
利用案内とサービスメニューをリニューアル！内容もより充実し、より交流を深められる場となるよう

取り組んでいきます。サービスリストはまかせてルームで配布しております。ホームページからもご覧

になれます。

活動センターにご登録をお願いします
利用案内もリニューアルして再スタート！

発行：大口町NPO登録団体 町民活動まかせてネット

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

6月＆7月のイベント案内

編集後記

まかせてルーム当番を時々させてもらいます、竹腰 順子です。普段は子育て団体のNPO法人まみーぽけっとで

活動しています！たくさんの人と関われる事を楽しみにしています。来室の際には、ぜひ声をかけて下さいね♪

まかせてネット 竹腰

町民活動センターでは、今年度も協働事業のアドバイザー相談会やスキルアップ講座を始め、自主

事業のハンドメイド講座などを通じて、より町民の皆さまに親しんでいただき、大口町を元気にして

いく活動を展開していきます！

17

まかせて広場、まかせてルーム定期講座・販売

『東北地方太平洋沖地震』により、被害を受けられた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

まかせてネットでは、町内公共施設の一つとして、町民活動センター『まかせてルーム』に9月30日まで

義援金募金箱を設置しております。皆さまからお預かりする義援金は大口町共同募金委員会を通じて被災

地へお送りしますので、ご協力をお願い致します。

月 日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催  ￥：有料

2 木 10～12 講演会「口」から始まる健康のお話 子どもと文化の森交流広場 子どもと文化の森 ￥

4 土 13時半～ いま求められる地域のチカラ ほほえみプラザ4Ｆほほえみホール まちづくりを考える会

17 金 10～12 かんたん!!野菜クッキング 保健センター栄養実習室 健康クラブ笑顔21 \

18 土 13時半～ 第3回大口笑おう会　雷門獅籠さん 子どもと文化の森交流広場 子どもと文化の森 ￥

18 土 ９～13 車椅子シェフの料理教室 保健センター栄養実習室 大口町社会福祉協議会  ￥ 

19 日 13～ 10周年記念発表会 江南市民文化会館 ﾊﾗｳﾋﾟｵ ｹ ｱﾇｴﾇｴ

25 土 10～11 親子体そう教室（お子さん小学生まで） 町民会館会議室 SHIPおおぐち ￥

26 日 14～15 第18回ほほえみコンサート ふれあい1 スタインウェイ友の会  ￥ 

26 日 14～16 こどものまち説明会 ほほえみプラザ1Ｆ多目的室 子どもと文化の森

9 土 10～12 夏色コサージュを作ろう♪ ほほえみプラザ２Ｆまかせてルーム まかせてネット ￥

24 日 10～13 SHIPおおぐちのパン教室 中央公民館2Ｆ調理室 SHIPおおぐち ￥
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クレヨンクラブ活動日（6/1・8・15・22)の水曜9時半～11時半　余野学共　￥　

まみーぽけっと　ふらっとルーム（6/2・9・16・7/7・14)の木曜10時～14時　大口町南児童センター　￥

まみーぽけっと　マタニティー講座「お母さんから赤ちゃんへの初めてのプレゼント－布絵本づくり」　6/7・14・28  7/5・12・１９　￥

 場 所 曜 日 時 ～ 時  内　 容  主　 催  備 考

水 ９～12  朝市会の新鮮野菜！  大口町朝市会  販売

第1水 11時位～ 手づくり惣菜パン販売  ぱんや“なかよしこよし”  販売

木 9時半～  日本語サロン  サラダボールＣｏ． 500円/月

第2土 ９～12  おもちゃ病院　　　  おもちゃ病院おおぐち　　　 修理

金 10～16  デコレーション講座  アトリエ・ビー 講座

金 17～18  フラダンス講座　  ハラウ ピオ ケ アヌエヌエ 講座

平日、土 10～16 まかせてマーケット まかせてネット 販売
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まかせてネットのハンドメイド講座（全6回）

場所：ほほえみプラザ2Ｆまかせてルーム

4月27日（水） 母の日ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ

実施済み

7月9日（土） 夏色コサージュを作ろう

10時～ フラワーアレンジメント（造花）

定員20名 参加費800円

9月22日（木） とんぼ玉体験①

①13時～ ②14時半～ ガラス造形

①②各定員2名 参加費800円～

11月19日（土） X'masを彩るアレンジ

①10時～ ②11時～ ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ

①②各定員10名 参加費3000円

12月17日（土）お正月を迎えるアレンジ

①10時～ ②11時～ ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ

①②各定員10名 参加費2000円

3月24日（土） とんぼ玉体験②

①13時～ ②14時半～ ガラス造形

①②各定員2名 参加費800円～

～協働～ を協働したこと

4月27日（水）ハンドメイド講座を開催しました。

この講座は、活動センターにより多くの方に足を運んで

ほしいとスタートしました！第1回目は母の日企画とし

て、2種類のプリザーブドフラワーを作りました。ボ

リュームのあるアレンジに、みなさん満足して帰られま

したよ♪

次回は7月9日（土）夏季、バックやヘアアクセにもでき

る涼しげなコサージュの手づくり講座を企画していま

す！皆さん、仲間と一緒にハンドメイドしてみませんか。

2011年度活動センター事業計画の紹介

活動センター報告－2
ハンドメイド講座①ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰのアレンジメント

4月21日（木）おさえて安心！決算書・予算書作成講座！
【今年もやります！ＮＰＯアドバイザーによる相談会】今年度第１回目は団体を運営していく上で

要となる、会計の講座を設けました。時期も、町への決算書提出期限に合わせ、ＮＰＯ団体として

信頼を得るのに大変重要な団体の会計の疑問に、専門のアドバイザーが答えました。

活動センター2010年度事業報告

活動センター報告－1
アドバイザーによる相談会（予算・決算書作成講座）

アドバイザー相談会、講座 全5回

4/21（木） 予算書、決算書作成講座、個別相談① 済

6/24（金） 個別相談②（11時～、13時半～）

9/ 6（火） 企画書提案と見積書作成講座（10時～）、

個別相談③（13時半～、14時45分～）

11/11（金） 個別相談④（11時～、13時半～）

2/29（水） 個別相談⑤（11時～、13時半～）

ＮＰＯアドバイザー：中尾 さゆり氏

（ＮＰＯ法人ﾎﾞﾗﾝﾗﾘｰﾈｲﾊﾞｰｽﾞ）

その他にもフォーラムや、団体と行政の意見交換会、

ファシリテーション講座等も予定しています。

この機関紙おおぐちモードも隔月配信していく予定で

おりますので、日程等決まりましたらお知らせして参

ります！

講座への優先参加、まかせてルームの優先予約その他

お得な料金設定がありますので、団体の皆さまは活動

センターへのご登録をお願いします。

・活動センター利用説明会 4/24 参加者36名

・労務、ＮＰＯ基礎セミナー参加 7/3・7/29

・自主講座タイカービング講座開催 7/10

・行政とＮＰＯのテーマ別意見交換会 8/7

・団体代表者会議 8/25 参加者22名

・アピール講座① 9/25 参加者10名

・ＮＰＯアドバイザー相談会 11/11・

12/13・

2/15・3/11 参加団体のべ8団体

・まちづくり協働フォーラム共同開催、

交流会12/11

・アピール講座② 12/13 参加者8名

・協働に関する研修参加 1/13 北名古屋市

・学共の有効利用交流会 2/28  参加者58名

・地域リーダー育成講座意見交換会参加 3/9

・活動センターホームページの更新

・活動センターブログの更新

・おおぐちモードの発行隔月(広報折込)

・定例会、運営会議 合計18回

・まかせてマーケット開設（スタッフ在住時）

・活動センター運営に関する会員研修会

（ワークショップを２回開催）

・ふれあいまつり参加 11/6・7

活動センター報告－３
ＮＰＯ同士の協力のかけはし、義援金募金活動！

4月30日（土）SHIPおおぐち主催「誰でもできる和太鼓の

魅力」の会場にて、東日本大震災の支援の一つとして義援

金募金活動を行いました。たくさんのご協力ありがとうご

ざいました。皆様の善意は日本赤十字社を通して役立たせ

ていただきます。

●義援金合計 ３３，７８６円●

また「矢戸川をきれいにする会」「おおぐちおやじの会」

「大口町朝市会」「ヘルシーエイジングの会」「(株)いず

み」さんのご協力により、おいしい焼きそばとカレーの提

供もあり、すべて完売しました。まかせてネットからの急

な声掛けにも関わらず多くの団体さんの協力を得られ、

『つながり』を体感できた一日となりました。今後もこの

ような連携がつくれるよう努力していきたいと思います。

2010年度、活動センターでは多種多様な事業を展開してきました。ご協力ありがとうございまし

た。

2011年度もなお一層まちづくり活動に役立つ事業を企画していきたいと思います。

活動センター報告－4
元気なまちづくり助成事業公開プレゼンテーション（H23年度上期）のが行われました。

「元気なまちづくり事業公開プレゼン」が行われました

5月14日（土）10時～ 憩いの四季娯楽室

① ファイターズクラブ「農業体験活動」： 「農業体験」事業

で、子どもの健全育成・地域交流を農業公園構想に役立てる、

昨年から2回目の申請でした。

② まみーぽけっと「布絵本づくり」 ：「マタニティ講座」事

業で、赤ちゃんへの手づくりの贈り物づくりを通し、仲間づく

りや育児に対する丌安の解消が得られればと願う、初回の申請

でした。


