
【まちづくりを考える会ヷまかせてネットヷ大口町】が協働で開催します！ 

 今年のテヸマは『つながる ひろがる 地域
ま ち

づくり』 

 午前はまちづくりを考える会の活動報告と「基調講演」、午後は「つながるひろ 

がる交流会」です。 

 活動団体による「パネル展示」「体験」「模擬店」は 1 日を通して行われます。 

【来てヷ見てヷ楽しんで】ください♪ 

スタンプラリヸを集め、はずれなしの豪華くじ引きもお楽しみください！ 

詳細は金券付き広報折込チラシをご覧ください！ 

 

 

 

 

 

町民活動まかせてネットでは 9 月 16 日（木）に【アピヸル講座の第 1 回目】、11 月 25 日（木）には【第 2 回目フォヸ

ラムで使用する団体紹介パネルの作成】を開催いたしました。たくさんの方にご参加いただき、有意義な講座ができました。 

12 月 11 日（土）にはフォヸラムを「まちづくりを考える会」と合同開催いたします。皆さんふるってご参加下さい！ 

 
申込みヷ問合せ：町民活動まかせてネット ☎22－6642 

●  大口町まちづくり協働フォーラム「自分のまちは自分でつくる」開催  12 月 11 日（土）10 時～ 15 時半  

                          健康文化センタヸ（ほほえみプラザ）全館 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動団体の皆さまにはパネルの展示をお願いしています。 

今年もできるだけたくさんの団体を紹介したいと思います！ 

どしどしお寄せ下さい。午後の交流会では、一般の方々、地域の方々、 

団体の方々が一堂に会して楽しいものにしていきたいと思っています。 

年末のお忙しい折ではございますが、みなさんも元気なまちづくりに参加して下さい♪ 

 

●ふれあいまつり 2010 に出店しました♪            11 月 6 日（土）・7 日（日） 

  

 

ふれあいまつり 2010（11 月 6 日ヷ7 日）に町民活動センタ

ヸまかせてルヸム内にあります、【まかせてマヸケット】が初

出店しました。らくがきせんべい屋さんも一緒にやらせていた

だき、どちらもたくさんの皆さんに足を運んでいただきました。

特にらくがきせんべい屋さんには、色とりどりのせんべいを何

回も描きに来てくれた子どもたちもいて、大感激です♪ 

12 月 11 日（土）のフォヸラムのちらしをお配りしました。 

みなさんフォヸラムにもぜひぜひ、来て下さいね！ 
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●アピール講座開催しました               9 月 16 日（木）13 時半～15 時半  

  

 

 

参加者 10 名               講師：NPO 法人ボランタリヸネイバヸズ 井村 太麻美氏 

残暑の続く中、6 団体 10 名の方にご参加いただきました。 

グルヸピングされた中で自分たちの活動を紹介し合い、意見

を交わしました。講座では井村氏より、アピヸルする際のコ

ツをアドバイスいただきました。 

みなさん、情報発信の達人！になれたかな!? 

感想：自分が何者なのか。それを知ることが大切。 

普段自分たちのことを話すことが尐ないことに気付いた。 

意外なコツなどが聞けてよかった。 

コツ！の１つを紹介：人は苦労話や人間味のあるストヸリヸ

仕立ての話に弱いもの。成功例より悩みなどが耳に留まる！ 

 

●アドバイザー相談会                       全４回（残り３回） 

 

活動団体の悩みをスッキリ解決！ 

場所 

大口町健康文化センタヸ４Ｆ 

  

 

相談日程 

 

① 11 月 11 日（木） ふれあい 2○済  ②12 月 13 日（月） ふれあい 2 

③ 2 月 15 日（火） ふれあい 3      ④ 3 月 11 日（金） ふれあい 3 

 

相談時間 

11:00～12:00、13:00～14:00 の 1 日 2 団体限定です。 

 

アドバイザヸ 

●中尾 さゆり 氏【ＮＰＯ法人ボランタリヸネイバヸズ】 

ＮＰＯ法人の立ち上げ、会計ヷ労務の実務、会計システムづくり 

などの実践多数あり。学習会企画ヷ講師等の経験豊富。 

07 年度からモリコロ基金相談スタッフ。04～愛知県 NPO アドバイザヸ 

NPO 法人会計基準策定プロジェクト専門委員。 

11 月 11 日の相談会での感想： 

SHIP おおぐち 活動をどのように見積書や報告書に表していくかを NPO の立場からアドバイス 

 してもらえたので、大変参考になった。来年の見積書づくりに反映させていきたい。 

共生ホヸム 結
ゆ い

 法人化後の細かい会計指導やその都度わからない具体的な会計の疑問点などが 

 聞け、とても良かった。また見積書づくりの時期に参加させてほしい。 

 
初開催!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜まかせて広場＞ 

ヷ朝市会の新鮮野菜！：毎週水曜日午前中（12/29、1/5 はお休み） 

ヷ手作りパンの販売：第 1 木曜日 11 時頃 ぱんや“なかよしこよし” 

ヷおもちゃ病院：第 2 土曜日 10 時～12 時 

＜まかせてルヸム＞ 

ヷデコレヸション講座：毎週金曜日 アトリエ ビヸ（12/31 はお休み） 

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

ヷ手作り品の販売：スタッフ対応時 とんぼ玉、ビヸズアクセサリ、エコクラフト、自家焙煎コヸヒヸ、 

ハヸブ雑貨（入浴剤、リヸス、オブジェ等）、デコレヸションストラップ 

12 月 28 日（火）～1 月 4 日（火）までは健康文化センタヸ休館のため活動センタヸもお休みです 

親子パンリヸス教室 子どもの根っこを育てる会 

第 4 回目 親子手しごと倶楽部 

親子で天然酵母のクリスマスパンリヸス＆パンを作ろう 

※去年大好評だった講座、今年もやります♪ 

日 時：12 月 19 日（日）9 時 30 分～11 時 30 分 

会 場：大口町中央公民館（図書館）２階調理室 

講 師：山川 鈴子氏(Japan Home Baking School） 

参加費：4 才以上の親子 1 組 2000 円（保険代、材料代込） 

    先着 15 組！ 

持ち物：ふきん、エプロン、お子さんのお茶、 

    パンを持ち帰る袋と箱またはカゴ 

天然酵母のパンリヸス、食べるパン、ハヸブティヸ込です 

申し込：まかせてネット 22-6642（12 月 17 日まで） 

第 17 回ほほえみコンサヸト スタインウェイ友の会 

～ピアノトリオコンサヸト～ 

（オヸボエ、フルヸト、ピアノの演奏） 

日 時：１月 23 日（日）14:00 開演 

場 所：大口町健康文化センタヸ4Ｆ「ふれあい 1」 

参加費：500 円（先着 20 名） 

協働主催：大口町教育委員会、スタインウェイ友の会 

イベント名ヷ日時ヷ場所ヷ内容　
　参加要領（定員ヷ 参加費ヷ〆切等)
 問合せ先ヷ℡/FaxヷURLヷE-mail
チラシなどもご持参下さい　次回発行は2月予定

☆お寄せ下さい　イベント情報☆



 

12 月 1 日（水）【新年を迎える和の寄せ植え】13 時半～中央公民館 2F C 会議室 ﾍﾙｼｰｴｲｼﾞﾝｸﾞの会 

         【冒険キッズ】受付開始 実施日 2/11(祝)郡上八幡日帰り 子どもと文化の森 

4 日（土）【健康１番ピンコロ２番！】１３時半～ 大口町民会館 大口町、健康ｸﾗﾌﾞ笑顔 21 

5 日（日）【ピアノデュオコンサヸト】14 時～ 江南市民文化会館 スタインウェイ友の会 

11 日（土）【まちづくり協働フォヸラム】 10 時～15 時半 健康文化センタヸ全館 

   まちづくりを考える会＆町民活動まかせてネット 詳しくは広報折込をご覧ください! 

      【ペア DE ヨガ】19 時～ 健康文化センタヸ５F 男女共同参画懇話会 

 12 日（日）【ざんヷぱらヷりん劇場】13 時半～ 健康文化ｾﾝﾀｰほほえみﾎｰﾙ子どもと文化の森  

【第 9 回ダンス＆ミュヸジックフェスティバル】13 時～大口町民会館 大口おやじの会 

13 日（月）【アドバイザヸ相談会】11 時～、13 時～健康文化ｾﾝﾀｰふれあい 2 まかせてネット 

 17 日（金）【元気会活動日】13 時～ さつきヶ丘集会所 元気会 

 19 日（日）【親子でｸﾘｽﾏｽﾊﾟﾝﾘｰｽ＆天然酵母ﾊﾟﾝ作り】9 時半～中央公民館調理室 子どもの根っこを育てる会 

 22 日（水）【運動が苦手な子のための体操教室】10 時～町民会館 1F 会議室 SHIP おおぐち 

 23 日（祝）【ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ講習会】10 時～ 健康文化センタヸ多目的室 大口さくらﾒｲﾄ 

       【SHIP おおぐちのパン教室】10 時～ 中央公民館調理室 SHIP おおぐち 

25 日（土）【一宮ﾀﾜｰｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ野外ｽﾃｰｼﾞ】 16 時 45 分～ ﾊﾗｳ ﾋﾟｵ ｹ ｱﾇｴﾇｴ 

1 月 8 日（土）【ペア DE ヨガ】19 時～ 健康文化センタヸ５F 男女共同参画懇話会 

        【笑顔満彩】16 時半～19 時半 中央公民館集会室 平成 22 年度成人の集い実行委員会 

20 日（木）【子育てママのリフレッシュフラ】10 時半～ 親子ふれあい広場 ﾊﾗｳ ﾋﾟｵ ｹ ｱﾇｴﾇｴ 

21 日（金）【ハッピヸスマッピヸ健康教室】3kg,3cm,3 ヵ月!ﾁｬﾚﾝｼﾞできたかな!?健康クラブ 21 

23 日（日）【第 17 回ほほえみコンサヸト】14 時～ 健康文化センタヸふれあい１スタインウェイ友の会 

 30 日（日）【食育講座親子でｸｯｷﾝｸﾞしよう♪】10 時～ 中央公民館調理室 子どもの根っこを育てる会 

【ふらっとルヸム】毎週木曜日 10 時～14 時(12/23ヷ30、1/6 は休) 南児童センタヸ まみヸぽけっと 

  ☆12 月は先着 10 名様にｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを用意します♪（2 日、9 日、16 日） 

【町民活動センタヸ（まかせて広場、まかせてルヸム）年末年始休業のお知らせ】12 月 28 日（火）～1 月 4 日（火） 

           

 

 

 

 

 

発行：大口町 NPO 登録団体 町民活動まかせてネットヷ大口町 

       大口町伝右一丁目 35 番地 健康文化センタヸ2 階  TEL/FAX：22－6642 

ホヸムペヸジ：http://home.owari.ne.jp/~makasetenet/    E-mail：makasetenet1@yahoo.co.jp 

編集後記 

私ごとですが、昨年１１月からの約１年間まかせてネットのスタッフとして働かせていただき

ましたが、出産のため１２月のフォヸラムをもちまして退職させていただきます。大口町には、

まちづくりのため、地域の人のためにと熱く活動されている団体が沢山あります。熱い気持ち

の団体の皆さまと出会えたことで、私はやる気と元気をいっぱいもらいました！ 

皆さま、一年間大変お世話になりました。            まかせてネット 小林 

 

  ：有料 

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

