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  12月＆1月のイベント案内               ￥：料金 

編集後記 10月から始まったチャレンジパソコン教室。様々な年代の方で「インターネットの楽しみ方」を学んで

います。ブログ作りでは、生徒さん同士がお気に入り登録をしてコメントをし合うまでになりました。新しいことを

たくさん学ぼうとする姿勢に、私たちが頭が下がります。これからも一緒にがんばりましょうね！ ZOOM 河内 

 早いもので、今年も年の瀬を迎えます。大口町民活動センターでは秋のスキルアップ講座、パソコン

講座等、たくさんの皆さまにご参加いただきました。これからも町民の皆さまに親しまれる活動セン

ターを目指したいと思いますので宜しくお願いします。 
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大口町は来年度 町制50周年を迎えます！ 
～2012年4月1日（日）に５０周年記念イベントを企画しています～ 

まちづくり協働フォーラム2011 
～大口町の元気な活動をみなさんにお伝えし、よりよい協働の進め方を考えていきます～ 

 2012年2月5日（日）10時～15時 健康文化センター全館 

  

まちづくり協働フォーラム2011を開催します♪ 

 

  大口町で活動するＮＰＯ団体のみなさんが、活動内容を紹介したり、体験コーナー 

  で活動を体験したり、模擬店も予定しており、みなさんに楽しんでいただけます！ 

  団体紹介のパネル展示や、よりよい協働を考える講演会（仮題）も行う予定です。 

 

  元気な大口町の活動団体が一堂に会するこの機会に、みなさんぜひお出かけ下さい！ 

２０１２年４月１日（日） 50歳を迎える大口が 
 

元気な地域（まち）であり続けることを願い 
 

全町あげて祝う １日! 

い ま 

問合せ先  

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 ：0587-22-6642 

   E-mail ：makasetenet1@yahoo.co.jp 
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月 日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催 ￥

1 木 10半～ 親子リトミック、カイロ 南児童センター まみーぽけっと 要予約

3 土 10～13 中国　刀削麺に挑戦！ 中央公民館2階　調理室 サラダボールＣｏ． 800

3 土 13半～15 お正月寄せ植え教室 憩いの四季　娯楽室 ヘルシーエイジングの会 2800

3 土 13半～ 暮らしスッキリ・気分もスッキリ 健康文化センター2階まかせてルーム まかせてネット 500

11 日 13半～ 第10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

15 木 10半～ 骨盤体操 南児童センター まみーぽけっと 500

17 土 13半～ チョコレートのお話会 西児童センター サラダボールＣｏ．
子ども100

大人500

17 土 10～12 アンガーマネージメント講座 子どもと文化の森交流広場 子どもと文化の森 1500

17 土 ①10～②11～ お正月アレンジメント教室 健康文化センター2階まかせてルーム まかせてネット 2000

18 日 10～12 暮、お正月に使えるリース型寄せ植え 憩いの四季　娯楽室 大口さくらメイト 2000

23 祝 10～13 SHIPおおぐちのパン教室 中央公民館2階　調理室 SHIPおおぐち 1500

7 土 14～ 盛華祭 中央公民館集会室 成人の集い実行委員会

8 日 10～ 成人の集い 大口町民会館 大口町

12 木 10半～ 親子リトミック、カイロ 南児童センター まみーぽけっと 要予約

21 土 13半～15 大口町の昔話あれこれ 子どもと文化の森交流広場 子どもと文化の森

21 土 10～12 チョコレートのお話会 北児童センター サラダボールＣｏ．
子ども100

大人500

22 日 10～12 SHIPおおぐちキャラバン隊公開公演 健康文化センター4階ほほえみホール SHIPおおぐち

28 土 12半～ 第4回愛知おやじサミット 大口町民会館 おおぐちおやじの会 (主管)

29 日 14～ 第14回ほほえみコンサート 健康文化センター4階ふれあい１ スタインウェイ友の会 500

まみーぽけっと　ふらっとルーム（12/1・8・15　1/12・19）　木曜10時～14時　大口町南児童センター　親子300
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講座

  

コミュニケーション能力アップ講座を開催しました 

10月29日（土）13時30分から講師に(有)幸

プランニング代表の長野ゆき子さんをお招きし、

地域リーダー育成講座の一つとして「コミュニ

ケーション能力アップ講座」を開催しました。

町内外から15名の参加があり約3時間の講座を

真剣に、また自己分析の個人ワークでは隣同士

ワイワイと和みながらの講座となりました。 

＜講座のポイント＞ 

・相手に関心を持つことで、相手を認める 

 ことが出来る。 

・聞く人の都合を考え、一方的に話さない。 

・話すときの視線と距離感を考えながら、 

 具体的に気持ちを伝える。 

  ○○○○をありがとう 

  ○○さんご苦労様   など 

 

 

 

 

     

コミュニケーション＝人間同士がお互いに情報を伝え合うこと 

チャレンジパソコン教室 

まかせてネットでは、多くの皆さんにインター

ネットの楽しみ方を知っていただくため、10

月13日から全8回の「チャレンジパソコン教

室」を開催しています。この講座ではインター

ネットの接続からブログの設定、仲間づくり、

便利な情報の検索など、インターネットを楽し

みたいけれど、一人では心細い、わからないと

いう方向けのメニューをみんなでフォローし合

いながら、楽しく学んでいます。 

 

皆さんからのご要望にもお答えしながら、引き

続きパソコン教室の開催を検討しています。 

 

インターネットで何か新しいことにチャレンジ

してみたいと思っている方、今後のまかせて

ネットからのお知らせに注目！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートより 

・自分の価値観や考え方のクセに気付けたので、 

 多くの場面で活用したい。 

・今ある状況は自分自身が作りだしているのか  

 な…と気づき、言葉、表現など色々と試して 

 みたい。 

・目を見て話すということなど、相手を受け入 

 れて話をすることが大切。 

                                                    

リクエストの声も上がっていましたので、まか

せてネットでは今後もスキルアップのための講

座を企画し、ご案内していく予定です。 

これからパソコン教室を始めま～す 

インターネットの接続を行いますね～ 

アドバイザー相談会 
NPOの専門アドバイザーが団体活動の悩みに答えます！ 

 平成24年4月1日にＮＰＯ法が改正 

されます。 

改正のポイントを分かりやすくお伝えします。 

ＮＰＯ法人の方はぜひご相談下さい！ 
アドバイザー 

●中尾 さゆり 氏 

【ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ】 

ＮＰＯ法人の立ち上げ、会計・労務の実務、 

会計システムづくりなどの実践多数あり。 

NPO法人会計基準策定プロジェクト専門委員。 

 

 

     

協働の研修会2011 連続意見交換会を開催 
～住民が主役のまちづくりを進めていくために～ 

 大口町では、住民が主役のまちづくりを推進する中で、活動団体と行政各課との協働事業

が活発に行われ、その実績も増加傾向にあります。一方、協働に至った経緯等により、団体

と行政の関わり方や事業の取り組みが様々なカタチになっているのも現状です。 

 そうした状況の中、今後、よりよい協働を進めていくためには、活動団体の側として、各

団体の皆さんが日頃から感じている現状や課題を率直にお話いただき、意見交換しながら整

理する機会が大切であると感じ、この研修会を開催します。 

連 続 

開催日・会場 

①11月26日（土）13：30～16：30 

         健康文化センター4階 ほほえみホール 

②12月16日（金）19：00～21：00 

         健康文化センター1階 多目的室 

ファシリテーター： 三島 知斗世 氏（ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ）  

今年度最後の個別相談になり 

ます！ぜひご活用下さい。 
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★2/27（月） 個別相談⑤  11 時～12 時、13 時半～14 時半 

健康文化センター4 階 ふれあい③  

    


