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  6月＆7月のイベント案内   

編集後記  

大口町制50周年事業の幕開けに、大口町とまかせてネットで開催した「HAPPYバースデイ!おおぐち」は

盛況の内に無事終了しました。ご協力ありがとうございます。引き続いて、スマイルプロジェクト「エプロ

ンで交流」も楽しく、今後に期待がもてるものであったと聞きました。次は「田んぼアート」が開催されま

す。これまた楽しそうで「わくわく」します。 

大口の元気を示しています。 そうなんです 大口町は元気なんです！            渡辺  
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 いつも多くの団体や行政区の方にご利用いただいている町民活動センター。 

今年度4月より活動センターをより利用しやすくするため、サービス内容を一部リニュー

アルしました。つながりを大切にしながらもっと多くの方々に利活用して頂き、このセン

ターの活性化を目指し、大口町を元気にしていきます。 

おいしく 楽しく みんなで祝った町制50周年 

 

4月1日、まかせてネットと大口町は町制50周年記念式典に合わせて大口町全体で 

大口町の50才をみんなで祝うイベント「HAPPYバースデイ！おおぐち」を 

役場駐車場周辺で開催し、会場は町内外からの来場者で賑わいました。 

 

町内企業やNPO団体による飲食ブースは早い時間から長蛇の列。 

すべてのブースで完売となりました。また「50」にちなんで行われた 

『なんでも５０』ではZIP-FMのナビゲーター、コバタクこと小林拓一郎さんを 

司会者に迎え、会場をさらに盛り上げていただきました。 

ご協力いただいた関係者の皆様、ご参加いただいた皆様に感謝いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだまだやります！ロゴマーク入りポロシャツ販売 

町制50周年を盛り上げよう大作戦！ 

今年もクールビズポロシャツで夏を乗り切り 

50周年を盛り上げましょう   

プラス東日本の復興支援でつながりましょう♪ 

1着 2,800円（内200円は復興支援金） 
 

★予約受付日 6月1日(金)～8日(金) 

★問合せ・申込み 

町民活動まかせてネット  

TEL/FAX：22－6642 
（月～土曜日９:00～16:00  

※祝祭日及び12:00～13:00は除く） 

  

  

  

  

胸は町制50周年ロゴを入れました 左袖には支援の思いを込めて

曜 日 時 ～ 時  内　 容 場所  主　 催  備 考

第2土 10～12  おもちゃ病院　　　 健康文化センター２階まかせて広場  おもちゃ病院おおぐち　　　 修理

金 10～15  デコレーション講座 健康文化センター２階まかせてルーム  アトリエ・ビー 講座

水 9～ 新鮮野菜販売 健康文化センター１階ロビー 大口町朝市会 販売

月 10～11半 チャレンジパソコン教室 健康文化センター２階まかせてルーム まかせてネット 講座

月～土 10～16 まかせてマーケット 健康文化センター２階まかせてルーム まかせてネット 販売

定期講座・活動

月 日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催 要項

7 木 10～14 ふらっとルーム（デコ、カイロ他） 南児童センター まみーぽけっと 有料

10 日 10～11 SHIP体操教室 町民会館１階会議室 SHIPおおぐち ¥500

14 木 10～14 ふらっとルーム（リボンクラフト、足つぼ他） 南児童センター まみーぽけっと 有料

16 土 13時半～ おおぐち男女共同参画懇話会講演会 健康文化センター4階ほほえみホール おおぐち男女共同参画懇話会 整理券

21 木 10～12 うちの子にピッタリな園をみつける会 南児童センター まみーぽけっと ¥300

21 木 11～、13～ スッキリ解決！アドバイザー相談会 健康文化センター4階ふれあい4 町民活動まかせてネット 要予約

23 土 10～12 作ってみようインドの工作（おやつ付） 南児童センター サラダボールCo. 親子\500

28 木 10～14 ふらっとルーム（笹飾り、骨盤体操他） 南児童センター まみーぽけっと 有料

29 金 13時半～ 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 ¥1,800

14 土 13時半～ 今年は韓流 韓国文化をもっと楽しもう 憩いの四季娯楽室 サラダボールCo. ¥500

29 日 10～13 SHIPおおぐちのパンづくり教室 中央公民館2階調理室 SHIPおおぐち ¥1,500

まみーぽけっと　ふらっとルーム親子リトミック全5回（6/7・7/5）　木曜10時～10時50分　南児童センター　1回 \1000円　

クレヨンクラブ　活動日（6/13・20・27　7/4・11・18）　水曜10時～11時半　余野学共1階学習室　会費制

クレヨンクラブ　ベビーマッサージ（6/12・7/10）　火曜10時～11時半　開催場所・申込み　西児童センター　1回 \500円　
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 4月26日（木）10:00～11:30 健康文化センター多目的室 

 ■参加者 10名 アドバイザー ●中尾 さゆり氏（VNS） 

 今年度1回目となるこの講座では、NPO団体が信頼を得るために欠

かせない『決算書』『事業報告書』のつくり方、わかりやすい会計処

理のコツを学びました。 

また午後には、3団体の方が個別相談を受けられました。 

 

平成24年度 町民活動まかせてネット事業計画 
～人をつなぎ まちを元気にする～ 

アドバイザー相談会①NPO会計基礎講座を開催しました 

平成24年度 活動センター利用説明会を開催しました 

4月14日（土）10時から健康文化センター４階ほほえみホールにて、大口町活動センター利用説明

会を開催しました。足元の悪い中、地域や活動団体等から３０名の方にご参加いただきました。 

はじめに町地域振興課長より、「自治会を取り巻く環境が変わっていく中、求められる多様なニーズ

に対応していくため、町民と行政が一緒に取り組んでいくことが活動センターの存在意義ではと感じ

る。駅のプラットホームのような役割をこの活動センターが果たせるよう努めたい」というお話があ

りました。その後、町担当者より町民活動センター設立の経緯や目的、町の施策やまちづくり促進へ

の取り組みと共に歩んできたことの説明がありました。 

町民活動まかせてネットからは、施設設備の説明や利用の案内をし、更新、登録の手続きをしていた

だきました。 
 

 今年度の更新がされていない団体、新規に登録希望の団体の皆様はお手数ですが、活動センター事

務所までお越しください。皆様のご協力をお願いいたします。 

 

                

 

             行政とNPO団体とのテーマ別意見交換会 

 

      地域での共通の課題をテーマに取り上げ、協働を促進し、 

       よりよい役割分担や解決方法を考えていきます。 

       今年で3度目になるこの事業、身近な課題について自分 

       たちに何ができるか一緒に考えてみませんか。 

 

     ■日 時 8月26日（日） 9時～12時（予定） 

     ■場 所 健康文化センター 

     ■テーマ 募集中  

  

  

●協働に関する事業 
 団体の活動発表の場・まちづくり協働フォーラム 年1回（Ｈ25年2月） 

 団体実態調査・意識調査 

 行政とNPO団体との意見交換会 年１回（8/26）テーマ募集中！ 
 

●活動支援事業 

 NPOアドバイザーによる相談会 年5回  詳細は右ページ下 

 地域リーダー育成講座 

 団体向け講座：年3回(秋)上手な会議の進め方等2回・ニュースレターのつくり方 

 一般向け講座：年2回（8月予定）コミュニケーションスキルアップ講座 

 人材発掘・人材育成研修会（年5～6回）･･･NPO活動や地域活動に関心 

 のある人の掘り起し 
 

●情報発信・広報 

 おおぐちモード発行（年6回）･･･偶数月広報折込（全戸配布） 

 HP・ブログの更新 
 

●活動センター管理・運営 
 ①活動センター運営と日常管理 

 ②町民活動センター利用者交流会 年1回（9月末）･･･よりよい活動センターを目指 

  して、意見交換するとともに相互の交流を図る 

 ③活動センター運営組織の再検討 
 

●その他自主事業 

 ハンドメイド講座、チャレンジパソコン教室の継続実施等 
 

スタッフ対応時間、登録方法が変わりました 
★町民活動センタースタッフ対応時間 月～土（祝日休） 

9時～12時、13時～16時 

★今年度より、活動センターをより充実させるため全ての利用団

体に、活動センター登録協力金（一口2000円）を頂き、ご登録

いただくことになりました。 

      ご理解・ご協力をお願いいたします。 

アドバイザー相談会～活動団体のお悩み、スッキリ解決!！～ 今後の予定 

 

■日 程 

 ★  ６月21日（木）個別相談② （11時～、13時半～）健康文化センター ４階 ふれあい４ 

 ★  ９月12日（水）個別相談③ （11時～、13時半～）          ４階  ふれあい３ 

 ★ 11月20日（火）企画・事業報告のプレゼンテーション（10時～）          1階 多目的室 

           個別相談④ （13時～、14時15分～）       ４階 ふれあい3 

 ★ 2月22日（金）個別相談⑤ （11時～、13時半～）          ４階 ふれあい3 

■参加費                 無料 

PICK UP! 

  

  

  

  

  

受付中 

曜 日 時 ～ 時  内　 容 場所  主　 催  備 考

第2土 10～12  おもちゃ病院　　　 健康文化センター２階まかせて広場  おもちゃ病院おおぐち　　　 修理

金 10～15  デコレーション講座 健康文化センター２階まかせてルーム  アトリエ・ビー 講座

水 9～ 新鮮野菜販売 健康文化センター１階ロビー 大口町朝市会 販売

月 10～11半 チャレンジパソコン教室 健康文化センター２階まかせてルーム まかせてネット 講座

月～土 10～16 まかせてマーケット 健康文化センター２階まかせてルーム まかせてネット 販売

定期講座・活動

月 日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催 要項

7 木 10～14 ふらっとルーム（デコ、カイロ他） 南児童センター まみーぽけっと 有料

10 日 10～11 SHIP体操教室 町民会館１階会議室 SHIPおおぐち ¥500

14 木 10～14 ふらっとルーム（リボンクラフト、足つぼ他） 南児童センター まみーぽけっと 有料

16 土 13時半～ おおぐち男女共同参画懇話会講演会 健康文化センター4階ほほえみホール おおぐち男女共同参画懇話会 整理券

21 木 10～12 うちの子にピッタリな園をみつける会 南児童センター まみーぽけっと ¥300

21 木 11～、13～ スッキリ解決！アドバイザー相談会 健康文化センター4階ふれあい4 町民活動まかせてネット 要予約

23 土 10～12 作ってみようインドの工作（おやつ付） 南児童センター サラダボールCo. 親子\500

28 木 10～14 ふらっとルーム（笹飾り、骨盤体操他） 南児童センター まみーぽけっと 有料

29 金 13時半～ 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 ¥1,800

14 土 13時半～ 今年は韓流 韓国文化をもっと楽しもう 憩いの四季娯楽室 サラダボールCo. ¥500

29 日 10～13 SHIPおおぐちのパンづくり教室 中央公民館2階調理室 SHIPおおぐち ¥1,500

まみーぽけっと　ふらっとルーム親子リトミック全5回（6/7・7/5）　木曜10時～10時50分　南児童センター　1回 \1000円　

クレヨンクラブ　活動日（6/13・20・27　7/4・11・18）　水曜10時～11時半　余野学共1階学習室　会費制

クレヨンクラブ　ベビーマッサージ（6/12・7/10）　火曜10時～11時半　開催場所・申込み　西児童センター　1回 \500円　
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