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町民活動センターでは、団体の方々同士のつながりをより深くしていただこうと、交流

事業を展開しています。その事業の一環として、毎月第4木曜日に「まちカフェ♪」を

オープン。お茶を飲みながら、自由な話題から発展的な内容まで、フリートークをして

います。たくさんの方の参加をお待ちしています♪ 

編集後記  初夏を感じる季節ですね！夏の予定はもうお決まりですか？活動センターでは、「夏休みわくわく

チャレンジ講座」「コミバスで行く！親子でわくわく夏休みツアー」など、子ども向けの楽しい企画をご用意し

ています。初めての試みで、私たちもとても楽しみにしています。みなさんふるってご参加下さいね！ 森垣                  
       

 11月２日、３日に開催予定の「ふれあいまつり2013」に調理食品を伴う出展をお考えの団体の皆

様は、保健所への許可申請が必要となります。またこの許可申請には、食品衛生責任者が必要となり

ます。食品衛生責任者の資格を有する方のみえない団体は、「食品衛生責任者」養成講習会を受講し

てください。講習会日程や受講方法等詳しくは、まかせてネット（前田・水谷）までご連絡ください。 

活動団体プロデュース！夏休みわくわくチャレンジ講座 

大口町の活動団体の皆さんを講師に迎え、子どもたちが楽しめ、自由研究の題材になりそ

うな内容のミニ講座を実施します。 

子どもたちの楽しい行事になると同時に、大口町の活動団体を知ることができる貴重な機

会になると思います。夏休みの思い出作りに、ぜひご参加下さい♪ 

【日   時】   8月8日（木）10時～12時、13時30分～15時30分  

【募集方法】  広報7月号に記載予定 

【対 象 者】 小中学生、幼児  

【参 加 費】 実費（それぞれの内容による） 

【場     所】 健康文化センター４階 各会場（ふれあい２, ３, ４, ほほえみホール）, 

親子で楽しめる簡単なコサージュ作り教室 

申込み受付中! 

先着２０個 

健康文化センター15周年記念企画 

ほほえみまつり にて 

 日 時 ６/８(土)10時～12時 

 場 所 健康文化センター２Ｆ まかせてルーム 

 参加費 １個 ５00円（材料費込）  

 講 師 柿脇 由佳さん  

      (ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾗﾜｰｱｶﾃﾞﾐｰ講師) 

帽子やバックに 

付けてもOK 

申込み/問合せ：町民活動まかせてネット 

  TEL/FAX： 22-6642 

 

  子どもたちも楽しめる!!   自由研究の題材にも!? 

そんなミニ講座の講師を募集しています。 

子どもたちと交流しながら、皆様の活動内容をPRできるよい

機会にしたいと考えておりますので、ご協力お願いします。 

詳細は、まかせてネットへお問い合わせください。 

健康文化センター１階 

受付に見本があります 

【夏休みわくわくチャレンジ講座】  講師募集!! 

お子様 保護者の皆様必見 !! 

ふれあいまつりについてのお知らせ 

 ６月＆7月のイベント案内 

活動団体の 

皆さまへ 

月 日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催 要項

1 土 14～15半 スイスのお話カフェ 憩いの四季さくら屋 サラダボールＣo.

8 土 10～14 健康文化センター15周年記念「ほほえみまつり」 健康文化センター全館
リンクワ ークス・

技研ほほえみ共同体

8 土 10～12 ほほえみまつり「コサージュ作り教室」 健康文化センター2階まかせてルーム 町民活動まかせてネット ¥500

9 日 9半～12 消防団　小型ポンプ操法大会 役場南側町民会館駐車場 大口町

16 日 10～12 多文化交流ひろば 健康文化センター2階まかせてルーム サラダボールＣo.

22 土 10～12 プチ体験！アメリカの学校生活 南児童センター サラダボールＣo.
こども\100

おとな\500

23 日 13半～15 こどものまち2013「 こどものまち説明会」町民会館1階会議室 子どもと文化の森
3年生以

上要申込

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

30 日 13半～15半 地球のステージをふりかえるお茶会 健康文化センター1階多目的室 大口町 ¥100

4 木 13半～15 「 うちの会計 これでいいの？」集合講座 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

6 土 10～11半 夏を楽しもう!!流しそうめん大会 子どもと文化の森、余野神社境内 子どもと文化の森 要予約

21 日 10～12 多文化交流ひろば 健康文化センター2階まかせてルーム サラダボールＣo.

21 日 14～ 第25回ほほえみコンサート～吉田恭子さん独唱～ 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

23 火 13～16 もりもりキッズスペシャルプログラム「木工教室」 余野学習等共用施設 子どもと文化の森 要予約

26 金 9～17 コミバスで行く！親子でわくわく夏休みツアー 大口町内企業、歴史民俗資料館 大口町コミバスサポート隊 要予約

26 金 8集合 冒険キッズ川あそび（岐阜県郡上市） 集合　役場駐車場 申込み　子どもと文化の森
6/3～
要予約

28 日 10～13 ＳＨＩＰおおぐちパン教室 中央公民館2階調理室 SHIPおおぐち ¥1,500

29/

30
月・火 8集合 冒険キッズ川あそび宿泊（岐阜県郡上市） 集合　役場駐車場 申込み　子どもと文化の森

6/3～
要予約

　　　ベビーマッサージ（6/25・7/9）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　（6/4・11・18・25・7/2・9・16・23）9時～11時　1回￥500

クレヨンクラブ　活動日（6/5・12・19・26、7/3・10・17）　水曜10時～11時半　余野学共1階学習室　会費制
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まちカフェ♪でこんなこと話してます 
～地域の資源を活かし、つながってできること～ 

アドバイザー相談会  活動団体の悩みを、スッキリ解決！ 

活動センターの交流事業として、昨年度の10月から月に一度開催している“まちカフェ♪”。 

ざっくばらんに話ができる「つながりづくり」の場、そしてそのつながりをもとにアイディアを発展さ

せられる場にできるといいな、と考えています。 

町民活動センターって、どんなところ？ 

■■大口町民活動センターは、平成21年２月の開設から今年度で5年目を迎えます■■ 

         こんなこと話してます♪ 
 

～まちの資源の循環を考える～ 

従来から提案されてきた掲示板の利用を考え、お

手伝い（ボランティア募集）とこんなことができます

という人とのマッチングができないかを話し合う。

ニーズを見える化する方法とは・・・。 （10月18日） 
 

 

第1回集合講座  「うちの会計、これでいいの？」 

 ～チェックリスト これだけは知っておきたい！会計のコツ！～ 

●日  時 ７月４日（木） １３時３０分～１５時   

●定  員 先着20名（活動センター登録団体優先） 

●場  所 健康文化センター １階 多目的室 

●参加費 無料 

●要予約 6月21日（金）までにお申し込みください。 

  

個別相談の予定が決まりました♪ 

第2回  6月  6日（木） 11時～12時、13時30分～14時30分 

第3回  9月20日（金）  11時～12時、13時30分～14時30分 

第4回 12月 4日（水）   11時～12時、13時30分～14時30分 

第5回  3月  5日(水）  11時～12時、13時30分～14時30分  

 

相談内容は自由です。事前に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。（活動センター登録団体優先） 

        

●集合講座講師＆個別相談アドバイザー 

 中尾 さゆり氏【NPO法人ボランタリーネイバーズ相談事業部長】 

 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 

仲間のこと、会計のこと、

会議のこと、法務、労務・・・ 

コミバスでいく！親子でわくわく夏休みツアー 

  

～ボランティアポイント制～ 

ボランティアを必要とする団体というと、利用やポ

イント集めに制限がでるのでは？具体的に自分た

ちの団体や、大口町のＮＰＯ団体などを挙げて考

えてみる。 

やはり、始めは試験的にいくつかで始めるとよい

のでは。 

参加してくれそうなところで、資源が循環されるか

イメージしてみてはどうか。（11月15日） 

  

～ポイント制をもっと利用しやすくするために～ 

ボランティア登録制やボランティアポイントでは利

用に制限がある。もっと利用者がどこでもポイント

を貯められ、利用できるようにするには、地域通貨

の方がよいのでは！? 

今の大口町では、利用できる場が限られる。地元

の特産を活かした特産物や市場のような人が集ま

ることのできる場所も一緒に考えてはどうか。 

（3月28日） 

みなさん、お気軽にお越しください♪ 

毎月第4木曜日 次回6/20予定 

町内企業＆ 歴史民俗資料館 見学ツアー 

9:00～17:00  
(雨天決行) 

詳しくは、 

広報6月号を見てね! 

   

参加料 

(ﾊﾞｽ/ﾗﾝﾁ/保険・代込) 

大人 700円 

子ども  (小学生以上) 

   500円 

申込先 町民活動まかせてネット

TEL/FAX 0587-22-6642 

 定員  25名 

対象 小学生以上の親子 

（高学年は要相談） 

7/26（金） 

今年度も活動センターでは、「まちづくりの担い手」である団体や地域の皆さんの、活

動支援ができるよう努めていきます。ご理解、ご協力をお願いいたします。 

町民活動センターの機能 
 ①出会い・ふれあいの場・・・活動団体だけでなく、これから活動しようとする人、また活動し 

  ようとする人、活動されてる人以外の方でも誰もが気軽に立ち寄れる場 

 ②つながりの場・・・スタッフがコーディネート役となり、団体間や行政、企業との連携・協働 

  が促進されるよう働きかけていく場 

 ③活動サポートの場・・・印刷機やコピー機等の事務機器の利用、受付・事務代行業務や講座の 

  開設、アドバイザー相談等、団体の活動を支援していく場 

4年間の利用状況 
多くの皆さん

に活用いただ

いています♪ 21年度 22年度 23年度 24年度

登録団体 59 68 109 120

のべ利用団体 677 1,224 2,003 3,075

のべ利用人数 2,524 3,414 5,070 5,051

9:00 9:38   9:55        12:05    12:24             14:40   14:47         16:35    16:42 17:00 


