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2月＆3月のイベント案内
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絵本読み、リトミック、カイロ

南児童センター

まみーぽけっと
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第8回憩いの四季まつり

憩いの四季

憩いの四季まつり実行委員会
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第8回憩いの四季まつり
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憩いの四季まつり実行委員会
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まちづくり協働フォーラム

健康文化センター4階

まかせてネット

5

日
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第５回おおぐち合唱祭

大口町民会館

合唱祭実行委員会
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日

14～

大口笑おう会

子どもと文化の森交流広場

子どもと文化の森

要予約
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バレンタイン企画チョコづくり

南児童センター

まみーぽけっと

要予約

12 日

13～

「ご縁玉」映画上映会

大口町民会館

子どもと文化の森

整理券

骨盤体操、ブラックシアター

南児童センター

まみーぽけっと

ハッピースマッピー健康教室ウォーキング

保健センター

健康クラブ笑顔2 1

健康文化センターふれあい３

まかせてネット

要予約
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KOHARU亭兄弟

2 7 月 11～、13～ アドバイザー相談会⑤

所

主

催

要項

21

要予約

2011年は、協働の研修や行政と団体との意見交換会など地域や団体活動に活かして
いただけるような事業を開催しました。多くの方々にご協力をいただきありがとうご
ざいました。
今年も2月5日（日）のまちづくり協働フォーラムを皮切りに、まちを元気にする事
業を展開していきますので、皆様のご協力をお願いしたします。

HAPPYﾊﾞｰｽﾃﾞｲ！おおぐち

木

10～

リトミック、ブラックシアター、カイロ

南児童センター

まみーぽけっと

要予約

昔も現在(いま)も未来もずっと 愛があふれる みんなの大口

11 日

10～

ジュニアピアノコンサート

健康文化センターふれあい1

スタインウェイ友の会

要申込

楽器で遊ぼう、骨盤体操

南児童センター

まみーぽけっと

4月1日（日） 10時～15時

ハッピースマッピー健康教室体力測定

保健センター

健康クラブ笑顔2 1
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まみーぽけっと

１０～

ふらっとルーム（2 / 2 ・9 ・1 6

3 / 1 ・8 ・1 5 ）

木曜1 0 時～1 4 時

大口町南児童センター

親子

\3 0 0

みんなで祝う町制５０周年
「ストリートパフォーマンス」
「なんでも50（ﾌｨﾌﾃｨｰ）」出演者募集中！

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。

★2/27（月）

個別相談⑤

健康文化センター4 階

11 時～12 時、13 時半～14 時半

ふれあい③

今年度最後の個別相談になり
ます！ぜひご活用下さい。

♪会 場：大口町役場駐車場、周辺道路、大口町民会館駐車場
♪参加協力金：ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ １チーム 500円 ・ なんでも５０（ﾌｨﾌﾃｨｰ）は任意
♪申込み締切：2月20日（月）

この他に「大口物産展」 「団体活動展示」
「大口Ｅグルメ認定会」などもあります。
活動発表・体験講座・物販・飲食などのお楽しみブースです。
♪お問い合せ、申込みは下記まで

編集後記
先日実家に帰っていた時、私が乗っても割れないくらい厚い氷が張っていました(´∀｀*)こんな寒さは子どもの
頃以来ではないでしょうか。懐かしく感じる一方、最高気温も最低気温も異常ではと心配にも･･･。インフルエン
ザも流行っておりますので、お体もおいたわりください！
まかせてネット 和田
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
ホームページ http://home.owari.ne.jp/~makasetenet/

50周年を一緒に祝い、まちをみんなを元気に！と思っている方
50周年の『５０』にちなんだパフォーマンスをして下さる方
楽しい一日を皆の手で創り上げてみませんか？

TEL/FAX：22－6642
E-mail：makasetenet1@yahoo.co.jp

町民活動まかせてネット（健康文化センター２階）
TEL/FAX 22-6642 受付：月～土 10時～12時、13時～16時 （日、祝日除く）
E-mail : makasetenet1@yahoo.co.jp

スキルアップ講座＆アドバイザー相談会

活動センター協力団体代表者会議を開催しました

～事業を成功させるための企画書・見積書の作り方！～

実行したい企画があるのだけれど、
どのように企画書にしたらよい！？
助成金の申請をしたいのだけど、
見積書の作り方は！？

★9/ 6 （火）
企画書・見積書作成講座（10 時～）

1階

多目的室

他団体、町との協働による事業を実現したい、助成金制度や協働委託費をどのように
見積書に書いたらいいのかなど、NPO 専門アドバイザーがていねいにお伝えします。
個別相談③（13 時半～、14 時 45 分～）

4階

ふれあい③

個別相談は、町民活動
センター協力団体優先です!

コミュニケーション能力アップ講座
～人材育成のプロから学ぶ魅力ある話し方・伝え方～
仕事・家庭・子育て・・・あらゆる場面で必要となるコミュニケーションスキル
を講座で改善！コミュニケーション力を高めることで印象力・人間力のアップに
つながり、人間関係を改善。スキルアップを目指そう！

講師：長野ゆき子（ながの ゆきこ）先生
有限会社 幸プランニング 代表取締役
エコステージ評価員（0463）
S.E.P（Self Expression Power）自己表現能力講座校長
「佐藤綾子パフォーマンス学講座®」名古屋校校長
日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会認定講師

日時：１０月２9日（土）１３時半～
場所：健康文化センター１階多目的室
定員：２０名
参加費：５００円
申込み・問合せ：２２－６６４２
（月～土 １０時～１２時、１３時～１６時）

6月27日（月）13時から健康文化センター1階多目的室にて、34団体の代表が集まり、協力団体代
表者会を開催しました。この会は活動センターをより有意義なものとし、団体同士のつながりを深め
るために昨年度から開催しています。
今年度からは、子ども会、文化協会、体育協会、スポーツ少年団も活動センターの協力団体として登
録。今回の会にも多くの団体が出席して下さり、よりたくさんのつながりが期待されます。今後もよ
り多くの団体のつながりの場、まちづくり活動の拠点として、一層努力していきますので、みなさん
のご協力をお願い致します。
【活動センターの良い点】
・拡大コピーができて便利
・コピー、印刷機の利用がしやすい
・他の団体さんと情報交換ができる
・おおぐちモードで活動紹介をしてもらえる
・ロッカーがあり資材等の保管ができる
【改善点】
・もっと交流できるように工夫してほしい
・町民の方々にまだ活動が知られていない
・地域振興課へポストのようなものがあるといい
・利用案内（代金）が一目でわかるとよい
・気軽に立ち寄れる雰囲気が欲しい
【どんなセンターにしたいか？】
・気軽に立ち寄れる“何か”があるとよい
・事業のマッチング、人材紹介、斡旋があるとよい
・会議用に仕切られた部屋があるとよい

ご要望のあった利用
案内を設置しました

ハンドメイド講座②を開催しました
7月9日（土）10時から第2回ハンドメイド講座を開催しました。
バックや帽子につけたり、ヘアアクセにもできる涼しげなコサー
ジュを手づくりしました。参加者は12名。
中には2つ、３つと作られる方もいて皆さん楽しんでいらっしゃ
いました！

第3回はとんぼ玉体験です。
定員も少ないですので、お早めにご予約下さい。
9月22日（木）①13：00～14：30
②14：30～17：00
定員①、②各回2名 参加費800円（ストラップ代等別途）

とんぼ玉の写真はイメージです

活動センター交流事業を開催します
～タロット占い講座～
タロットカードの意味を知って、人間関係・
ビジネスなど未来の予想をしてみませんか？
★8/20（土） 10時～12時
大アルカナ22枚のカードの意味と占い方
★8/27（土） 10時～12時
カードの展開法（ｽﾘｰｶｰﾄﾞ、二者択一等）
★9/3 （土） 10時～12時
参加者同士でカードでの実占

講 師：田坂 天鵬さん（鑑定士）
場 所：健康文化センター2Ｆまかせてルーム
定 員：各回10名
参加費：各回500円
持ち物：筆記用具

