
おいしく　楽しく　みんなで祝った町制50周年 

 場 所 曜 日 時 ～ 時  内　 容  主　 催  備 考

水 ９～  朝市会の新鮮野菜販売！（１F出張所）  大口町朝市会  販売

第2土 10～12  おもちゃ病院　　　  おもちゃ病院おおぐち　　　 修理

金 10～15  デコレーション講座  アトリエ・ビー 講座

月 10～11半 チャレンジパソコン教室 まかせてネット 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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定期講座・活動

ま

か

せ

て

広

場

月 日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催 要項

1 土
9～12、

13～16
10周年記念ウィル大口スポーツイベント 旧北小学校体育館 ウィル大口スポーツクラブ 要予約

2 日 13半開演 集まれ！我が町の芸術家たち 町民会館ホール 町制50周年記念実行委員会
大人\1000

小人\500

6 木 13～15半 協働事業のための「予算積算のポイント」 健康文化センター4階ふれあい3
ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｲﾊﾞｰｽﾞ/

町民活動まかせてﾈｯﾄ
要予約

15 土 13半～15 『広報って何!？情報発信のコツを学ぶ』 健康文化センター1階多目的室 町民活動まかせてネット 要予約

16 日 10～12 多文化交流ひろば 町民活動センター2階まかせてルーム サラダボールCO.

21 金 10～ ハッピースマッピー健康教室 健康文化センター1階ロビー 健康クラブ“笑顔21”

23 日 10～ SHIPおおぐちのクリスマスパン教室 中央公民館2階調理室 SHIPおおぐち ¥1,500

29 土 8時半～ もちつき大会、花餅づくり、お鏡づくり ファイターズ事務所、大中プール北畑 ファイターズクラブ ¥200

6 日 14～17 成人の集い実行委員会地域貢献事業「遊花」 中央公民館集会室
成人の集い実行委員会/

大口町

19 土 10～12 「作ってみようインドの工作」 西児童センター サラダボールCO.
小人\100

親子\500

20 日 10～13 多文化交流ひろば 中央公民館2階調理室 サラダボールCO.

25 金 10～ ハッピースマッピー料理教室 健康文化センター1階調理室 健康クラブ“笑顔21” 要予約

26 土
10～、

13半～ 映画上映会「うまれる」 健康文化センター4階ほほえみホール 子育て団体連絡協議会
前\800

当\1000

27 日 14～ 第23回ほほえみコンサート「加藤利幸テノール」 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

1

クレヨンクラブ　活動日（12/5・12・19・1/9・16・23・30）　水曜10時～11時半　余野学共1階学習室　会費制

12

　　　ベビーマッサージ（12/6）10半～11半　開催場所・申込み　西児童センター　1回 \500　

まみーぽけっと　ふらっとルーム（12/6・13・20・1/10・17・24・31）10時～14時　親子￥300　ランチ￥400～

ふらっとルームにお越しの方、12月は先着で20名にミニプレゼントがあります♬

ウィル大口スポーツクラブ＆憩いの四季　健康麻雀　（12/4・11・18・25・1/8・15・22・29）9時～11時　1回￥500

  発行：大口町NPO登録団体 町民活動まかせてネット/大口町 

          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 

12月＆1月のイベント案内                       

編集後記  

 10月からまかせてネットに入った新顔です。江南市に在住で、大口町の町民活動がとても活発なのに驚いて

います。町民発信のまちづくりがますます盛んになるように精一杯お手伝いさせていただきますので、よろし

くお願いします。（森垣） 
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2012年 12月１日発行 

～大口町まちづくり協働フォーラム～開催します！ 

 ふれあいまつりも終わり、年の瀬を感じる時節になってまいりました。年末の慌ただしい中にも、今年

1年を振り返り、来年に向けて気持ちを新たにしていきます。 

 まかせてネットの新規事業である、コミュニティバスサポート隊との活動や文化協会の業務を通し、

また新たなまちづくりの仲間が増えた1年でもありました。今後の活動にもご期待下さい！ 

今年度のフォーラムは、まちのアチコチでたくさん取り組まれている協働を 

皆様に知っていただき、活動を見守り支えていただけるよう、 

協働事業報告会を開催します！ 

団体同士だけでなく住民の皆さんとの交流会として、 

「Tea Party&団体によるPR Time」も行います。 

大口町で活発におこなわれている協働事業を、ぜひ見に来てください！！ 

 

                           ♪場 所 健康文化センター１階 多目的室 

                           ♪主 催 町民活動まかせてネット/大口町 

                       ♪問合せ 町民活動まかせてネット 

 TEL/FAX  0587-22-6642  E-Mail  makasetenet1@yahoo.co.jp 

♫みんなの協働発表会♫ 
 

協働事業報告会 

Tea Party & PR Time 
 
 

実施しました！！『支持される！報告書作成講座』 

 上記「大口町まちづくり協働フォーラム」と併せ、広く地域の皆さんに市民活動団体の取

り組みを情報発信していくため、１１月２０日（火）には、NPO法人ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｲﾊﾞｰｽﾞ中尾さ

ゆり氏を講師にお迎えし、報告書作成講座を開催しました。今年度は大口町で活発におこな

われている協働委託事業をはじめ、元気なまちづくり助成事業や元気なまちづくり事業の報

告書を冊子としてとりまとめます。 

 それに先立ち、参加者は改めて報告書作成のポイントを学び、皆さんの支持が得られるよ

うな活動をしていこう！と決意を新たにしました。 

たくさんの方のフォーラムへのご参加をお待ちしております。 

ふらっとミニプレゼント

●町民活動センター年末年始休業のお知らせ● 

12月28日（金）～1月4日（金）は休業いたします。 



 ご参加ありがとうございました！行政と団体との意見交換会 

 
 
 

 

 

「ふれあいまつり2012」に初出展♪ 

～コミュニティバスサポート隊・町民活動まかせてネット～ 

 11月３日（土）４日（日）に開催されたふれあいまつり2012に、今年9月から活動を始動し

たコミュニティバスサポート隊（バスサポ隊）と町民活動まかせてネットがブース出展

しました。バスサポ隊は今年７月から応援ボランティアを公募、8月に結集しました。町民活動まか

せてネットでは、コミュニティバスをまちの資源、まちづくりのツールとし、バスサポ隊と一緒に活

動しています。バスサポの初出展となるふれあいまつりでは、くじつきのアンケートを実施し、

皆様のご協力のおかげで、両日で約６００件のアンケートを頂戴いたしました。このアンケート１枚

１枚を丁寧に集計し、コミュニティバスが皆さんに愛される公共交通になるよう、また「みんなが住み

たいまちづくり」を目指し活動していきます！これからも、バスサポ隊の活動にご協力をお願いいたしま

す。 

 

即！実践したくなる情報発信基礎講座 

『広報って何！？情報発信のコツを学ぶ』 

                 

                 団体の紹介や活動内容の紹介文など  

           広報って何？情報発信の“コツ”を分かりやすく学んでいきます。 
 

     なぜ広報するのか？何のための広報か？あなたの想いや活動内容・その魅力を伝え、 

      広報をしていく中で、団体のスキルアップにつなげていきましょう！ 
        

■日 時 12月15日（土）午後1時30分～3時 

■場 所 健康文化センター１階 多目的室    

■内 容 広報の基礎とミニワーク 

■講 師 織田 元樹氏 NPO法人ボラみみより情報局代表（ボランティア情報誌「ボラみみ」発行） 

■定 員 先着２０名  

■持ち物 筆記用具                        

■参加費 活動センター登録団体 500円 / 一般 800円                         

  

※参加費を添えて健康文化センター２階 町民活動まかせてネットへお申込み下さい。 

  （月～土 10時～午後4時・祝日及び正午から午後1時を除く） 

■締切り日 １２月５日（水） 

 

毎月第3木曜日『まちカフェ♪』OPEN！ 

    

      
                    

                  

               

                 

 

  

 

 

 

  
 
 
 

ぜひご参加を！ 

   今年の活動センター交流会は、活動団体の方、地域に関心や興味のある方だけでなく、 

お友達を作りたい方など、どなたでもご参加できつながれる場『まちカフェ♪』として実施しました。 
 

♪１０月４日（木）午後１時３０分からプレオープンした『まちカフェ♪』には 

地域や文化協会、NPO団体等から１６名の参加があり、自己紹介から始 

まり自由なおしゃべりタイムでお互いを知り、つながりが生まれる出会い 

の場となりました。 

                                                                                                

                                                                                                                                                               
 
 

 

♪続いて第２回目の１８日(木）に

は「ボランティアポイント制度」な

どについて熱く語りあいました。今

後の大口町のまちづくりに活かして

いけるシステムができるといいなぁ、

と次回のカフェを楽しみにしてお別

れしました。 
１０月２０日（土）の公開プレゼンテーションにより２事業の元気なまちづくり助成事業が決定しました。 

●健康クラブ ”笑顔２１”● 

『かんたん野菜料理本作成～大口町産・旬の野菜～』

…平成１６年「健康おおぐち２１」策定時以降、毎日

の生活に「もっと野菜を」「塩分はほどほどに」など

をキャッチフレーズにおおぐち産旬の野菜情報を年４

回発行。これまでの集大成として選りすぐりのレシピ

と健康づくりのワンポイントアドバイスを盛り込んだ

このレシピ本の発行に至った。住民の健康維持・増進、

豊かな食生活の推進を広く図られることが期待できる。 
 

 

●大口町子育て団体連絡協議会● 

『中学生への出前講座～生命の誕生と赤ちゃん抱っ

こ体験』…同一事業２回目。大口町次世代育成後期

行動計画のリーディング事業の中の一つ。 

中学生のみならず広く一般住民に『生』『さまざま

な家族の姿』を通して「今をいきること」を見つめ

「命」の大切さを伝える。 

 

 「身に付く！会議術」～会議の上手な進め方講座～開催しました                                                                 報告 

コミュニティバス試乗♫ 

くじ引き付き！アンケート 

  下期元気なまちづくり事業公開プレゼンテーション開催しました 報告 

１０月２８日と１１月１１日の２日間、まち楽房(有)代表加藤武志氏をお迎えし、会議を楽しく進めるコツ

を学びました。一般、行政、NPO団体等と幅広く述べ３０名の参加があり、すぐにでも実践したくなるよ

うな堅苦しい雰囲気を和らげる”アイスブレイク”や会議の見える化”ファシリテーショングラフィッ

ク”の手法についてなど楽しく学ぶことが出来ました。 

    

■より良い話し合いのために…3つの約束■ 

①まず「傾聴」みんなの大切な時間です。大声や大演説はNG。 

②口より手を動かして…できるだけカードやシートなど「記録に残す」 

③人の意見を否定しない…して＝「要求型」ではなく…しようよ！＝「提案型」で。 
 

♪次回は１２月２０日（木）

午後１時３０分のオープン。 

カフェは月１回、第３木曜日

午後１時３０分よりどなたで

も気軽に来ていただけます。

みんなで行こまい！『まちカ

フェ♪』へ～ 

                                                                報告 


