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編集後記  
  今年も暮れになりました。活動センターの本年は多忙でした。新規でふれあいまつり事務局、多文化 

 共生の場づくりなどなど・・・。何より、「町民活動まかせてネットの法人化」への挑戦をし、受理を 

 されました。来年度は、新たな決意で期待に応えられる活動をしてまいります。（渡辺） 
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 早いもので、１年の締めくくりの時期になりました。2013年も残り１ヶ月です。 

 12月には、大口町内３地域すべての地域自治組織が立ち上がり、いよいよ町民による 

まちづくりがはじまります。町民活動まかせてネットでは、今後NPO等活動団体と地域 

自治組織に有機的なつながりが持てるよう様々な事業を企画していきたいと思います。 

 
 

  2013年3月1日（土）午後 

    テーマ あなたが主役！ 

 ～ 22000の新たな挑戦 ～ 
  

  － 自分たちのことは自分たちで － 

 “自立と協働のまち大口町”のこれからを、NPO団体と地域自治組織、 

  行政で一緒にできることから考えます。 

   誰もが参加できるこの機会、大口町の明日を一緒に考えてみませんか。 
 

   
    フォーラムに先立ち、NPO団体のみなさんに地域の現状を知ってもらう、 

 

“みんなの交流会 ～ 地域自治を知ろう ～”を開催します 
12/21(土) 9：30～11：00 健康文化センター４階ほほえみホール 

 

※フォーラムの詳細については、次回おおぐちモードvol.33でお知らせします。   
 

  ～大口町まちづくり協働フォーラム2014～  

町民会館２階ホール 

  まちカフェ♪～ボランティアで紡ぐまちづくり～ 

12月&1月のイベント案内                      

 昨年１０月から月1回実施しております「まちカフェ♪」におきまして、色々な分野の

活動団体とボランティア活動をつなぐ仕組みについて話し合ってきました。活動に対する

感謝の気持ちをポイントとし、思いと活動を地域内で循環させることでまちの活性化につ

なげられたらと考えています。 

 こうしたしくみの実現に向け、９月２２日（日）には実際にボランティアさんを依頼し

たことのあるNPO団体の皆さんと意見交換を行いました。 
 

■■～ボランティアで紡ぐまちづくり～のねらい■■ 
・ボランティア活動の輪を広げる。 

・活動団体に新たな仲間が増える。 

・ボランティア活動が盛んになることで、 

   団体活動さらには、まちの活性化につなげる。 

ご参加 

下さい！ 

● 町民活動センター年末年始休業のお知らせ ● 

12月28日（土）～1月５日（日） は休業いたします。 

曜 日 時 ～ 時  内　 容 場所  主　 催 備考

第2土 10～12  おもちゃ病院　　　 健康文化センター２階まかせて広場 おもちゃ病院おおぐち　　　修理

水 9～ 新鮮野菜販売 健康文化センター１階ロビー 大口町朝市会 販売

月～土 9～16 まかせてマーケット 健康文化センター２階まかせてルーム まかせてネット 販売

定期講座・活動

月 日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催 要項

2 月 13～
冒険キッズ雪遊び（岐阜郡上市）
2/8、2/22　受付開始

（受付）子どもと文化の森 子どもと文化の森 ¥9,200

7 土
10～

11:30
第２回きっず・マーブル（4～6才
の親子）『親子で森で遊ぼう!!』

白山ふれあいの森 子どもと文化の森 要予約

7 土 13:30～ 冬の寄せ植え教室 憩いの四季娯楽室 ヘルシーエイジングの会 ¥2,800

7 土 10～11 体操教室 町民会館1階会議室 SHIPおおぐち 有料

8 日 13～17
第12回ダンス＆ミュージックフェ
スティバル

大口町民会館
おおぐちおやじの会、

大口町教育委員会

15 日 10～
多文化交流ひろば「持ち寄りパー
ティー＆防災って？」

まかせてルーム サラダボールCo.

18 水 19～20 県内集中年末特別警戒 大口町役場～アピタ
江南警察署、大口町地域

安全パトロール協議会

16 月
13:30～
15:00

リスクマネジメント講座 子どもと文化の森 子どもと文化の森 有料

21 土 11～
ふゆの森のおはなし会
ストリテリングによる

子どもと文化の森 子どもと文化の森

21 土
9：30～
11：30

みんなの交流会
～地域自治を知ろう～

健康文化センター4階
ほほえみホール

町民活動
まかせてネット

22 日 10～13 パンづくり教室 中央公民館2階調理室 SHIPおおぐち 要予約

27 金 20～ 消防団　年末夜警
役場において出発式
その後各分団が年末夜警活動

大口町消防団

12 日 10～ 成人の集い 町民会館２階ホール 成人の集い実行委員会

13 月 10～ 丹羽郡消防出初式 大口町町民会館 大口町

17 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1階ロビー
健康クラブ
“笑顔21”

18 土
13:30～
15:30

もりもりキッズスペシャルプログラム
『みんなでwaiwai英語で遊ぼ!』

子どもと文化の森 子どもと文化の森 要予約

19 日 10～ 多文化交流ひろば「お楽しみ会」 まかせてルーム サラダボールCo.

21 火
13:30～
15:00

わらべうたの講座 子どもと文化の森 子どもと文化の森 有料
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クレヨンクラブ　活動日（12/4･11･18･1/8･15･22･29）　水曜10時～11時半　余野学共1階学習室　会費制

ベビーマッサージ（12/17･1/28）10半～11半　開催場所・申込み　西児童センター　1回 \500　

ウィル大口スポーツクラブ＆憩いの四季　健康麻雀　（12/3･10･17･24、1/7･14･21･28）9時～11時　1回￥500
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 来場者      ： 約８,000人 

 出展者      ： 2日 ５８出展 ３日 ４８出展 

 ステージ参加団体 ： 2日 １９団体 ３日 ５団体 

平成２５年度下期元気なまちづくり助成事業公開プレゼンテーション開催 

ふれあいまつり２０１３  

  10/12、19（土）参加者のべ20名   

●審査基準● 

  活動のコツがわかる講座その２ ニュースレターの作り方  

講師：織田 元樹さん（NPO法人ボラみみより情報局長） 

✿ 始めに、実行委員会、スタッフの皆さんお疲れさまでした。年々盛り上がるおまつりの 

  企画、運営は本当にご苦労が多いと思います。そのスタッフの皆さんのおかげで今年も 

  楽しく有意義な出展ができました。フェアトレード紹介、外国の食の提供 

 （スンドゥブチゲの販売）は来場者に喜んで頂け、目標達成感１００％以上！！ 

  皆さんありがとうございました。そしてお疲れ様でしたぁぁぁ～。（サラダボールCo.） 

✿ 小学生の子どもたちが、大勢参加してくれ、コミュニケーションがとれて、 

  楽しかったです。普段拠点のポシェに来たことがない方にアピールすることができました。 

                                    （まみーぽけっと）  

✿ 今年は去年に比べ来場者が多かったです。出展していたので、人気のあったブースの 

  食べ物が食べられず残念でした。来年も、たくさんの飲食ブースが出展するといいなぁ～! 

                                 （子どもと文化の森） 

✿ 2日間、天候に恵まれ、家族連れも多く、町民の親睦の場として大変有効的なまつりで 

  あったと思います。係りの方々、大変ご苦労様でした。       （Genkiもりもり） 

 広く自分たちの活動を理解してもらい、支援を得るため、誰にでもわかりやすい形で書類

としてまとめることが不可欠。活動を行うにあたって必要なことを明確化し、できるだけ多

くの関係者の意見・知見を取り入れ、事業をよりよいものにするための講座となりました。 

  
講座内容 

 １．事業の振り返りのポイント 

 ２．ワーク：事業の振り返り 

  ・個人作業 

  ・グループ内共有・コメント 

  ・全体共有・コメント 

 ３．ワーク：事業計画 

  ・個人作業 

  ・グループ内共有 

     ふれあいまつりは、 

「町内の団体・企業と行政の活動のPRと交流、情報発信の場」 を目的としています。 

町内で活動されている団体の方で、今回参加されていない団体の方は、日頃の活動のPR

の場として「ふれあいまつり２０１４」に是非ご参加ください。 

来年は、11月1日（土）、2日（日）の予定です。 お楽しみに!!  

上記事業は、今年が最後の３年目の助成となるため、審査員（大口町NPO活動促進委員）

より事業の継続に関する質問が、ありました。また、良い事業なので継続できるように努力

して欲しいという応援の声も多く寄せられました。 

講座内容： 

１日目 ワークから学ぼう 

 実際に与えられた条件の中で、グループごとに情報誌づくりを体験。 
 

２日目 講義 情報発信とは？ニュースレターの作り方 

・NPOの情報発信で大切にしたいこと・・・ 

  誰から誰に伝えるのか、どのように伝えるのか、人を巻き込む広報とは 

・ニュースレターをつくろう・・・ 

  年間台割とは、スケジュールの立て方、役割分担、ニュースレターをつくる上での 

  注意点、ポイント など  

 参加者の感想 

・編集の楽しさを発見しました！     ・楽しく編集したいと感じた。 

・レイアウトのポイント等とても参考になった。実践的なワークをしたかった。 

  活動のコツがわかる講座その３ 企画書作成講座 

参加状況   

出展団体の感想   

 団 体 名      事 業 名 
 

大口町子育て     中学生への出前授業 

団体連絡協議会   ～生命の誕生と赤ちゃ 

           ん抱っこ体験～ 

   11/7（木） 参加者 14名 
講師：中尾 さゆりさん（NPO法人ボランタリーネイバーズ相談事業部部長） 

  10/12（土）1団体 
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 11月2日(土)、3日(日)の2日間、ふれあいまつり２０１３が開催されました。 

 ２日目に雨が心配されましたが、２日間とも天気に恵まれ、例年に比べ子供たちの来場も

多く、楽しそうな笑顔がたくさん見られました。 

 今回からまかせてネットが事務局となり、大口町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。改善すべき点もありましたので、来年はよりいっそうみなさんに楽しん

でいただけるようにしていきたいと思います。 

 出展・来場していただきました皆様ありがとうございました。 


