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４月３日（土）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。 

今年度のまちの課題解決活動応援プログラムへの申請は、 新規

事業が４団体、継続事業が４団体でした。 

審査員の方々からは「コロナ禍という難しい状況ですが安全に事

業を進めていくために、様々な工夫を凝らし、着実に活動を進めて

いただきたい。どのような活動の成果があったか報告を楽しみに

しています。」との言葉がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■今年度のせとコラボレーションプログラムは、昨年度からの継続で以下の２事業が継続されます。 

 

 

団 体 名 事 業 名 

アレルギーっ子の会 in瀬戸 × 健康課 食物アレルギー教室 

特定非営利活動法人やきもの文化と芸術振興協会 

× ものづくり商業振興課 
「日本遺産のまち瀬戸市」の魅力発信人材育成事業 

２０１９年６月２９日＜５７号＞ 
＜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  E-mail seto-npo@ma.gctv.ne.jp  URL http://www.gc-net.jp/seto-npo 

令和３年度 まちの課題解決活動応援プログラム補助金 

８団体への交付が決まりました。 

２０２１年６月２５日≪６５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 

この１０団体の成果報告会を、令和４年２月１９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 

ＮＰＯ法人デジタルライフサポーターズネット 地域スマホ相談会 

八幡台の環境問題を考える会 ペット防災～同行・同伴避難について考える～ 

防災ままのわ瀬戸 瀬戸で子育て世代への防災意識を高める事業 

せともの Friends せともの打楽器開発・プロモーション事業 

郷土の歴史と文化を広める会 歴史の道百選に選定された中馬街道を広くアピールします！ 

「こんなまちに住みたいナ」実行委員会 
歴史的文化財旧山繁商店の保存と窯垣と窯道具の魅力を

広め賑わいを。 

特定非営利活動法人「窯のひろば」 

瀬戸発信の文化・芸術を子どもたちへ―赤ちゃんからの音

楽体験で、子どもの健やかな成長と瀬戸における芸術の振

興を図る 

to-fu ～未来を守る～ 食の支えあいセーフティネットの構築 

 

mailto:seto-npo@ma.gctv.ne.jp
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２０２１年 1 月 17 日愛知県医療療育総合センター医師 小

野 真樹先生による講演会を行いました。テーマは「どんな子

にも輝く未来を～発達の気になる子どもの育ちの道すじと支

援～」です。コロナ禍の中、講演会は会場とオンラインのハイ

ブリット方式で実施しました。当日は当事者だけではなく、発

達支援に携わる支援者も参加がありました。 

講演では、発達障がいのお子さんの育ちについて、また、繋が

りにくさをもつ子どもたちへの支援の基本について学ぶこと

ができ、皆さんにとって有意義な時間となりました。 

下品野地域力向上委員会は、下品野地域交流センターを拠点に伝統文

化グループや公共交通グループなど様々な活動を展開しています。 

令和３年４月２４日(土)には、下品野地域交流センター前の広場にて第二

回ふれあい朝市を開催しました。当日は新型コロナウイルス感染予防対策

を徹底し、安心して買い物ができるように、スタッフはもちろん、来場者の

方々にもマスクの着用、検温、手指の消毒にご協力いただき開催しました。

会場には新鮮な野菜の苗、藁や米ぬか、手作りパンにおしゃれな手作りマ

スクやエコバッグなどが並び、来場者の目を楽しませていました。 

「ふれあい朝市」は毎月第四土曜日の９時から１１時開催を予定していま

す。他の地域からも参加リクエストがあり今後の展開も楽しみです。 

★次回開催は、７月３１日(土)８：３０～１０：３０です。（夏なので３０分早く始めます！）★ 

１月に「親子で参加できる講座＆ワークショップ」を行いました。 

オンラインワークショップでは、ＺＯＯＭを使ってのゲームや手遊び、

体験談を聞きました。小さい子も家族とリモート参加し、モスクワか

らの留学生も一宮からホストママと一緒に参加して故郷を語ってく

れました。画面越しですが、良い国際交流の場になりました。 

別日の会場での講座は感染対策をして距離を取り、浜松からリモ

ートで講師の話を聞きました。ワークショップ懇親会は延期としまし

たが、集中して話を聞くことができました。 

「いろいろな訛りの英語が聞けて、とても良かった」「外国語でも日本語でも人と話す時間を共有す

ることで、分かり合える部分が増えていくように感じます」などの感想をいただきました。 

 コロナ禍の中、感染対策しながら活動している２団体

をご紹介します。 

 

 

 

  

NPO法人ルカ子ども発達支援ルーム 

下品野地域力向上委員会 

ヒッポファミリークラブ瀬戸 

地域力だより 

団体活動レポート 

ルカ子ども発達支援ルームは、お子さんへの

支援と保護者への支援を車の両輪のように並

行して行い、家族全体を支える団体です。 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 内 容 

マンドリン演奏を楽しむ会 

TEL：090-4218-9571(鈴木) 
ﾒｰﾙ：goo_suzuki@ybb.ne.jp 

７月 ３日（土） 
７月１７日（土） 
８月 ７日（土） 
１５:００～１７:００ 

マンドリン演奏会 及び マンドリンに触れて親しむ会 
場所：道泉地域交流センター ぐるっぺ道泉 

料金：５００円                 定員：１０人(先着順) 

申込：電話（ショートメール）、Ｅメール  締切：前日 

本地 DE ヨガ 
TEL：090-7687-9730(橋本) 
ﾒｰﾙ：
sangitayoga2020@gmail.com 

 

７月 ７日（水） 
７月２１日（水） 
８月 ４日（水） 
８月１８日（水） 
１０:４５～１１:４５ 

「本地 DE ヨガ」はじめましての体験会 
場所：本地会館(瀬戸市駒前町２０－１) 

料金：５００円          

定員：６人（先着順）    

申込：電話、メール       締切：前日 

ヒッポファミリークラブ瀬戸 
TEL：090-4083-1638(近藤) 
https://forms.gle/xeF11a3
ZyhCznBAL8 
 
 

７月１１日（日） 
１９:００～２０:３０ 
７月１８日（日） 
８月 ９日（月） 
１０:００～１１:３０ 
 

親子で考える留学・ホームステイ説明会 
オンライン（ZOOM）にて開催 

料金：無料           

対象：小、中、高校生・保護者 （1 人でも参加可） 

申込：電話、ｗｅｂ       締切：前日１３時まで 

※申込後、ZOOM ID をご連絡 

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 ７日（土） 
１３:００～１５:３０ 

第３０回総会 座談会「次世代に引き継ぐために」 
場所：水野地域交流センター 大集会室 

料金：無料           対象：一般（子どもも含む） 

定員：２５人(先着順) 

申込：電話、メール      締切：前日 

 

 

                   ◎感染予防対策を講じて開催します。皆さんご参加ください。 
 

 

 ◎ 令和 3年度 瀬戸市男女共同参画推進事業 第 1弾 「私らしくまちを生きる」 

日  時：７月１５日（木） ９：30～11：30 ・ 17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 

内  容：１５日 自分発見ワーク   講 師：かわのゆみこ氏(NPO法人あっとわん代表) 

１７日 課題発見ワーク 

対  象：市内在住、在学、在勤の方            定  員：20人（申込順） ※託児：先着 8人 

参加費：無料                             

申  込：電話・メールにて瀬戸まちの活動センターへ 

            ①氏名②連絡先③託児希望の有無④託児希望のお子さんの月齢・年齢  

 

◎ 「楽しく学ぶ！防災あれこれ」 

日  時：７月３１日(土) １０：３０～１３：００ 

場  所：パルティせと ５階 アリーナ 

定  員：５０人 (申込順) 

内  容：◆防災 DVD鑑賞 ①「私たちにできること」～命を守る防災～        （防災ネット・せと) 

                          ②「気候危機時代を生き抜く 気候変動×防災」    （ラジオサンキュー） 

～地球温暖化対策と気象災害に備える防災・減災対策～ 

 ◆ワークショップ 「防災！私たちにできること」 
主  催：せと市民活動連絡会                  
共  催：㈱尾張東部放送 ラジオサンキュー 

※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 

 

センターからのお知らせ 

https://forms.gle/xeF11a3ZyhCznBAL8
https://forms.gle/xeF11a3ZyhCznBAL8
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★写真撮影コーナー 

★ママの口コミアンケート 

楽しいコーナー 
 

★ママジョブあいち 

★市民活動団体紹介 

 

ままのわ実行委員会 

（手作り布小物・・子ども服・雑貨・陶器） 

Love Leaf（フェイクスイーツ）  

4丁目のはんこ屋さん（消しゴムはんこ） 

絵描屋宗次郎（似顔絵） 

名前が喜ぶ名前鑑定（名前のエステシャンあきたま） 

動物キャラナビ診断（笑顔のドア石川佐知子） 

せとっこかあさん（瀬戸焼まん） 

select shop ｋ２ｙ（韓国子供・レディース服、雑貨）  

929屋（くるふくや） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★はいはい・よちよちレース (当日整理券配布) ・はいはいレース各回 3名 3 レース 

 ・よちよちレース各回 3名 3 レース 

★理学療法士による産後ケアエクササイズ「横山美紀さん（防災ままのわ）」 

各回 30分／定員８組（子連れ参加OK） ・10：00～10：30  

 ・10：45～11：15 

★親子で参加できるヨガ体験「小村ゆりさん（ヨガソレイユ）」 各回 30分／定員８組 

12：15～  ・ママだけヨガ（赤ちゃん同伴ＯＫですが一緒にヨガはしません） 

       13：00～  ・赤ちゃんとヨガ（赤ちゃんと一緒にヨガをします） 

★助産師さんが伝えるいのちのおはなし講座「西村美絵さん、大原恵美さん（Family Tree）」 

各回同内容・各 8組程度（大人のみの参加も可） ・1回目 10：00～10：30 

参加費：1組 ２００円（ワークの材料費） ・2回目 11：15～11：45  

inせと 2021 のお知らせ 

 
今年は 瀬戸蔵 にて 

開催です！ 

瀬戸のまちと子育て世代をつなぐイベントも、今年で５年目を迎えました。今回は会場を瀬戸蔵に移して

の開催です。新型コロナウイルス感染防止の観点より、会場を分散し、密を避け、人数を制限するなどの

対策をいたします。来場の際はマスク着用のうえ、検温・消毒・連絡先の明記にご協力ください。 

７月３日（土）10：00～14：００ 

瀬戸蔵 ４F（総合受付：多目的ホール、会議室２・３・５）、３F（リハーサル室） 

写真は 2年目の様子 

事前予約優先イベント （申込：瀬戸まちの活動センター） 

 

お下がり品交換会 10：30～  

☆持ち込みあり 500 円  

☆持ち込みなし 800 円  

事前に LINEお友達登録でクーポン♪ 

LINE 登録はこちら↓  HPはこちら ↓ 

ブース＆パネル展示 

ままのわマルシェ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、急遽日程を延期する場合がございます。ご了承ください。 

お下がりマーケット 
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令和３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｣・・・７月３１日(土) 

■交流フェスタ２０２１ inパルティせと 開催 ・・・１０月２日（土） 

■とくと～く交流会 「協働のまちづくり講座」(２回) 

        ・・・１１月１９日(金)「市職員との交流会」 

         ・・・１月２９日(土)「たねまき交流会」 

   ■市民活動ステップアップ交流会・・・ ２月１９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☆ 

せと市民活動連絡会は令和３年度総会を５月２９日に開催する予定でしたが、愛知県にも緊急事態宣言が

発令されたことを受け、昨年に引き続き、総会審議を書面表決とさせていただきました。結果、加入されてい

る１５１団体の賛成により、議案は全て可決されました。 

新型コロナウイルス感染症予防に細心の注意を払いながらも、withコロナの中で出来ることを模索しつつ、

今年度も皆様と共に、事業を展開していきたいと思います。 

●令和３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） 

市川 春代（ガールスカウト愛知県第 66団） 

加藤 雄一（瀬戸子供太鼓こまいぬ座） 

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 

   今年度も引き続き、よろしくお願いします     

「防災フェスティバル」 とくとーく交流会 
「まちづくりのための協働講座」 

 

昨年度コロナ禍でした

が、感染予防対策を十分

に行いながら各事業を実

施しました。 

（写真は開催の模様） 
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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」      ７ 月   3日(土)予定 

■ 「交流フェスタ２０２１」ｉｎパルティせと  10 月   2日(土)予定 

■ 「協働のたねまき交流会」       1 月 29日(土)予定 

   

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 
11 月 13 日（土）・11 月 26 日（金） 

2 月 25 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６６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２５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」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『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！ 

 


