
 

 

 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備 考 

２ 

3(土)・4(日) 

9:00～ 
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 
 

4 日 10:00 モンゴルの魅力とモンゴル料理 
中央公民館 2F 

調理室 礼法室 
多文化共生ﾚｲﾝﾎﾞｰ 

大人 600円 

子ども 300円 

4 日 13:30 第 11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 

4 日 14:00 

第 9回『大口笑おう会』 

 落語出演 雷門幸福・旭堂鱗林 

子ども落語家・講談師（小学生以上） 

余野学共集会室 子どもと文化の森 
1,500円 

(４才以上) 

13 火 10:00 
人形劇団むすび座 

「ミーくんのたのしいおつかい」 

子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 

大人 1,000 円 

子ども 500 円 

(４才以上) 

16 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  

18 日 10:00 2市 3町ふれあい協働フォーラム 小牧勤労センター まちねっと大口 
要予約 

無料 

18 日 9:00 父子料理教室 大口中学校調理室 
大口町教育委員会 

おおぐちおやじ会 

要予約(2/4～) 

1人 500円 

25 日 13:00 大口猫の会第７回譲渡会 
余野 3丁目 212-1  

OLIVEBALLETCLASS 
大口猫の会 

予約不要 

無 料 

3 

11 日 
13:00～

15:30 
体験しよう！なぞ解きイースター 

健康文化センター1F 

多目的室 
サラダボール Co. 

要申込み 

(小 3～小 6) 

500円 

11 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 

16 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  

25 日 13:30 
映画上映会 

『怪盗グルーのミニオン大脱走』 
大口町民会館 ウィル大口スポーツクラブ 

要申込み 

無料 

25 日 13:00 大口猫の会第８回譲渡会 
余野 3丁目 212-1  

OLIVEBALLETCLASS 
大口猫の会 

予約不要 

無 料 

✾クレヨンクラブ 活動日  2/7･14･21･28  3/7･14･21(30年度入会説明会) 水曜   3/17(お別れ会) 土曜  

10:00～11:30 余野学共 1 階保育室(会員制) 担当 江口 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 2/26 月曜 3/12 月曜 10:30～11:30 西児童ｾﾝﾀｰ１回 500円 予約制 96-0481 

✾ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  健康麻雀  2/1･3･6･7･8･10･13･14･15･17･20･21･22･24･27･28 

               3/1･3･6･7･8･10･13･14･15･17･20･21･22･24･27･28･29･31 

火曜（憩いの四季 研修室）水曜･木曜･土曜（憩いの四季 娯楽室）9:30～11:30  

1 回 500円 (ウィル大口、憩いの四季会員 400円) 

のびのび健康体操教室   2/7･14･21･28 3/7･14  水曜 13:30～14:30  

憩いの四季 娯楽室 60 歳以上の方  1回 500円(憩いの四季会員 400円) 

うたごえ喫茶 2/9･24 3/9･24 金曜 10:30～11:30 土曜 14:00～15:00 

参加費 500円(お茶、お菓子付き） 

✾子どもと文化の森 ちゃいるどすぺーす 2/5･6･13･19･20･26･27 3/5･6･12･13･19･20･26･27 

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 育樹会(育樹・剪定) 2/24･3/24 土曜 9:00～  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 

✾消費生活クラブ  ぼかし、EM菌入り石鹸販売  第 1・3水曜 10:00～12:30 役場玄関ホール 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

大口町民活動センターは、NPO 団体を始め、行政区、地域自治組織、子ども会、文化協会、

体育協会、スポーツ少年団等多くの方にご利用いただいております。新年度も皆さまにご利

用して頂けるよう、丁寧な対応を心がけてまいります。 

今後とも、町民活動センターの運営にご理解とご協力をお願いいたします。 

 

0 

利用説明会ご案内 

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３日（土）10:00～12:00 

● 場 所 健康文化センター1F 多目的室 
 

✿ スタッフ対応時間と開館日     

 時    間 休  館 

町民活動センター 

スタッフ対応時間 

9:00～12:00  13:00～17:00 （月曜～土曜） 

 ※上記以外の時間でも、健康文化センターの開館時間内は自由

に利用できます。 

※スタッフ不在時の入退室は健康文化センター1 階総合案内

にて受付簿へ記載し、鍵の受領または返却をお願いします。 

健康文化 

センター 

休館日 

 

(年末年始) 
健康文化センター 9:00～21:00 （月曜～日曜） 

✿ サービス内容 

協働のまちづくりを推進するため、『活動サポートの場』として様々な情報やサービスを提

供しています。サービス内容の詳細は、町民活動センターで配布している利用案内をご確認

いただくか、直接お問い合わせください。 

♪施設利用（まかせて広場・まかせてルーム①②） ♪備品貸出  ♪用紙販売  

♪印刷（パスワードが必要）  ♪大型印刷（Ａ１・Ａ２・ステージ看板・立て看板） 

♪受付代行  ♪印刷代行  ♪業務代行  

♪ラミネート ♪セルフカフェ ♪チラシ・ポスター掲示 ♪相談業務 

✿ 運営協力金     

多くの皆さまのご協力をいただき、町民活動センターを運営してい

ます。平成 30 年度も継続してご利用になる団体の皆さま、新規で登

録を希望される団体の皆さまは、運営協力金を添え、ご登録ください。

印刷にはパスワードが必要ですので、各団体でご確認ください。 
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昨年１２月１７日（日）、健康文化センター4F ほほえみホ

ールにて開催。当日は約 100 名の団体や行政区、行政のみな

さんが参加し、大口町の協働について事例発表を聞いたり、

意見交換やプチ講座で共に学びました。 

 

●大口中学校 

「中学生のがんばりを伝えたい」 
大口町教育委員会  天野拓夫さん 

名城大附属高校２年 河内海人さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
連携することによって１＋１＝３以上に！ 

「自分たちは何者なのか」を説明できる団体になること、「私

たちと組むと、こんなプラスが得られますよ」という明確なア

ピールをできるようにすることなど、信頼関係を築くために大

切な心構えを学びました。 

 

 

 

１月７日（日）成人の集いにて、新成人のみなさん

にシティプロモーション活動をＰＲし、「大口町にも

とめるもの!!」をお聞きしました。みなさんからは、 

✿みんなで集まってあそべるところ 

✿シンボルになるもの・名物 

✿大型ショッピングモール・飲食店 

など、たくさんの声をいただきました。みなさんのお

声を掲示したパネルを、役場玄関ホールに展示してあ

ります。ぜひご覧ください。 

 

 

野良猫問題は環境問題、だから「地域猫化」で改善を！ 

平成２９年４月１日に設立。現在 20代から 70 代までの 8名で活動して

います。代表の武田麻子さんがこの活動を始めたのは、近所の道で猫が何

匹も死んでいるのを目撃したのがきっかけ。繁殖制限せず屋外で飼育され、

子猫が無制限に生まれた結果でした。 

ＴＮＲ活動（＊）に興味を持ち、10 年間は一人で活動したり他の団体に入ったりしていま

したが、1 年前に大口町の猫を救おうと、団体を立ち上げました。これまでに、27 頭の猫に

里親が決まり、35頭の飼い主のいない猫に繁殖制限手術を施しました。 

＊ＴＮＲ…捕獲し（Trap）、繁殖制限手術を行い（Neuter）、元の場所に戻す（Release/Return）こと 

幸せな猫が増えると、人間の環境もよくなる！ 

公益財団法人「どうぶつ基金」の協働ボランティアとして活動。町民か

らの猫に関する相談に対して解決の道を探っています。猫の糞尿や食い荒

らしが原因でご近所がトラブルになると、適正な対応の仕方を説明しに行

ったり、時には捕獲し、繁殖制限手術を受けさせたりします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団 体 紹 介 Vol.23    『 大口猫の会 』 

平成30年度 大口町元気なまちづくり 

事業助成金第一次募集 

 

大口町まちづくり協働フォーラム２０１７  

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。 

大口町まちづくり団体、ＮＰＯ団

体が行う公益性のある事業の公開プ

レゼンテーションを行います。是非

ご参加ください。 

公開プレゼンテーション   

✿日時 ２月２４日（土）14:00～ 

✿場所 健康文化センター1F 

多目的室 

里親募集などの情報、随時

ブログで発信しています 

 

問合せ 090-3830-9775 

大口猫の会 

お困りではありませんか?? 

第１部 事例発表 

第２部“えんたくん”会議 ＆ 第３部プチ講座 

月１回 猫の譲渡会をしています!! 

2月 25日（日）・3月 25日（日）13：00～16：00 

於 オリーブバレエクラス（余野３丁目 212-1） 

※バザーも同時開催！（猫グッズなど販売） 

地域のみなさんに支えられ、開

校 10年目を迎えた大口中学校。

学校支援ボランティアの活動も

10年目に。地域に開かれた生涯

学習の場を目指して、将来的に

は大人と子どもが隣同士で学ぶ

場を作る夢も語られました。 

大口中学３年

間の経験を自

分の言葉で語

ってくれた 

河内くん     

「大口町にもとめるもの!!」  

 

 

テーマは「他団体との連携」テ

ーマは 

16 もの活動団体との連携によ

り開催する避難防災訓練。今

年で 3 回目を迎えました。地

域、団体とつながるまでの経

緯や成果、大事な心構えを次

年度への課題も含め発表して

いただきました。 

地域のみんなで作り上げている

南児童センターまつりの事例を

紹介。地域のみんなが子どもに関

わることにより、地域の安心・安

全につながり、また子どもたちが

成長したときに地域に目を向け

る土壌作りになっていることを

発表して 

いただき 

ました。 

繁殖制限 

手術済の印“さくら耳” 

●大口町北地域自治組織 

「地域団体が力を合わせて避難・防災訓練」 

防災部会長 藤川義廣さん 

副部会長  川橋朝次さん 

●大口町児童センター 

「子どもをまん中にしたまちづくりをめざして」 

児童館統括主任厚生員 尾関恵子さん 

 

大口町元気なまちづくり事業 

～第１回大口猫の会ねこふぇす～ 

「カッパちゃん写真展」 
１月２７日（土）13：00～ 

２８日（日）10：00～ 

健康文化センター１Ｆ多目的室 

 

まち楽房㈲代表取締役 加藤武志氏の

ファシリテーションによる ケーブルテレビＣＣネット密着取材 

オス猫“ちゃちゃ”に里親が 

決まるまでのドキュメンタリー 

２月放映予定！   

COMMING SOON !! 


