
月 日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催 要項

7 日 9～ 金助桜まつり 堀尾跡公園
金助桜まつり実行委員会

堀尾史蹟顕彰会

21 日 13～15 あっぱれ桜華祭2013 大口町民会館 あさぎ

22 月 10半 ～ 11半 マーブルクラブ～原っぱで遊ぼう～ 江南フラワーパーク 子どもと文化の森 要予約

23 火 ①11～②13半～ 第1回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

27 土 9～12 れんげまつり 大口町役場東側田んぼ周辺 大口町

27 土 13半～ 人形劇団むすび座　ピノキオ 扶桑文化会館 子どもと文化の森
シングル

\2000

27 土 8～ 植樹場所草取り、水やり 尾張広域緑道 Ｇenki森もり

5 11 土 8半～ 第1回 農業体験　田植え、サツマイモ苗植え オークマ北 側田んぼ、大口中北 側畑 ファイターズクラブ ¥200

クレヨンクラブ　活動日（4/10・17・24、5/1・8・15・22）　水曜10時～11時半　余野学共1階学習室　会費制

　　　ベビーマッサージ（4/23・5/28）10半～11半　開催場所・申込み　西児童センター　1回 \500　

ウィル大口スポーツクラブ＆憩いの四季　健康麻雀　（4/9・16・23・30・5/7・14・21・28）9時～11時　1回￥500
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  4月＆5月のイベント案内                       

編集後記  桜並木が楽しみな季節になりました。私たちコミュニティバスサポート隊では、スタンプラリーや

おでかけナビを作成し、多くの方に乗っていただけるバスをめざします。おでかけナビを使って、美しい桜とと

もにバスデコと子どもたちのぬり絵の展示もご覧ください！水谷                   
       

  まかせて広場、まかせてルーム定期講座・販売 

平成25年度 町民活動センター 利用案内 
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  町民活動プレセンターのオープン以来、４年目が過ぎました。活動センターをまちづく

りの拠点として、大口町の皆さまとともに、これからもますます、まちを元気にしてい

きます。 

活動センターの運営に、皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします！ 

 

開館日とスタッフ対応時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス内容 協働のまちづくりを推進するため、様々な情報を提供し、活動団体

相互の交流と連携の促進や活動団体の支援を行います。 ※（有）…有料 
広場・・・予約なしでどなたでもご利用できますが、会員の予約がある場合は優先になります。 

ルーム①、②・・・会員の方に会議、作業等でご利用していただけます。予約が優先となります。 

コピー・印刷機・・・受付簿に記入の上、ご利用ください。用紙はご持参願います。カラーは有料。 

紙折り機、ページセッター、裁断機・・・受付簿にご記入の上、ご利用ください。 

拡大プリンター、横断幕作成・・・１週間前までにスタッフにお申し込みください。（有） 

団体ロッカー、レンタルデスク・・・年間契約になりますので、お申し込みください。（有） 

インターネット・・・会員の方でしたら、無線ＬＡＮをご利用いただけます。 

受付・事務・販売代行・・・団体の方の活動の代行窓口となります。お申込みください。（有） 

セルフカフェ・・・湯沸かしポット、コーヒー等をご用意しております。ご利用ください。 

活動相談・・・人材交流ネットワーク、情報発信、チラシ作成等ご相談に応じます。 ・・・他 

 

年間利用料 
 

      運営協力金  １口 ２０００円/年 
町民活動センターは、広く団体活動を支援します。大口町に事務所を置く非営利活動団体の皆さまに、

ご利用いただけます。年間利用料（運営協力金）を添え、ご登録ください。 

ご協力をお願いいたします。 

 

営業時間 9：00～16：00 

（モーニング ～11：30、 

ランチ 11：30～14：00） 

定休日 日・月・祝 

丹羽郡大口町秋田三丁目196-1 

 ℡ 0587-95-0077 

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

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

曜　日 時　間 休　日

ス
タ
ッ

フ
対
応
日
時

町民活動セン ター内
まかせてルーム

月曜日～土曜日

午前9時～1 2時、 午後1 3時～1 6時
ス タ ッ フ 不在時も 、 利用登録されて

いる団体はご利用でき ます。
（ 鍵の開閉をお願いし ます）

日曜・ 祝日
健康文化セン ター休館日

開
館
日
時

健康文化セン ター

月曜日～日曜日 午前9時～午後9時 年末年始

４月中にお越しください。 



大口町まちづくり協働フォーラム２０１３ 

～わたしたちが目指す公共を考える みんなの協働発表会～ 
平成２５年度 町民活動センター行事予定 

 

団体・住民・地域・企業・行政とが活動センターを拠点につながり、 

協力し合いながら活動を進める支援をします。 
 

 

  ■スキルアップ講座   一般・団体向け 

   『上手な会議の進め方』（ファシリテーション基礎講座） 年２回 

    ・・・ミーティングでどんどん意見が出る！魔法の杖を手に入れよう♪     

   『情報発信講座』   年２回 

    ・・・広告と広報の違いって？広報はラブレター！ 

  ■団体の活動発表の場『まちづくり協働フォーラム』 平成２６年２月１５日（予定） 

   “みんなで進める自立と共助のまちづくり”に基づき、参加と協働のまちづくりを応援します 

    ・・・大口町を元気にする仲間たちが一堂に集います 

  ■アドバイザー相談会   個別相談（年5回）・一般講座（年2回） 

    ・・・活動団体のお悩みを、専門のスタッフがスッキリ解決！ 

  ■この指と～まれ！夏休みわくわくチャレンジ講座♪ 

    ・・・みんな集まれ！大人も子どもも楽しめる、選べる講座を開催します 

  ■まちカフェ♪ 毎月第４木曜日 午後１時半～  

    ・・・自由な話題で、どなたでも参加できるカフェを月１度開催 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

   

  

  

  

  

  

  

会計が分からない… 

仲間が増えない… 

この機会に相談してみよう！ 

●日 時 ４月２３日（火）個別相談会 ①１１時～ ②１３時半～   

●場 所 健康文化センター ４階 ふれあい４ 

●参加費 無料 

●要予約 ※町民活動センター登録団体優先 

  

相談内容は自由です。事前申し込みいただき、質問シートにご記入いただきます。 

２団体限定になりますので、お早めにお申し込みください。 

        

●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、会計支援事業、モリコロ基金担当  

 

●申込先 

 町民活動まかせてネット 月～土（９時～１２時・１３時～１６時） 

   （日・祝日・健康文化センター休館日を除く）  

     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  E-mail：makasetenet1@yahoo.co.jp 

 

 
 ２月１６日（土）、健康文化センター多目的室で、『大口町まちづくり協働フォーラム２０１３』を開催しました。

当日は、約１００名の皆さんにご参加いただき、第１部『みんなの協働発表会』では、他団体の取り組みか

ら色々な協働のスタイルがあることを学びました。第２部の『交流会』では、お互いの活動の理解や情報交

換の場として、今後さらに連携を深めるためのきっかけづくりをすることができました。 

 

 事例発表していただいた事業について、その一部をご紹介します。 

第２回 個別相談 

６/６（木） 
11：00、13：30 
            予定 

【協働委託事業】 地域自治推進事業  下小口学習等共同利用施設運営委員会 

 地域自治の取り組みの先駆けとして企画・運営された下小口・竹田合同主催の「区民作品展」。 

 今年度は、当施設で活動する団体に加え、地元のデイケアセンターからの出品もあり、素晴らしい切り絵作

品を展示することができました。また、子ども会には、絵画、習字、工作に加え、ピアノコンサートにも参加して

いただき、親子の活気あふれる場となりました。 

 下小口学共は、子どもから高齢者からまで幅広い年齢層に親しまれる施設へと発展しています。一方、来館

者が増えるにつれ、マナーや危機管理、衛生面での課題も出てきました。それらの解決も含め、今後もますま

す地域に愛される施設を目指して活動を継続していきます。 
 

【元気なまちづくり助成事業】 かんたん野菜料理本作成～大口町産・旬の野菜～  健康クラブ “笑顔21” 

 これまでの活動の集大成として、レシピ本「手軽でかんたん野菜料理」を発行。 

 『元気なまちづくり助成事業』の公開プレゼンテーションに向け、町民活動まかせてネットのアドバイスを受けなが

ら、計画を練りました。また、広報編集を手がけるＺＯＯＭと相談しながら、編集を進めました。 

 レシピ本は、ふれあいまつりをはじめハピスマ料理教室、朝市、活動センターなどで販売し、「野菜料理の参考に

なる」「家族の健康のためになり、手軽でおいしい」と好評をいただいております。また、この機会に、同年度に助成
事業の承認を受けた大口町子育て団体連絡協議会とも交流を深め、お互いの活動の輪を広げることができました。 

 助成金申請に挑戦したことで、今まで以上に他団体との交流もでき、今後料理に留まらない多方面での健康づくり、

健康増進事業に発展していけたらと思いを新たにしております。 

※レシピ本は、町民活動センターで販売しています。（１冊７００円） 

【元気なまちづくり事業】 健康麻雀倶楽部  特定非営利活動法人ウィル大口スポーツクラブ 

 「麻雀」と聞けば、頭は使うが健康とは無縁なイメージ‥‥。ウィル大口スポーツクラブは、そんな麻雀の「頭

を使う」部分だけを残し、新しい発想の事業を立ち上げました。それが「健康麻雀倶楽部」です。 

 麻雀を「スポーツゲーム」と位置付け、頭や指先を使い、適度な会話を楽しみながらゲームを行います。合言

葉は「（お金を）賭けない・（タバコを）吸わない・（お酒を）飲まない」。このルールを守れば誰でも参加でき、自

宅に引きこもりがちな高齢者の方にも、気軽に足を運んでもらえるきっかけになれば、と考えています。 

 ８月に始まったこの事業、今では、参加者も女性が多数を占めるようになり、各テーブルからは笑い声が聞こ

え、和気あいあいと楽しくご参加いただいています。 

 ＮＰＯ法人憩いの四季に場所の提供やメンバー募集などでご協力をいただいたことで、参加しやすく、くつろ

いだ雰囲気をつくり出すことができました。ウィル大口スポーツクラブでは、これからも体だけでなく心の健康面

もサポートできる楽しい企画を立ち上げ、性別を問わずあらゆる世代のたくさんの方の健康増進や生きがいづ

くりに一役買いたいと考えています。 
 

 フォーラムの開催に際し、資料や団体紹介パネルの作成等、多くの

団体の皆様にご協力いただき、ありがとうございました。 

 配布資料としてまとめた、平成２４年度協働委託事業、元気なまちづ

くり助成事業、元気なまちづくり事業を掲載した冊子は、町民活動セン

ター内まかせてネット事務局にあります。お立ち寄りください。 

皆様のご協力 

ありがとうございました 


