
 

 

 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備  考 

６ 

2 土 13:30 
外国につながる青少年のドキュメンタリー

映画観賞会＆講演会 

「Journey to be continued」 

健康文化センター

1階 多目的室 

多文化共生レインボー

／大口町 
参加費 無料 

9 土 10:00 

ほほえみまつり 

 町民活動センターにて物産展開催!! 
（松江市、南三陸） 

健康文化センター 

リンクワークス 

技研ほほえみプラ

ザ共同体 

 

16 土 9:30 田植え体験 役場前田んぼ 
ウィル大口 

スポーツクラブ 

申込み 5/26～6/9 

多種目会員無料  

非会員 300円 

16 土 10:00 
子ども向け国際理解講座 

世界の紙芝居と遊び「中国のおはなし」 
北児童センター まちねっと大口 

要予約 

参加費 100円 

19 火 10:30 
第 2回マーブルクラブ 

「畑でどろんこ遊び」 

すずいクリニック 

東側畑 
子どもと文化の森 

要予約（未就園児親子）

参加費 有料 

23 土 9：45 親子の happy spot 
江南短期大学５号

館周辺 
子どもと文化の森 

0～3 才の親子及び兄

弟、子育て支援者 

参加費 一部有料 

７ 

７ 土 10:00 
子ども向け国際理解講座 

世界の紙芝居と遊び「モンゴルのおはなし」 
西児童センター まちねっと大口 

要予約 

参加費 100円 

7 土 10:00 
きっず・マーブル 

第 1回「流しそうめんとミニ夏祭り」 

子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 

要予約 就園児親子  

参加費 有料 

16 祝 8:00 
プール無料開放日!! 

「プール祭り」 
大口町温水プール 

ウィル大口 

スポーツクラブ 一部ｲﾍﾞﾝﾄは有料 

23 月 9：00 
大口町を知ろう！コミバスに乗って 

親子でわくわくバスツアー 

丹羽消防署 

（株）東海木材 

バスサポート隊／ 

まちねっと大口／ 

大口町 

要予約 6/4（月）より 

大人 200円 

子ども 無料 

29 日 10:00 パン作り教室 
中央公民館２Ｆ 

調理室 
ＳＨＩＰおおぐち 

要予約 

会員 1,300円 

一般 1,500円 

✾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｣  6/15 7/20 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  6/6･13･20･27 7/4･11･18  水曜 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 6/25 7/9 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  6/2･5･6･7･9･12･13･14･16･19･20･21･23･26･27･28･30 

7/3･4･5･7･10･11･12･14･17･18･19･21･24･25･26･28･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   6/6･13･20 7/4･11･18  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 6/8･23 7/13･28 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 6/4･5･11･12･18･19･25･26 7/2･3･9･10･17･23･24 

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(除草) 6/23 8:00～ 7/28 7:00～ 土曜  尾張広域緑道 参加費無料 

✾おもちゃ病院   修理 6/9 7/14 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 6/6･13･20･27 7/4･11･18･25  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  6/6･20 7/4･18 第 1･3水曜 10:00～12:30 役場玄関ホール 

✾大口猫の会    猫の譲渡会 6/24 日曜 13:00～16:00 余野 3 丁目 212-1 OLIVEBALLETCLASS 

入場無料･予約不要 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

新年度のあわただしさもひと段落し、生活が落ち着きを取り戻した頃合いかと思います。

この時期、何か新しいことを始めてみませんか。 

活動センターでは様々な団体活動の情報を公開しています。ぜひ一度足を運んでください。 

今年度も、団体向けに活動団体交流会を開催します。団体活動を知る場、交流の場として

ご活用ください。皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

0 

６月２０日（水） 10 時～12 時 

健康文化センター1 階 多目的室 

主催 特定非営利活動法人まちねっと大口／大口町 

住民主体のまちづくりをすすめる大口町では、多くの団体が活発に活動をしています。 

今回は、代表者やメンバーの皆様にお集まりいただき、これまでの成果や、活動を続けて

いく中、日ごろから感じていることについて自由に情報交換し、さらに充実した活動につな

げていただくことを目的に開催します。 

また、これから活動を考えている方も団体活動の貴重なお話が聞けますので、是非ご参加

ください。 

～メ ンバーのみなさんでご参加くだ

さい ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 問合せ&申込み （特）まちねっと大口 Tel&Fax 0587-22-6642 

          ６月１６日（土）までにお申込みください 

 

 

 

平成 30 年第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  ６月１６日（土） 14：00〜 

場  所  中央公民館２階  Ｃ会議室 

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 
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活動団体交流会 

6 月 ＆ 7 月   のイベント案内 

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  

 
 

～プログラム～ 

 １．趣旨説明 

 ２．自己紹介・団体イチオシ活動 

 ３．意見交換会 

 ４．交流会（団体間で自由に交流） 

      

 

 

お茶を飲みながら

の気軽な交流会で

す。ぜひおこしくだ

さい♪ 

 

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


スタンプラリー参加者に

五条川の桜の剪定木を使っ

たオリジナルお箸を、大口

町の桜並木の由来を説明し

た手作り箸袋とともにプレ

ゼント。大好評でした。 

 

１．五条川自然塾 

子どもたちに大口町の自然の大切さや素

晴らしさを体験してもらうことを目的に、

毎年 8 月の第１日曜日に開催。 

今年度 17 回を迎えます。 

一番人気は魚つかみ。他にも、 

アスレチックゴムチューブで川下りをし

たり、田んぼで泥んこ体験をしたり、遊び

は盛りだくさん。ワンコインで、夏休みの

一日を思いっきり自然の中で楽しめます。 

２．五条川堤桜保全プロジェクト 

大口町が誇る見事な五条川沿いの 

桜並木。ソメイヨシノの樹齢は 60～70 年

といわれています。少しでも長く美しい景観

を保つため、平成 21 年、大口の桜を守るプ

ロジェクトに着手。他の桜の保全団体と協力

して毎年草刈りや肥料やしなどに汗を流し

ています。平成 28 年には大口町の助成金を

得、五条川沿いに農機具など保全に必要な備

品を保管する施設を取得。保全団体に必要な

器具や燃料の貸し出しを行っています。 

 

活動者の思い…「団体活動を後方支援！」 

活動の中心となるのはちょっと…でも、労働力は

提供したい！近年は、そんな思いを持った方の活

動の場作りを積極的に行っています。企画・準

備・資金作りなど裏方の仕事を引き受け、活動を

応援。「やりたい人」の核となり、活動が少しで

も長く継続するような後方支援を目指します。 

※ 申請団体がいない場合は中止となります。大口町ホームページを確認下さい。 

 

大口町の活動団体の皆さんを講師に迎え、子どもたちが楽しめ、自由研究の題材になりそ

うな内容の講座を開催します。 

子どもたちの楽しい行事になると同時に、大口町の活動団体を知ることができる貴重な機

会にもなります。夏休みの思い出作りに、ぜひご参加下さい♪ 

 日  時  8月 7日（火）10時～12時、13時 30分～15時 30分 

 場  所  健康文化センター、中央公民館 

 対 象 者  小中学生、幼児（講座内容による） 

 参 加 費  実費（講座内容による） 

 申込みは方法等詳しくは、広報おおぐち 7月号でお知らせします 

 

  

～３月２４日（土）「大口町キャッチフレーズ検討会議」を開催しました～ 

大口プロモーションでは、新たな大口町のキャッチフレーズを募集

し選考する「キャッチフレーズ検討会議」をプロデュースしました。

検討会議では、コーディネーターに、コピーライターの小林優太氏を

お迎えし、無作為抽出によって集まったみなさんと共に、10 作品を選

考しました。10作品の中から投票により、役場前アーチ看板に使用す

る 1作品を選びます。詳しくは、広報おおぐち 6月号をご覧ください。 

 

～4月 1 日（日）「五条川桜並木スタンプラリー」を実施しました～ 

大口町を代表するお祭りのひとつである「金助桜まつり」に、たくさんの人に参加してほ

しい・・・というメンバーの思いから、スタンプラリーを企画、実施しました。 

五条川沿いでチラシを配り、大和屋鈴波工場まつりと、堀尾跡公園金助桜祭りの２か所の

会場で実施。204名の方にご参加いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和屋鈴波大口工場会場では、大口プロモーションメンバー作成の、 

大口町の魅力発見パネルからの「大口町クイズ」を実施。沢山の方々にご参加いただき、あ

らためて大口町の魅力を見つける機会となりました。 

 

  

              

 

 おおむね６５才の方を対象に、講座を開催します。 

７月７日（土） 13 時 30 分～ 健康文化センター４階 ほほえみホール 

和田 一浩 氏（野球解説者、元プロ野球選手）の講演会と同窓会を予定 

主催 特定非営利活動法人まちねっと大口／大口町 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 大口プロモーション  

住民向け講座 「６５才の同窓会」  活動団体プロデュース！ 夏休みチャレンジ講座  

問 合 せ 

まちねっと大口 

 22-6642 

応募総数 

143 作品！ 

※グランドワーク … 特定のフィールドを拠点に、地域の

環境改善や次世代の子どもたちに自然の良さを伝えること

を目的としたイギリス発祥の活動。 

大口町では、①夢キャンバス 2001 

（南小地区に公園を作るプロジェクト） 

      ②北部中学校農園作り 

      ③西小学校ビオトープ作ろまい 

という３つのグランドワークプロジェクトが進んでいた。 

21 世紀に向けて、自然豊かな大口町に環境教育を！ 

平成 12 年、大口町のグランドワーク（※）プロジェクトに参加してい

る有志が集まり、大口町の素晴らしい自然を次世代に伝えていきたいと

いう熱い思いを胸に、より安定して継続的、組織的に活動できるよう、

NPO 団体「わくわくおおぐち２１」を立ち上げました。 

 立ち上げ当時メンバーは 7 名(現在 6 名)。学校法人理事、自営業、役

場職員など所属はバラバラですが、ゆるく連携して無理なく活動を広げ

てきました。紆余曲折を経て、現在 3 つの柱で活動しています。 

 

３．西小学校ビオトープ管理支援 

西っ子里山クラブが主体。お手伝い。 

団 体 紹 介 Vol.25  『 わくわくおおぐち２１ 』 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1524889598/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3BhcmsxOC53YWt3YWsuY29tL35vc3lhcmUvc2FrdXJhL3Nha3VyYS1lZGEyLmdpZg--/RS=^ADBlyJgXVE.uDQaLgRWyGk2ExrOn7U-;_ylt=A2Rivbd.puJaS1QAawGU3uV7

