（金）、2 月 24 日（金） 

◆フリールーム活用方法◆ 

◇ 団体の会議や作業 
◇ 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  

■ センターNEWS次号（第 70号） 

「登録団体イベントカレンダー」 

情報募集！ 
１０月・１１月・１２月のイベント情報は 

８月２４日(水)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」 『ほっとネットせと』 に掲載 

☆ FM 放送「RADIO SANQ」 第１･２･５月曜日 9:20･12:30･18:00･24:00 放送（事前収録） 

☆ 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『LINE』       公式アカウント」始めました。 

     

■ 「瀬戸まちの活動センター 『ホームページ』」をご覧ください。 

■ マスメディアに皆さんの活動情報を提供します。 

 
「いいね！」 

お願いします！ 

 


