
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備 考 

２ 

5 日 13:30 第 10回おおぐち合唱祭 大口町民会館 
大口町教育委員会 

おおぐち合唱祭実行委員会 
無 料 

7 火 10:30 

第 4回マーブルクラブ 

人形劇団むすび座 

「ミーくんとまほうのたね」 

余野学共集会室 子どもと文化の森 

1,000円 

４才以上の園児

500 円 

10 金 10:00 ペーパークラフト講座 まかせてルーム 健康クラブ笑顔 21 1,000円 

11(土)・12(日) 

9:00～17:00 
憩いの四季まつり＆図書館まつり 

老人福祉センター 

大口町立図書館 

NPO法人憩いの四季 

大口町図書館 
 

12 日 14:00 
第 9回『大口笑おう会』 

 落語出演 雷門幸福・旭堂鱗林 
余野学共集会室 子どもと文化の森 

前売り 1,500 円 

当日 2,000 円 

17 金 9:30 
ハッピースマッピー健康教室 

「ポールウォーキング」 

健康文化センター1F

ロビー 
健康クラブ笑顔 21  

24 金 10:00 ペーパークラフト講座 まかせてルーム 健康クラブ笑顔 21 1,000円 

３ 

4 土 10:00 町民活動センター利用説明会 
健康文化センター1F

多目的室 
まちねっと大口  

10 金 10:00 ペーパークラフト講座 まかせてルーム 健康クラブ笑顔 21 1,000円 

12 日 未定 第 12回ジュニアピアノコンサート 
健康文化センター4F 

ふれあい 1 

スタインウェイ友の

会 
要整理券 

12 日 8:10 桜並木健康ジョギング 総合運動場 大口町教育委員会 要予約 

17 金 9:30 
ハッピースマッピー健康教室 

「ポールウォーキング」 

健康文化センター1F

ロビー 
健康クラブ笑顔 21  

20 祝 13:00 映画上映会 『ペット』 大口町民会館 ウィル大口スポーツクラブ 要申込み 

24 金 13:30 
第 3回きっず・マーブル 

「積み木遊び」 

子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 事前登録者 

24 金 10:00 ペーパークラフト講座 まかせてルーム 健康クラブ笑顔 21 1,000円 

✾クレヨンクラブ 活動日  2/1･8･15･22 3/1･8･15  水曜 10:00～11:30 余野学共 1階学習室(会員制) 

お別れ会 3/18(土)   

29 年度入会説明会  3/22(水) 10:00～ 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 2/27(月)･3/13(月) 10:30～11:30 西児童ｾﾝﾀｰ１回 500円 

✾ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  健康麻雀  2/1･2･4･7･8･9･14･15･16･18･21･22･23･25･28 

3/1･2･4･7･8･9･11･14･15･16･18･21･22･23･25･28･29･30 

火（憩いの四季 研修室）水･木･土（憩いの四季 娯楽室）9:30～11:30 1回 500円 (会員 400 円) 

のびのび健康体操教室   2/1･8･15，3/1･8･15 水曜 13:30～14:30  

  憩いの四季 娯楽室 60歳以上の方  1回一般 500円 憩いの四季会員 300円 

うたごえ喫茶 2/10･3/10 金曜 10:30～11:30，2/25･3/25 土曜 14:00～15:00  

参加費 500円  

✾子どもと文化の森 ちゃいるどすぺーす 月・火曜 10:00～12:00（第 5週と祝日は休み） 

子どもと文化の森交流広場 内容：乳幼児とその親の居場所 1回 300円 

✾Genki 森もり   樹木のせん定 2/25・3/25 土曜 9:30～10:30  尾張広域緑道 参加費無料 

✾おもちゃ病院   修理 第 2土曜 10:00～12:00 健康文化センター2階 まかせて広場 

✾大口朝市会    新鮮野菜販売 毎週水曜 9:00～  健康文化センター1階 ロビー 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

参加と協働のまちづくりの担い手となる活動団体が一堂に会す、年に一度の「まちづくり

協働フォーラム」を開催します。テーマは、『あなたと創る大口（まち）の未来』。団体活動

の「連携」に焦点を当て、未来に向けて自分たちにできることや、取り組んでみたいことに

ついて考えます。ぜひご参加ください。 
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平成 28 年 12 月 18 日(日)岩倉市総合体育文化セン

ター多目的ホールにて、コーディネーターに加藤武志さ

ん（まち楽房（有）代表取締役・中京大学現代社会学部

講師）を迎え、『第２回２市３町ふれあい協働フォーラ

ム』を開催しました。大口町をはじめ岩倉市、小牧市、

豊山町、扶桑町で活動する住民や団体が、「協働のチカ

ラを知ろう」をテーマに、まちの課題解決について考え

ました。参加者は 80 団体、169 名。大口町からは約

50 名のご参加をいただきました。 

 

第 1 部では、豊山町の「どーじょ寿司」の

他、大口町から大口環境を守る会の酒井武美

さんが、「五条川を通した市民活動の広がり」

について事例発表をしました。 

参加者の皆さんは桜の保全活動の広がりや、

五条川の桜を守る皆さんの熱い思いに、興味

深く耳を傾けていました。 

 

第 2 部では、高齢者福祉、子育て、障が

い者福祉、防災、まちづくりなど 9 つのテ

ーマに分かれ、地域課題の解決について活

発に意見交換が行われました。昨年度 2 月

に大口町で開催した第 1 回のフォーラム

に続き、他市町の住民、団体、地域、行政

の活動を知ることで「協働のチカラ」を改

めて知る機会となりました。 

平成 29 年度『第 3 回 2 市 3 町ふれあいフォーラム』は、小牧市にて開催予定です。 

 

 

 

 

平成 29 年 1 月 8 日(日)成人の集いにて、新成人のみ

なさんに「大口町のここが好き!!」をお聞きしました。

みなさんからは、 

✿大口町のすべてが好き Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ 

✿五条川の桜がきれい 

✿中学校が自慢 

など、たくさんの声をいただきました。みなさんのお声

でできた桜の木は、役場玄関ホールに展示してあります。

ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書や総会資料等作成の時期が近づ

いてきました。お困り事はありませんか? 

・グラフが作れない。 

・写真を取り込めない。 

・ワードやエクセルで 

報告書の作成ができない。 

そんな、イライラしたお悩みで時間

を無駄にしていませんか？ 

まちねっと大口では、そんな

あなたのご相談を承っていま

す。お気軽にご相談ください。 

町民活動センターをご利用の皆さんに、

来年度の利用説明と登録・更新手続きを行

います。まだセンターに登録していない団

体の皆さんも、この機会にぜひ登録をご検

討ください。 

✿日時 ３月4 日（土）10:00～12:00 
✿場所 健康文化センター1F 多目的室 

 

団 体 紹 介 Vol.17    『 お り ひ め 』 

第２回 ２市３町ふれあい協働フォーラム 

「大口町のここが好き!!」  

 

★活動日★ 

毎月第３または第４日曜日 

13:00～15:00 

健康文化センター２階 

まかせてルームにて 

大人 300 円 子ども 100 円 

～誰でもウェルカムです！～ 

♪他の活動 

「ふれあいまつり」・「憩いの四季まつり」 

 「れんげまつり」・「夏休みチャレンジ講座」  

 町民活動センター概要 

 町民活動センター利用説明 

 更新手続き  など 

 
人とのふれあいを大切に 
平成 17 年、おりがみが好きなメンバー10

人ほどで発足。日本古来の伝承文化、「おりが

み」を毎月おしゃべりしながら楽しく折って

います。 

「おりがみ」の魅力は指先を使って集中で

きるところ。時間を忘れて楽しめます。また、

人から人へ伝わっていくものなので、覚えた

人がまた他の所へ行って伝えていく過程でふ

れあいが広がっていきます。いろいろな人が

折ることにより、新しいアレンジや折り方が

増えていく楽しみもあります。 

町民活動センター 利用説明会 お困りではありませんか??    

結成後初めての活動 
平成 18 年より 6 年間西児童センター

で折り紙教室をしました。 

「地域の人と子どもたちのふれあい」

を目的に月 1 回土曜日に開催しました。

口コミで扶桑町や江南市からも参加者が

集まり、子どもだけでなく大人の方も多

く参加してくれました。 

 

折り紙作家・川崎敏和さん

の作品“川崎ローズ”。 

「憩いの四季」に飾ったと

ころ、大人気。「ほしい」と

言われてたくさんお嫁にい

きました！ 

 

大口社協デイサービスセンターに

て、月 1 回ボランティア活動をして

います。1 月は節分にちなんだ「鬼

と福の神」。かわいらしい表情の鬼と

福の神ができあがりました！ 

紅白の鶴と扇の祝

いリース 

（高田夏代子作） 

★ＮＰＯ法人共生ホーム「結」、犬山市「ぬくもり」

でも月 1 回ボランティアをしています。 

おりひめの 

皆さん 

ニワトリ 


