
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備 考 

４ 

1 日 

9:00 金助桜まつり 堀尾跡公園 
金助桜まつり実行委員会 

堀尾史蹟顕彰会 
 

9:00～

13:00 

松江物産展 

（大和屋鈴波工場まつり） 
大和屋・鈴波大口工場 まちねっと大口/大口町  

9:00～

13:00 

シティプロモーション 

スタンプラリー 

堀尾公園 

大和屋・鈴波大口工場 
大口町 雨天中止 

9:00～

21:00 
おおぐち光燈路 堀尾跡公園 チームＧＯＧＯ大口 雨天中止 

7･14(土) 

8･15(日) 

18:00～

21:00 
おおぐち光燈路 堀尾跡公園 チームＧＯＧＯ大口 雨天中止 

14 土 
14:00～

15:30 
卯月落語会 

老人福祉センター1Ｆ 

娯楽室 

集まれ！まちの芸術家

たちの会 

500円 

無料(小学 4年以上) 

22 日 
13:00～

16:00 
第９回猫の譲渡会 

余野 3丁目 212-1  

OLIVEBALLETCLASS 
大口猫の会 

予約不要 

無 料 

22 日 13:30～ 大口町ほほえみﾌﾟﾗｻﾞ･ｺﾝｻｰﾄ 
健康文化センター1Ｆ 

多目的室 
チェリー・ドリームズ 無 料 

29 祝 
10:00～  

12:00 
れんげまつり 

大口町役場東側 

田んぼ周辺 
大口町 小雨決行 

５ 

12 土 
10:00～

11:30 

世界の紙芝居と遊び 

ブラジル紹介（おやつ付き） 
南児童センター まちねっと大口 

１００円 

小学生(要予約) 

20 日 
14:00～

15:30 

舞台劇鑑賞 

「夜明けの落語」 

劇団うりんこ 

扶桑文化会館 子どもと文化の森 

有 料 

（４才以上） 

前売り有り 

26 土 
10:00～

13:30 
北児童センターまつり 北児童センター 元気クラブ／大口町 前売り有り 

27 日 
13:00～

16:00 
第１０回猫の譲渡会 

余野 3丁目 212-1  

OLIVEBALLETCLASS 
大口猫の会 

予約不要 

無 料 

✾健康クラブ“笑顔２１”ﾊｯﾋﾟｰｽﾏｯﾋﾟｰ健康教室｢ﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ｣  4/20 5/18 第 3金曜 9:30～ 健康文化ｾﾝﾀｰ 1F ﾛﾋﾞｰ 

✾クレヨンクラブ 活動日  4/11･18･25 5/9･16･23･30  水曜 10:00～11:30  

余野学共 1F 集会室(会員制)  担当 江口 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 4/23 5/28  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  4/3･4･5･7･10･11･12･14･17･18･19･21･24･25･26･28 

5/8･9･10･12･15･16･17･19･22･23･24･26･29･30･31 

火曜（老人福祉センター1Ｆ 研修室）水曜･木曜･土曜（老人福祉センター1Ｆ 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   4/11･18･25 5/9･16･23  水曜 13:30～14:30  

老人福祉センター1Ｆ 娯楽室 60 才以上の方  1回 500 円(憩いの四季会員 400円) 

うたごえ喫茶 4/13･28 5/11･26 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 4/２･3･9･10･16･17･23･24 5/1･7･8･14･15･21･22･28 

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 4/28 5/26 土曜 8:00～9:00  （除草のみ） 尾張広域緑道 参加費無料 

✾おもちゃ病院   修理 4/14 5/12 第 2土曜 10:00～12:00 健康文化センター2F まかせて広場 

✾大口朝市会    新鮮野菜販売 4/4･11･18･25 5/2･9･16･23･30 毎週水曜 9:00～ 健康文化センター1F ロビー 

✾消費生活クラブ  ぼかし、EM菌入り石鹸販売  4/4･18 5/2･16 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、オープンしてから８年目を迎えました。新年度もより皆さまに

ご活用して頂けるセンターをめざし、設備、サービスの充実を心がけて参ります。また、情

報紙モード等で、皆さまの活動をＰＲしていきますので情報をお寄せください。 

今年度も、団体向け、住民向け講座を企画しておりますので、ぜひご参加ください。 

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 

〇つなぐ 

協働のまちづくりを推進するため、様々な情報を提供し、活動団体相互の交流と連携の促

進支援を行います。 

・まちづくり協働フォーラム（１２月予定） 

1年に 1度、まちづくりの仲間が一堂に会し、講演会や交流会を行います。 

・活動団体向け交流会（平成３１年 1月予定） 

活動団体の交流会を行います。 

〇出会い、ふれあう 

新しい仲間づくりを応援し、団体同士の出会いの場をつくります。 

・夏休みチャレンジ講座（８月 7日） 

活動団体が講師となり、子どもたちが楽しめるミニ講座を開催します。 

・住民向け講座 （全２回） 

仲間と力を合わせてまちづくり、地域づくりを始めてみたい方の講座を開催します。 

・まちづくり情報誌『おおぐちモード』の発行（偶数月） 

大口町を元気にする団体の活動や、活動センターの情報をお届けします。 

・ボランティア活動の場の提供 

〇ささえる 

皆さんの活動をサポートします。 

・活動団体向けスキルアップ講座（全２回） 

  第 1回「団体運営基礎講座」 

   ５月２２日（火）10:00〜11:30 健康文化センター１階 多目的室 

大口町のまちづくり応援の仕組みや、制度の活用方法などを学びます。 

・活動センター利用者説明会（平成３１年３月） 

活動センターの上手な活用方法を丁寧にお伝えします。 

一年間よろしくお願いします！！  

発行：特定非営利活動法人まちねっと大口 ／ 大口町 

  丹羽郡大口町伝右一丁目 35 番地 健康文化センター2 階    TEL/FAX：22－6642 

 ホームページ http://home.owari.ne.jp/˜machinet/   E-mail：machinet@owari.ne.jp 

平成３０年度 町民活動センター 事業計画 

４月 ＆ 5 月   のイベント案内 

Vol.58 

まちづくり情報誌 ２０１８年 4月１日 発行 

http://home.owari.ne.jp/


 

 

大口町内で活動する住民団体が行う公益性のある事業について、助成金申請の受付を行い

ます。申請については、役場地域協働課へご相談ください。 

１． 申請受付期間 ４月２日（月）〜５月３１日（木） 

２． 公開プレゼンテーション 

日 時：６月１６日（土） 14：00〜 

   場 所：中央公民館２階 Ｃ会議室  ※詳細は広報おおぐち４月号をご覧ください。 
 

 

 

２月１８日（日）小牧勤労センターにて、コーディ

ネーターに加藤武志氏（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３回２市３

町ふれあい協働フォーラム』を開催しました。      

第３回となる今回は、出会いの場に加え、協働の可

能性を探り、具体的な企画の実現を考える場として開

催されました。参加者は大口町・扶桑町・豊山町・岩

倉市・小牧市より約 200 名。大口町からは 11 団体 21

名のご参加をいただきました。 

加藤武志氏による協働ミニ講座の後、 

「はじめるグループ」では、今回初めて参加される

方を対象に、団体や参加者同士の交流を図りながら、

課題別のテーマに基づき“こんなことが出来たらいい

ね”を話し合いました。 

「かなえるグループ」では前回まちの課題を解決す

る方法について考えたことを受け、さらに一歩前に進

み、“具体的な企画の実現”に向けて話し合いました。 

 また、今回は市町紹介ブースに加え、新たにわ

がまちの逸品ブースを設け、昼食時に各市町ゆか

りの品などを販売しました。 

わがまちの逸品紹介タイムもあり、大口町から

は、ぱんや“なかよしこよし”さんの大口町産の

野菜などを使った手作りパン、大口町産の六条大

麦を使用した麦茶、中地域自治組織で考案された

鹿の角細工の販売を行いました。また、他市町の

魅力や物産を知る機会となりました。 

今回話し合った、「できたらいいな、こんなこと」と、「課題解決への具体的な企画」を、

次回の２市３町ふれあい協働フォーラムへつなげていきたいと思います。 

※『第４回２市３町ふれあいフォーラム』は、豊山町にて開催予定です。 

 

 

開催日：２月２４（土）14:00～ 場所：健康文化センター1階 多目的室  

大口町内で活動する住民団体が行う公益性のある事業について、

公開プレゼンテーションが行われました。今回は、元気なまちづく

り事業に「NPO法人ウィル大口スポーツクラブ」「チームＧＯＧＯ

大口」の２団体がエントリー。５分という短い時間の中、思いの伝

わるプレゼンテーションが行われ、２事業とも承認されました。 

NPO法人ウィル大口スポーツクラブ … 頭脳スポーツ「健康麻雀」 

チームＧＯＧＯ大口 … 大口！松江！未来への想いの灯り事業  

  

              

ママの笑顔が子どもの笑顔 子どもの笑顔を広げたい 

大口町主催のあおぞら塾に集ったメンバーを中心に 2003年４月に発足しました。現在８名

で活動しています。「当時町内にあまりなかった“親子”や“ママ”の居場所をつくりたい」、「マ

マたちのサポートをしたい」との想いで活動を続けてきました。年月とともにメンバーの年

齢層は変わり、活動への想いも「子どもたちの笑顔を広げたい」と変化してきています。 

子育て情報誌『ぎゅっと』は、子育て情報をぎゅっと詰め込んで 2003年

にＡ４サイズ１枚の季刊誌としてスタート。2006 年からは元気なまちづく

り事業助成の承認を受け、年 1 回の冊子として発行しました。2009 年から

は町との協働事業として毎年保健センターなどで配布しています。 

手作りが大好きなメンバーで 

以前児童センターで週１回「ふらっとルーム」を開催。週替わりでマ

マたちが楽しめる手作りイベントや手作りランチを提供していました。 

またその他にも、手作り布絵本講座や、ペーパークイリング講座など

の手芸講座を開催。とても大好評でした。 

現在は、児童センターまつりでの「手作り革細工講座」や、まちねっ

と大口主催の夏休みチャレンジ講座での「エコクラフトでかご作り」な

どに講師として参加。子どもたちと手作り講座を楽しんでいます。 

子どもたちが楽しめる 

出展をしています♪ 

まみーぽけっとでは、 

やろ舞い大祭、ふれあいまつりの

子育て連絡協議会コーナー、児童

センターまつりにて、 

かわいい手作り品販売や、子ども

たちが楽しめるゲームなどのブ

ースを出展しています。 

ぜひお立ち寄りください！ 

初めての子育て、孫育て。「これでいのかな？」と思うことありませんか? 

地域の小児科の先生の話しを聞いて、育児の心配を解消しましょう。 

日  時 : ５月 28日（月）13：30～ 

場  所 : 大口町子育て支援センター（大口北保育園内） 

講  師 : 江南厚生病院 西村直子先生（小児科代表部長） 

主  催 : まみーぽけっと 

申込先 : 子育て支援センター  

各保育園（中保育園を除く） 

各児童センター 

第 3 回 ２市３町ふれあい協働フォーラム 

団 体 紹 介 Vol.24  『 まみーぽけっと 』 

   平成３０年度 第1次元気なまちづくり事業助成等の公開プレゼンテーション 

承認事業 

平成３０年度 第２次元気なまちづくり事業助成等の公開プレゼンテーション 
要請があれば出張します！ 

夏休みチャレンジ講座 

  

 

 


