
 

 

 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備  考 

10 

8 土 
9:30～ 

11:30 

極める大人のチャレンジ講座 

『堀尾吉晴公の戦場をめぐる』 

健康文化センター 

1階多目的室 

まちねっと大口 

/大口町 
参加費無料 

30 日 
14:00～ 

15:10 

劇団うりんこ 

「きみがしらない ひみつの三人」 
町民会館ホール 子どもと文化の森 

チケット 2,000円 

（４歳以上・事前販売） 

11 

5 土  ふれあいまつり 2022開催のため、町民活動センターは休館します  

5 土 9:30～ 

13:00 
ふれあいまつり 2022 

健康文化センター 

中央公民館、周辺駐車場 

ふれあいまつり 

実行委員会/大口町 
 

6 日 

5 土 9:30～ 

13:00 
スポーツフェスタ 2022 中央公民館集会室 

ウィル大口 

スポーツクラブ 
 

6 日 

12 土 10:00～ 
外国籍住民向けサポート事業 

「いろどりお弁当づくりと食育教室」 
大口中学校１階 調理室 

まちねっと大口 

/大口町 

保護者向け 

参加費 200円 

23 祝 
10:00～ 

11:30 

キッズスポーツ 

フェスティバル 
オークマグラウンド 

ウィル大口 

スポーツクラブ 
雨天中止 

26 土 
10:00～ 

11:00 

極める大人のチャレンジ講座 

『人生 100年時代の終活』 

健康文化センター 

1階多目的室 

まちねっと大口 

/大口町 
参加費無料 

✾ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 各イベントの開催日はウィル大口 (95-1313) へお問い合わせください 

健康麻雀  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  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) 

✾ｸﾚﾖﾝｸﾗﾌﾞ 活動日  10/12･19･26 11/2･9･16･30 水曜 10:30～ 余野学共 2 階集会室(会員制)見学歓迎 担当 江口 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 10/17 11/14 南児童ｾﾝﾀｰ 10/31 11/28 西児童ｾﾝﾀｰ 月曜 10:30～11:30 １回 500円  

予約制 090-6087-1872 親はマスク着用、親子とも検温 

✾子どもと文化の森 ちゃいるどすぺーす 要予約 月・火曜 10:00～11:30（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 

✾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 

✾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 

✾ひまわりの会   ぽっかぽか子ども食堂  10/22、11/19に変更 17:30～ カフェＡｎｔ愛北市場内 

～募集～ ✾輝虹会スターレインボー 令和 5 年大河ドラマ『德川家康』を題材に似顔絵・時代背景の絵画募集 

ｻｲｽﾞ:A4 ﾖｺ 画材:自由 ﾊﾟｿｺﾝ OK 締切:1/31(火) 
郵送先:岩倉市昭和町 2-17 岩倉市市民活動支援ｾﾝﾀｰ内 輝虹会ｽﾀｰﾚｲﾝﾎﾞｰ 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業が中止、または延期になることがあります。ご確認ください。 

 

 

 

９月７日（水）町民活動センターに、３名の大口中学校２年生が職場体験に来てくれました。 

町民活動センターの成り立ちと役割、大口町の団体活動とその特徴、NPO法人まちねっと大口の活動 

 について説明を受けた後、コミュニティバスサポート事業や子ども会のお手伝いをしてもらいました。 

 ～感想～                   

 💙大口町が協力で成り立っていると知りました。 

 💙今まで住んでいた大口町の良いところが改めてよく分かった。 

💙お菓子を詰めたり、ファイルに紙を入れたりしているなんて、 

すごいと思いました。                    

お手伝いありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

さわやかな秋晴れが気持ちのいい季節となりました。 

イベント盛りだくさんの秋。今年は感染症対策を十分に行いながら、「ふれあいまつり 2022」

など、さまざまなイベントや催しの実施を予定しています。過ごしやすいこの季節に、ぜひ

お出かけください。 

 

0 

 

住民主体のまちづくりを進めてきた 60年を振り返り、未

来に向けたまちづくりについて自分で出来ること、一緒に

できることをみつけてみませんか。まちづくりに興味のあ

る方、大口町で活動するみなさま、ぜひご参加ください。 

 

 

 

全体ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

まち楽房
ら ぼ

(有)代表取締役  

加藤 武志さん 

 

健康や生きがい、趣味を極めていくための、大人向けのチャレンジ講座が始まりました。

８月 21日（日）には第 1回目の講座「人生 100年時代のお口のはなし」を丹羽歯科院長、

丹羽慶嗣さんにお越しいただき開催しました。歯の健康は全身的な健康状態と密接な関連が

あること、健康維持のために大切なことなどのお話を伺いました。 

～アンケートより～ 

・歯医者には痛み、虫歯以外行かなかったけど 

 定期的に行かなければと思った。 

・歯周病が原因で色々な病気につながることがわかりました。 

 気をつけます。定期健診（メンテナンス）を受けます。 

・定期検診を再開するきっかけにしたいです。 

引き続き、月に 1 回程度講座を開催します。

ぜひご参加ください。（※〆切講座あり） 

Vol.８５ 

まちづくり情報誌 ２０２２年１０月 発行 
10 月 ＆ 11 月   のイベント案内 

丹羽郡大口町伝右一丁目 35 番地 健康文化センター2 階  

月～土 9時～12時、13時～17時 （祝日、健康文化センター閉館日を除く） 

ホームページ https://machinetoguchi.com E-mail：machinet@heart.ocn.ne.jp 

( 問合せ先 

（０５８７） 

２２－６６４２ 

第 15 回 まちづくり協働フォーラム を開催します 

中学生職場体験に来ました！ 
 

 
 

極める大人のチャレンジ講座 vol.１人生 100 年時代のお口のはなし  

 

〜

🌸 🌸 

https://machinetoguchi.com/


 

 

８月２日（火）・３日（水）に「夏休みチャレンジ講座 2022」を開催しました。大口町で活動

する団体などの皆さんが講師となり、全 13 講座に 200 名を超える幼児や小学生、中学生、親

子のみなさんが参加し、楽しい時間を過ごしました。 

♬８月２日 ♬ 

大口町中地域自治組織 
五条川の桜の木を使った 

まみーぽけっと 

丹羽広域事務組合消防本部 チャレンジロープ 

大口さくらメイト 

(株)大和屋守口漬総本家 守口漬 仕上漬体験 

美楽食の会 親子で日本文化体験 

♬８月３日 ♬ 

江南警察署 体験！一日警察官 

ねこさと 

サラダボール Co. 立体の基礎を楽しく学ぼう 

おりひめ おりがみしよう 

NPO 法人子どもと文化の森 光る剣を作ろう 

リサイクルオリジナル工作と 

ゲームで楽しもう 

大口少年少女発明クラブ ホバークラフトを作ろう 

 

 

 

 

 

 

 

７月 31 日（日）に概ね 65才の方を対象にした講座を 3年ぶりに開

催しました。20名の参加者は、人生 100年時代、65 才からを健康に楽

しく過ごすためのヒケツを健康生きがい課とウィル大口スポーツクラ

ブの講師から聞き、参加者同士での情報交換を楽しみました。 

参加者からは、 

・自分の体力を知ることができた。 

・実践やストレッチができてよかった。 

・趣味が一緒の人と会え、話ができた。 

などの感想をいただきました。 

 

 

 大口町内で活動する団体・企業が、体験や展示、販売などのさまざまなブー

スを出展する「ふれあいまつり 2022」を開催します。感染症対策を十分に行い

開催しますので、ご来場のみなさんも感染対策にご協力をお願いします。 

 日時 11月５日(土)・６日(日)９:30～13:00（終了時間が変更になりました） 

 場所 健康文化センター、中央公民館、周辺駐車場 

※詳しくは、広報おおぐち 11月号をご覧ください。 

 

✿ 少年野球のスポーツ少年団『大口タイガース』 

大口町のスポーツ少年団として創団 28年目を迎え、 

『いつも明るく、挨拶ができる子に育てよう』をスロー

ガンとし、現在は 29名で活動しています。今の監督は小

学校時代に大口タイガースで野球を始めた大先輩。今は

一人でも多くの野球少年を育てたいと尽力しています。 

✿ 心ひとつに全員野球！みんなで野球しよう！ 

4年生以上は軟式野球、3年生以下は、台の上に置いた 

止まったボールを打つティーボールを基本活動とし、お互

いを認め合うことを大切にしたチーム作りをしています。 

特に高学年には、常に自分で考え主体的に行動すること

を意識するように指導しています。低学年には、まずスポ

ーツの楽しさを感じてもらいたいと思っています。 

✿ いろいろな体験もできます 

レクリエーション活動や、清掃活動などの地域行事に

も積極的に参加しています。いつも練習をさせてもらっ

ている感謝の気持ちをこめて北小学校の周りのごみ拾い

やグラウンドの草取り、またお正月にはマラソンで田縣

神社まで行く初詣も毎年恒例で行っています。 

✿ 一緒に成長しよう！仲間をつくろう！ 

 野球で一つ一つの試合に勝つのも大事ですが、勝ち負けだけにとらわれず、人として団員

ひとりひとりが心身ともに成長していくことが最大の目標です。タイガースの活動を通して

最高の仲間を作ってもらえたらと思っています。 

 

 

 

ふれあいまつり 2022 

 

場 所  主に大口北小学校 

日 時   土曜日・日曜日 8:00～12:00、13:00～16:00 

     夏季期間（7月～9月）午前・午後どちらか半日  

対 象  小学１～６年生（大口北小学校以外も男女問わず大歓迎） 

連絡先  監督 酒井 携帯：090-9896-6639 

団 体 紹 介 Vol.４９ 『 大口タイガース 』  

夏休みチャレンジ講座 2022 
 

団 員 募 集 中 ！ 

６５才の「あなた」へ 
 

大口町中地域自治組織 
まみーぽけっと 

丹羽広域事務組合消防本部 

大口さくらメイト 

大和屋 
守口漬総本家 

美楽食の会 

江南警察署 

ねこさと 

サラダボール Co. 

おりひめ 

子どもと文化の森 

昭和のあそびパーク実行委員会 大口少年少女発明クラブ 

アンケートより 

✎ とってもおもしろかったし、勉強になった。 

✎ 楽しかった。すごく楽しかった。 

✎ いろいろなことができて楽しかった。また来年も

講座をしたいです。 

✎ 難しいところもあったけど、完成して嬉しかった。 

 
 


