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～ここらでほっこりしよまいか～ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日時:令和 3年 10月 2日(土) 10：00～12：30 

場所：パルティせと 5階 アリーナ 
 

昨年よりコロナによる活動への影響が続き、最近は「コロナ鬱」という言葉を耳にするほ

ど自粛生活にも疲れが見えています。今年のフェスタは 3 密を避けつつも、ほっこりする

時間が持てればと考えて開催します。 

今年のメインステージは、ＮＨＫ名古屋放送局キャスターの有田早紀さんに、「まるっ

と！」キャスタ―として自ら企画し、地域の話題を取材し得られた経験から聴くこと・伝

えることの大切さをご講演いただきます。 

また、登録団体の活動を映像やパネル展示で紹介し、抽選会も行います。アリーナロビー

では復興応援の物産展や瀬戸市みんなの生活展のブースも設けます。 

アリーナ参加者は１００名(事前申込)と制限させていただきますが、感染対策に万全を期

して、ご来場をお待ちしています。 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
※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等でご案内致します。ご確認の上ご来場いた

だけますようお願い致します。 

２０２１年９月１０日≪６６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 アリーナステージ＞ 

・講演 有田早紀さん 

   （NHK「まるっと！」キャスターとして出演中） 

「また会いたくなる！聴き方、伝え方」 
・団体紹介（映像） 
・「マンドリン演奏を楽しもう！」 
・抽選会 

＜５階 アリーナ内＞ 
・パネル展示（団体紹介） 

＜５階 アリーナロビー＞ 
・瀬戸市みんなの生活展（瀬戸市生活安全課） 

・復興応援のための物産展 

牛たんカレー、かもめの玉子、 

熊本ラーメン 等 

交流フェスタ２０２１inパルティせと 

有田早紀さん  
ＮＨＫ名古屋放送局キャスター。岐阜県可
児市出身。東海地方の夕方のニュース番
組「まるっと！」のキャスターを担当して４年
目。地域の話題を自ら企画・取材している。
「身近で、分かりやすく、あす誰かに話した
くなるニュースを目指しています。」 

 

mailto:seto-npo@ma.gctv.ne.jp
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                                    7 月３日(土)  

                                    10:00～14:00 

                                                                      参加者：のべ２００名 

 

「ままのわフェスタ inせと 2021」を瀬戸蔵で開催しました。 

子育て世代を応援するために生まれた「ままのわフェスタ」も早５年目を迎え、新型コロナ感染拡大

防止の十分な対策を講じ実施しました。 

多目的ホールは、ハイハイ・よちよちレースやマルシェが開かれ、子どもたちの可愛い姿と買い物を楽

しむ家族の笑顔で溢れ、写真撮影コーナーでは「せとちゃん」と記念写真を撮ったりと皆さん思い思

いに楽しんでいました。  

別室では、産後エクササイズ・産後ヨガ、不用になったベビー

用品などを交換できる「お下がりマーケット」、小さな子ども達

が自分を大切にして身を守る術を知る「いのちのおはなし」講

座など少人数で行いました。 

規模を縮小しての開催ではありましたが、会場を分散したこと

で多くの方にじっくりと楽しんで頂くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態宣言を受け日程を延期しての開催となりました。 

第１回目の「自分発見ワーク」では、講師にかわのゆみこ氏（ウーママラボ代表）をお迎えし、「自分

のまちのいいところ」を探すワークショップを行いました。はじめに参加者の皆さんが思いつく「瀬戸の

良いところ」を挙げ、かわの氏が実際に参加した「シビックパワーバトル(※)」の模様を映像で観た後、

まちを「俯瞰して」、「説得力のあるデータ」から見るという、新たな視点を得てからの「瀬戸の良いと

ころ」とは何かについて、皆さん真剣に考えていました。それを踏まえて、１０年後、２０年後の自分や家

族の年齢を書き出し、具体的にイメージして、自分は何をしていくのかを考えました。 

第２回目では、「私が推せる瀬戸」をグループワー

クで行いました。もし「シビックパワーバトル」に出

るなら？を想定して、１０年後どんな瀬戸だったら推

せるか？を探しました。それぞれ「子育てするなら瀬

戸」「クリエイティブなまち瀬戸」「地域活動が活発」

「自然豊かな調和教育」という視点で、瀬戸市をど

う PR していくかという議論が白熱し、多くの有意

義な意見が生まれました。今後も、この繋がりとア

イデアを活かしていける講座を予定しています。 

 

 

 

令和 3年度瀬戸市男女共同参画推進事業 まちづくりセミナー 

「私らしくまちを生きる」 

inせと 2021 

7月１５日(木)  9：30～11：30     参加者:２０名 

１７日(土)13：30～15：30     参加者：１７名 

ハイハイ・よちよちレースの様子 

かわの氏による講義の様子 

※シビックパワーバトル・・・主にオープンデータを活用し、今まで埋もれていた、または知らなかったまちの魅力を 

発掘し、地域の魅力発信を目的としたプレゼンテーションバトル形式のイベント 
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団 体 名 
連 絡 先 

月 日 
時 間 内 容 

せともの Friends 
TEL： 
090-7693-1742(みのべ) 
メール： 
onoda_shiki@yahoo.co.jp 
 

９月１９日(日) 
１１：３０～１２：００ 
（１１：００開場） 
 
 

親子で楽しむ せともの打楽器おひろめコンサート 

 磁土による鍵盤打楽器 
内容：秋メドレー・アニメメドレー・パプリカ 他 
場所：ゲストハウスますきち 
定員：２０人（先着順） 申込：電話、メール 
入場料：５００円（２歳以下無料） 

（３歳以上は保護者１名につき１名まで膝上観覧無料） 
 ９月１９日(日) 

１３：３０～１５：００ 
（１３：００開場） 
 
 
 
 

 

第２回 せともの打楽器おひろめコンサート 
磁土による鍵盤打楽器 

内容：ロクロ実演 ゲスト／樽田裕史氏 
  秋メドレー・コーヒールンバ・リベルタンゴ 他 

場所：ゲストハウスますきち 
定員：２０人（先着順） 申込：電話、メール 
入場料：一般２,５００円 学生１,０００円 

（未就学児のご入場はご遠慮ください） 

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２７日(水) 
１１月２５日(木) 
１２月１７日(金) 
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) 
場所：モリコロパーク 地球市民交流センター 
定員：１５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） 

あいち海上の森 
フォーラム実行委員会 
TEL：090-1860-0811(浦井) 
 
 

１１月６日(土) 

１３：００～１６：４０ 
 
 
 
 

第５回あいち海上の森フォーラム 2021共生シンポジウム 
内容：「海上の森」研究報告 

特別講演／国立環境研究所 坂本佳子氏 
場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

11 階 １１０３会議室 
定員：１００人（先着順） 申込：不要 
参加費：無料 

第１回なるほどザ学習会 

「瀬戸市のゴミの現状からこれからの環境を考える」 

 登録団体イベントカレンダー 

 

講師：瀬戸市ごみ減量推進会議 （議長 服部 富久美 さん  副議長 伊藤 勉 さん） 

＜協力＞瀬戸市環境課 

       瀬戸市ごみ減量推進会議 

 

8月 4日(水) 

13:30～15:30 

参加者:16名 

 講師の服部さんと伊藤さんから「瀬戸市のごみの現状」と 

「ミックスペーパー」についてのお話を伺い、「私たちができる

ゴミの減量」のワークショップを行いました。特に「ミックスペー 

パー」の分別には、金具付き厚紙ファイルや、留め金付きカ 

レンダーもそのまま出せるなど初めて知ることも多く、また参加

者の関心も高く、沢山の質問が出ました。可燃ごみ中の紙類

混入率 8％、食品ロスの１１％を更に減少させることを学びま

した。ワークショップでは「意識することからはじめよう！」と 

具体的にアイディアが出され、楽しく「ゴミの減量対策案」を 

共有することができました。 

【次回、なるほどザ学習会のお知らせ 】 

11月 6日（土）13：30～開催  「オンライン活用講座（予定）」 
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道泉地域力推進協議会は、道泉地域交流センターを拠点に、地域住民の交流、健康、スポーツ、文

化活動、お祭り、イベント等を通し、地域全体の連携、活性化を目的に活動しています。 ６つのグル

ープ「交流、子育て支援、高齢者支援、環境・マナー、防災・防犯、広報(今年度から発足)」が毎月

1回ワークショップを開催し、活動計画を策定し実践しています。 

当地域力の特徴である「防災運動会」は、市の総合防災訓練と合同で実施し、お年寄りから児童、

幼児まで参加する盛大な行事となっており、連区民が一丸となって親睦と防災意識向上を図って

います。 

また、他連区に先駆けて作成した「防災 

マップ」は、平成 27年度第 1版から令和 

3 年度に大幅改訂し、2～3 町内単位の 

詳細ページ構成で、 

より有効的な活用が 

期待されます。 

 

 

 

今回ご紹介する団体は、社交ダンスで健康な体

づくりを目的とした団体です。 
 

 

 

７月１日に、はじめての社交ダンス「ダンスで楽しく健康づくり！」を実施しました。 

６０～９０代の参加者が集まり、様々な音楽に合わせて足踏みや腕を上げたり、全身を使

って１時間しっかりと汗をかいて踊りました。 

懐かしの音楽を聴きながらのダンスは青春時代に想いを馳せたり、陽気な気持ちや切ない

気持ちになったりと心の運動にもなります。そして、足や腕を同時に動かしていくので 

脳の活性化にもなっていきます。 

一人ではなかなか運動を続けることは

難しくても、二人で踊るので楽しく続

けられ、長く続けるほど踊れるように

なり、楽しさもどんどん増していきま

す。会場は参加者のはじける笑顔で溢

れていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 防災マップ 防災運動会の様子 

団体活動レポート 
せと社交ダンスサークル 

道泉地域力推進協議会 
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「楽しく学ぶ！防災あれこれ」開催 

 
  

  

 

  

今年は株式会社尾張東部放送ラジオサンキューと共催で、 

新型コロナ感染拡大防止対策を講じ開催しました。 

はじめに、防災 DVD を鑑賞しました。「私たちにできること～命を守る防災～」では、防災

ネット・せとの石原さんから解説があり、命を守るために、私たちにできることを考える大

切さを再認識しました。「気候危機時代を生き抜く“気候変動×防災”～地球温暖化対策と気

象災害に備える防災・減災対策～」では、ラジオサンキューの早瀬さんから解説があり、地

球温暖化を踏まえて災害時の為に街単位で備えている例に驚き、瀬戸市にもできることを考

えました。 

続いて、ワークショップはテーマを「防災！私たちにできること」とし、８グループに分か

れて「自分たちにできることと避難所生活！」「CO₂削減につながる普段の行動を！」について

意見を出し合いました。 (下記のご意見をご参照ください。) 

参加した皆さんが学んだことや考えたことを、周囲の方々に伝えていっていただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆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こんなことやっています！ 

7月 31日（土）10:00～13:00 
パルティせと 5階 アリーナ 
参加者：47 名 

ワークショップでの意見  
 
◇自分たちにできることと避難所生活！     ◇CO₂削減につながる普段の行動を！     
 
 ・自宅の食料、水の備蓄をまず行う 
・ご近所でもっと知り合える機会を作る 
・子どもたちができることを周知する 
・小中学生の連絡チームを作る 
・避難所で役に立つ勉強会を行う 
・住民台帳にチェックシート機能の追加 
・避難ルートの確認 
・高齢者の避難方法に配慮する 
・近所に声をかけて避難する 

 ・コロナ禍での避難所のスペースを考える 

・空き校舎で、太陽光エネルギーの生成 
・緑化に努める 
・生ゴミを活用する 
・便利さを少しでも我慢する 
・節電を心掛ける 
・マイボトルを持ち歩く 
・エアコンの設定温度の調整 
・照明を LEDに変えていく 
・公共交通機関を利用し、なるべく歩く 
・家の中に風の通り道を作る 
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瀬戸まちの活動センター登録団体の皆様へお知らせ 

 

パルティせとの空調工事に伴い、以下利用できなくなります。 

■3階ロッカー利用停止・・・12月 14日（火）～1月 14日（金）まで 

■3階印刷室利用停止・・・・12月 15日（水）～1月 14日（金）まで 

 

ご注意ください！ 

 

■ 「フリールーム」   
(場所) 

・４階マルチメディアルーム 
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６7号） 

「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」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！ 

 

【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 

 

 


