
 

 

 

町民活動センター（まかせて広場・まかせてルーム）では、7 月にはカービング講座を開催いたしま

した。8 月には行政と団体との意見交流会、協力団体代表者会、9 月にはアピール講座とたくさんの

イベントがあります。各団体さんのイベント情報も見逃せませんよ♪ 

 

 
申込み・問合せ：町民活動まかせてネット ☎22－6642 

●  意見交換、情報交換をしませんか ～協力団体代表者会～ 

今年度、町民活動センターに協力団体としてご登録いただいている団体の代表者会を開催します。 

軽食などとりながらセンターに対するご意見等、自由に歓談する場として、また団体同士の交流の場として、

ぜひご参加ください。 

☆日 時☆ 8 月 25 日（水） 12：00～14：00 

☆場 所☆ まかせてルーム 健康文化センター（ほほえみプラザ）2Ｆ  

☆参加費☆ 500 円（軽食付き）  

☆対象者☆ 町民活動センター協力団体代表者（または代理の方）   

●アピール講座                       定員１０名 参加者募集！  

 

 

  

プロから学ぶ！“伝わる”情報発信のコツ 

信頼や共感を得る情報発信をするには… 

「相手が求める情報のカタチ」を考え、表現する発信が必要です。 

大切な活動を広げていくために…忙しい活動団体こそ、ぜひご参加ください。 

 

チラシ・ホームページなど、方法は違っていても、伝える手段は、「ことば」と「イメージ」。 

これらの組み合わせのバリエーションを知り、「わかりやすい」「説得力がある」伝え方をするために、読み手

の立場に立った表現の工夫を学びます。 

☆日 時☆ 9 月 16 日（木） 13：30～15：30 

☆場 所☆ まかせてルーム 健康文化センター（ほほえみプラザ）2Ｆ  

☆講 師☆ ＮＰＯ法人 ボランタリーネイバーズ  井村 太麻美 氏 

☆定 員☆ 10 名先着順（応募者多数の場合、協力団体が優先となります） 

☆対 象☆ 活動団体         ☆参加費☆ 無料 
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●  行政と団体とのテーマ別意見交換会  ～考えよう わたしたちにできること～～  

地域での共通の課題をテーマに取り上げ、役割分担やよりよい解決の仕方を一緒に考えましょう。 

☆日 時☆ 8 月 7 日（土） 13：30～16：00 

☆場 所☆ 健康文化センター（ほほえみプラザ）４Ｆ 

Ａ  一時預かり事業について（子育て）           ほほえみホール  

Ｂ  減災について（防災）                     和室 1 

Ｃ  焼却ごみの減量について（環境）                和室 2 

Ｄ  障がい理解のための具体的な手法について（ 障がい福祉）     和室 3 

●  開催されました      「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」  

6 名の審査員と活動団体・町職員の約 30 名の傍聴のもとに、 2 団体から 2 事業のプレゼンがありました。 

① 特）共生ホーム結 「デイサービスゆい改修工事」まちづくり道具箱助整備事業成申請 

「富山型デイサービス」施設への既存建物改修を行う事業  

② ファイターズクラブ 「農業体験活動」 元気なまちづくり事業助成金申請 

田植え・野菜収穫・稲刈り・餅つき などを通じ親子で農業体験を行う事業 

② の事業が承認され、①の事業は再検討とされました。 

そこで「ＮＰＯ法人 共生ホーム結」代表の水野さんにお話を伺いました。 

まかせてネット（※以下ま）：プレゼンテーションを行った感想はいかがでしたか？ 

水野さん（※以下 水）：初めてのことなので緊張しました。正直、直後は落ち込みましたが、 

プレゼンの準備不足のご指摘や、事業への助言などをいただき、今はよかったと思っています。 

ま：どのような点がよかったですか。 

水：プレゼンでは様々な職種の方の知識をお借りすることができ、計画を見直す機会がもてました。 

その中で、新たな人とのつながりができ、事業をよりよいものにするためにとても良い経験になりました。 

施設としての機能が充実させられたのではと思います。共生ホームとして、地域とともに歩む施設をつくる 

という原点に立て、感謝しています。 

ま：今後の事業計画についてお聞かせ下さい。 

水：開所に合わせて講演会（仮題）『やっぱりうち（家）が一番』 

～共生ホームを考える～を施設の整備と共に計画しています。 

内容も幅広い年齢の方が楽しめるものになっていますので、 

みなさんにお越しいただきたいです。 

ま：たくさんの人が集える場所になるよう、頑張ってください。ありがとうございました。 

●  町に新規登録された団体さんです！      「ファイターズクラブ」「元気会」  

●ファイターズクラブ（ＮＰＯ団体） 

 農協体験をすることで、郷土大口町を知るとともに、豊かな心の青少年健全育成を図る。 

●元気会（まちづくり団体） 

 独り身の高齢者等が、1 日でも長く心身ともに元気でいられるよう応援する。 



 

              

                         

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●まかせて広場● 

朝市会の新鮮野菜！ 毎週水曜日午前中（1Ｆホール出張所にて販売開始！） 

日本語サロン    毎週木曜日午前中 サラダボールＣｏ． 

手作りパンの販売  第 1 木曜日 11 時頃 ぱんやなかよしこよし 

おもちゃ病院    第 2 土曜日午前中 

●まかせてルーム● 

デコレーション講座 毎週金曜日 アトリエ ビー 

フラダンス講座   毎週金曜日 17 時～（3 回/月） ハラウ ピオ ケ アヌエヌエ 

手作り品の販売   とんぼ玉、ビーズアクセサリ、エコクラフト、自家焙煎コーヒーなど 

イベント名・日時・場所・内容　
　参加要領（定員・ 参加費・〆切等)
 問合せ先・℡/Fax・URL・E-mail
チラシなどもご持参下さい　次回発行は10月予定

☆お寄せ下さい　イベント情報☆

第１回「夏休みの思い出を作ろう」

　　　　主催：子どもの根っこを育てる会

みんなで作ってみよう！
連続で、植物や自然の素材を使ったものづくりや
クッキングなど手先を使って親子で手仕事を楽しむ
講座です。
日 時/ ８月１４日(土)

①繭のストラップ作り
　　①10時～11時　１作品　500円

②エコバックの藍染め
　　②13時～15時　1作品　1500円

会 場/ 健康文化センター　１F　多目的室 
対 象/ ①４才以上のお子さんと親
　　　②小学生以上のお子さんと親
受付・問合せ/町民活動まかせてネット

☎22-6642（月～土 10～16時)

親子手しごと倶楽部　

来て！観て！踊ろまい！
みんなで、大祭を盛り上げましょう♪

日 時/  9月11日(土)　12時～20時＜予定＞
　※雨天予備日9月12日（日）
会　場/ 町民会館第１駐車場
主 催/ やろ舞いプロジェクト、大口町
受付・問合せ
町民活動まかせてネット
　　　☎ 22-6642（月～土　10～16時）

第9回　やろ舞い大祭　

♪日　時：11月6日（土）10時30分開演
♪出演料：500円（記念品有）
♪申込み期間：9月8日（水）～10月13日(水)

主催　スタインウェイ友の会

マラソンコンサート出演者募集

ふれあいまつり2010「大口なんでも
     マラソンコンサート」出演者募集！！

＊詳細は、広報８月号折込みチラシをご覧ください。



 

8 月 6 日（金）【さくら大学】憩いの四季                  ：有料 

7 日（土）【行政と団体とのテーマ別意見交換会】まかせてネット           

8 日（日）【五条川自然塾】わくわくおおぐち２１            

14 日（土）【ペア de ヨガ】男女共同参画懇話会 

       【夏休みの思い出を作ろう】子どもの根っこを育てる会 

  20 日（金）【ハッピースマッピー教室】健康クラブ笑顔２１ 

 22 日（日）【親子ふれあいフェスティバル】ハラウ ピオ ケ アヌエヌエ 出演 

       【パン作り教室】ＳＨＩP おおぐち 

【枝豆狩り】大口町稲作認定農業者会 

  28 日（土）【ゆう・らく・まち こどものまち２０１０】子どもと文化の森 etc. 

 29 日（日）【ゆう・らく・まち こどものまち２０１０】子どもと文化の森 etc. 

        【フルートアンサンブル】矢戸川をきれいにする会 

9 月 2 日（木）【うちの子にぴったりの園を見つける会】まみーぽけっと 

【ふれあい広場でフラ体験】ハラウ ピオ ケ アヌエヌエ 

   3 日（金）【さくら大学】憩いの四季 

4 日（土）【親子体操教室】ＳＨＩP おおぐち 

      運動が苦手な子どものための体操教室です。１０時～ 町民会館１Ｆ 

 11 日（土）【やろ舞い大祭】やろ舞いプロジェクト  

            【ペア de ヨガ】男女共同参画懇話会 

17 日（金）【ハッピースマッピー教室】健康クラブ笑顔２１ 

23 日（祝）【りこさんのボーカルライブ】子どもと文化の森 

 26 日（日）【ハーブを楽しもう①さわやかハーブのミニ寄せ植え作り】子どもの根っこを育てる会 

        ハーブティーも試飲します♪ ほほえみプラザ１階多目的室 13 時～ 

【各地区の盆踊り】広報おおぐち８月号９ページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

発行：大口町 NPO 登録団体 町民活動まかせてネット・大口町 

       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/~makasetenet/    E-mail：makasetenet1@yahoo.co.jp 

編集後記 

今回のおおぐちモードはいかがでしたか？８月９月も活動団体さんのイベント満載です。 

ぜひ参加してくださいね。今後も楽しい情報を「手作り」でお届けしていきます。 

こんなイベントがあるよ、こんなこと載せてほしい！などいろいろご意見・ご感想もお待ちし

ております！ 

♪まかせてネットの活動に参加してみたいという方、応援して下さる方募集♪ 

正会員 1 口 2000 円  賛助会員 1 口 1000 円 

 

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

