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月 日 曜日 開始時間 内 容 場 所 主 催 要 項 

12 

1 土 10:00 
防犯教室 あなたの家がねらわ

れています！ 

健康文化センター1F 

多目的室 
大口町北地域自治組織 無 料 

2 日 14:00 
なっちゃんず＋（プラス）による

「クリスマスコンサート」 

健康文化センター4F 

ほほえみホール 
子どもと文化の森 

前売り 

2,000円 

4 火 9:30 すぐに役立つ湯炊き料理 
中央公民館 2F 

調理室 
大口町消費生活クラブ 500円 

8 土 13:30 65才の同窓会 PartⅢ茶話会 
健康文化センター2F 

町民活動センター 
まちねっと大口 無 料 

15 土 9:30 クリスマス会 屋内運動場 
ウィル大口 

スポーツクラブ 

多種目会員無料 

非会員 300円 

16 日 10:00 
第４回２市３町 

ふれあい協働フォーラム 

あいち航空ﾐｭｰｼﾞｱﾑ内 

1Fメッセプラザ 
まちねっと大口・大口町 無料 

23 祝日 10:00 パン作り教室 
中央公民館 2F 

調理室 
ＳＨＩＰおおぐち 

一般 1,700円  

会員 1,500円 

1 

26 土 13:30 
第 11回大口町まちづくり 

協働フォーラム 

健康文化センター4F 

ほほえみホール 
まちねっと大口・大口町 無 料 

27 日 14:00 第 42回ほほえみコンサート 
健康文化センター4F 

ふれあい 1 
スタインウェイ友の会 500円 

✾健康ｸﾗﾌﾞ“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」 12/21 1/18 金曜 9:30～ 健康文化ｾﾝﾀｰ 1F ﾛﾋﾞｰ 

✾ｸﾚﾖﾝｸﾗﾌﾞ 活動日  12/5･12･19 1/9･16･23･30水曜 10:00～ 余野学共 1 階保育室(会員制)見学歓迎 担当 江口 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 12/10 月曜 1/26 土曜 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  12/1･4･5･6･8･11･12･13･15･18･19･20･22･25･26･27 

1/8･9･10･12･15･16･17･19･22･23･24･26･29･30･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   12/5･12･19 1/9･16･23  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 12/7･22 1/18･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 12/3･4･10･11･17･18･25 1/7･8･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(育樹・剪定) 1/26 9:00～ 土曜  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（1/2は休み）役場玄関ホール 

✾大口猫の会    猫の譲渡会 12/16 日曜 13:00～16:00 余野 3丁目 212-1 OLIVEBALLETCLASS 

入場無料･予約不要  

まちづくりサポートカーであなたの地域に参ります！ 
町民活動センターのスタッフが地域に出向いて活動支援を行ったり、

地域の課題解決の会合などに参加するために車両を購入しました。 

黄色い車両でみなさまの地域にもお邪魔します！ 

（購入費の一部をＪＡ愛知北に助成していただきました。） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

早いもので、今年も残すところ１か月となりました。 

何かと気ぜわしい年末年始ですが、12月には４回目の「２市３町ふれあい協働フォーラム」、

2019年１月には大口町のまちづくりの仲間が一堂に会す「第 11回まちづくり協働フォーラム」

が実施されます。 

まちの未来について、あなたも一緒に考えてみませんか。皆さんお誘いあわせの上ぜひご

参加ください。 

 

 

 

 

 

『連携』シリーズ第３弾！ 

町内で活発に活動するＮＰＯ団体の活動発表の場として、毎年ＮＰＯ法人まちねっと大口

と大口町が共催で行う「まちづくり協働フォーラム」は、今回 11回目を迎えます。大口町で

は、平成 18 年からの第６次総合計画、続く平成 28 年からの第７次総合計画で「みんなで進

める自立と共助のまちづくり」を施策に掲げ、地域住民主体の協働によるまちづくりを一貫

して進めてきました。 

第９回から「多様な主体の連携」をとりあげてきた大口町まちづくり協働フォーラムは、

今回「連携～これからの可能性～」と銘打ち、連携シリーズ第３弾として、連携によって生

まれる未来への可能性をみんなで一緒に考えます。ふるってご参加ください。 
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まちづくり情報誌 ２０１８年１２月１日 発行 

「第 11 回大口町まちづくり協働フォーラム」開催！ 

2019年 

1 月 26 日(土) 

・ファシリテーター  

一般社団法人地域問題研究所  

調査研究部長 

加藤 栄司 氏 

・事例発表  

 大口町中地域自治組織 

 ウィル大口スポーツクラブ 

 ２市３町協働フォーラム 

・場所  

健康文化センター４階 ほほえみホール 

 

 

 

 

13:30～16:00 

第 10回まちづくり協働フォーラム 

 

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


 

 

 

4回目を迎える今回のフォーラムでは、2市 3町で育まれてきた協働の機運をより一層高め、

動き始めた協働の取り組みを深めることを目指して開催します。 

 みなさんのご参加をお待ちしております。 

12 月16 日（日） 
 

 

 
※ 問合せ まちねっと大口 ☎22-6642 

 

 

 11月３日（土）、４日（日）の２日間、ふれあいまつり 2018 が開催されました。 

４日はあいにくの雨模様にもかかわらず、多くの方に来場していただき、子供たちの笑顔

もたくさん見られました。 

 ４日に行われた抽選会には、多くの団体から 200を上回る景品のご提供をいただき、約

1,300人の方にご参加いただきました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 今年もまちねっと大口が事務局となり、ふれあいまつり実行委員会と共に企画・運営を行

いました。改善すべき点など実行委員会で話し合い、来年も多くの団体・企業に出展してい

ただき、より一層みなさまに楽しんでいただけるようにしていきます。 

出展、来場していただきましたみなさま、ありがとうございました。  

 

 

 

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下さい。 

🌼 申請書受付期間 12月３日（月）～１月 25日（金） 

🌼 公開プレゼンテーション ２月 23日（土）10:00〜 中央公民館 Ｃ会議室 

詳細は、広報おおぐち 1月号をご覧ください。 

 
 
 

大口町の歴史的魅力を発信！ 

平成 27年の松江城国宝指定、大口町と松江市の姉妹都市

提携をきっかけに、「松江開府の祖」堀尾吉晴公生誕の地で

ある大口町でも、地元の歴史を掘り起こし、町内外に発信

していこうという機運が高まりました。 

 平成 28年、生涯学習講座「大口町出身の武将 堀尾吉晴

公を知ろう！」が開催。集まった歴史好きのメンバーが、

講座終了後「おおぐち歴史ガイド」を結成しました。 

 現在メンバーは９名（男６名、女３名）。月１回の勉強会、

町内外のお客さんが来た時の史跡ガイド、金助桜まつりを

中心とした桜の季節の歴史ガイドの３本立てで活動してい

ます。 

 

 

「大口町には歴史的なものは何もない」とよく言われますが、
掘り起こしてみると、地元に伝わる小さな伝説、古い言い伝えは
限りなくあります。 
勉強していくうちに、点と点がつながり、面として広がってい

くのがすごくおもしろい！地元の歴史を学校や地域に伝え、地元
に愛着や誇りをもつきっかけをつくるのを目標にしています。 
 歴史の好きな方、外に出るのが好きな方、好奇心旺盛な方、ぜ
ひ一緒に活動しましょう！ 代表 大森英男さん 
  問合せ 生涯学習課（中央公民館 2F） 95-3155 

入場 

無料 

    平成 30 年度上期 元気なまちづくり助成事業 

 

 
 

団体紹介 Vol.28  『おおぐち歴史ガイド

平成 30年度 主な勉強会 

1月 織田街道散策 

4月 熱田裁断橋跡見学 

5月 名古屋市博物館 

（裁断橋擬宝珠
ぎ ぼ し

）見学 

7月 高野山堀尾氏墓石群見学 

 

 

  ふれあいまつり２０１８ 
 

10:00 開会 

10:05 協働事例発表 

    「2 市 3 町防災ひろめ隊」 

10:20 意見交換会 

12:45 閉会 

 

全体コーディネーター 

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 

第 4 回２市３町ふれあい協働フォーラム  

ふれあいまつりにブース出展！ 

🌼開催状況🌼 

来場者 ：6,000 人 

出展者 ：１日目 58団体 

（活動センター登録団体 30団体） 

      ２日目 57団体 

（活動センター登録団体 24団体） 

ステージ：１日目 23団体 

      ２日目 15団体 

まちねっと大口ブース 

松江、南三陸物産展を

行いました。 

堀尾邸址といわれる八剱社 

「堀尾金助物語」の舞台、堀尾跡
公園の裁断橋 

歴史ガイドおすすめコース 
 ガイドつきウォーキング（約 1時間） 

堀尾吉晴の供養塔がある桂林寺 
裁断橋を歴史ガイド 

 

織田街道 
勉強会 

10：00～12：45 

あいち航空ミュージアム内 1階

メッセプラザ 

（県営名古屋空港内） 

🌼出展者アンケートより🌼 

・抽選会やダッシュマンショーなど家族で楽しん 

でもらえる工夫がとても良いと思いました。 

・ブースに来てくれた方に、アンケートやチラシ 

を通して活動を知ってもらうきっかけになった。 

・色々な年齢の方に体験していただいたり、展示し 

ているものについて話し合ったりできた。 

・雨天で人の流れが変わり、室内の入場者がぐんと 

増えました。（来年も雨が…と願ってはいけませんね） 

 


