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  8月＆9月のイベント案内      

編集後記  
 8月に入り夏真っ盛り。活動センターの講座は例年に増して熱く盛りだくさんです！キッズや親子向け講座、そ

して団体活動や個人のスキルアップに役立つ講座などなど…ついつい部屋の中でダラダラと過ごしてしまう自分

に鞭打って？一歩前進の新しいSummerにしてみようかな？と受講に燃える私です。 前田（み） 

  

ふれあいまつりについてのお知らせ                      

  ●活動のコツがわかる講座その１● 誰でも簡単！チラシづくり 
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8月から始まる町民活動まかせてネットの「活動のコツがわかる講座」シリーズ。 

今年も人気講師をお迎えして、NPO団体の皆様や地域活動をされている皆様に役立つ 

“目からウロコが落ちる”講座をご用意しております。  

今年の夏も、町民活動をあつ～く応援します!! 

大口町ふれあいまつり実行委員会では、11月2日(土)、3日(日)に開催する「ふれあいまつり

2013」の出展者とステージ参加者を募集します。 
■目的…町内で活動する団体や企業が日頃の活動をＰＲし、他の団体、地域住民または行政と交流し 

    触れ合える場づくりとします。 

■出展者…大口町のまちづくりにかかわる団体や企業で「ふれあいまつり」を一緒につくろうという 

        思いで運営、協力して頂ける方。 

■出展内容…団体活動発表、模擬店、バザー、物産、体験、子育て、健康推進、福祉啓発コーナー等 

■ステージ参加者…幅広い世代の皆さんに楽しんでいただけるステージ発表をおこなっていただける方。 

    出演時間は、準備・片付含め１団体15～20分です。ステージの募集は11月２日のみとさせて 

    頂きます。また、内容によってはお受けできない場合もありますのでご了承ください。 

※ステージ参加者説明会   … 9月20日(金)19時～ まかせてルーム 

※ふれあいまつり全体説明会 … 10月5日(土)10時～ ほほえみホール 
■申込締切…8月30日(金) 

■申込先…町民活動まかせてネット  

時間がかかり過ぎてしまう… 

何を載せればいいの？ 

どんなふうに       

配布すればいいの？ 

  NPOや自治会等でまちづくり活動をしている方へ！ 
  広報活動のポイントを押さえ、それぞれの団体、地域に合ったチラシづくりの 

  方法をお伝えします♪ 

  内 容                    

   ・ 広報活動の流れ        ・ チェックリストを用いた情報の整理 

    ・ チラシづくりのポイント     ・ 実際にレイアウト 

    ・ チラシに使える写真の撮り方 

 
  

■日 時  ８月２５日(日) １３：００～１５：００   

■定 員  ３０名（※要予約、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 

■講 師  太田黒 周さん（ＮＰＯ法人ボランタリーネイバーズ） 

■参加費  会員（町民活動センター登録団体）500円、 

        一般 700円 

■申込締切 ８月２２日(木) までに、 

  町民活動まかせてネットへお申込みください  

   

  
行政区や学習等共同 

利用施設等のチラシや

かわら版の作成にも！ 

  

  

日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催 要項

4 日 9～ 11時45 第12回五条川自然塾 大口町ワークセンター事務局前 わくわくおおぐち21 要予約

8 木 9半、13半 わくわくチャレンジ講座
健康文化センター2階、4階、
中央公民館調理室

町民活動まかせてネット 講座による

10 土 8～10 枝豆狩り（雨天中止） 大口町役場東側枝豆畑 大口町 ¥200

17 土

18 日

18 日 10～12 多文化交流ひろば「ゆかた着付け」 健康文化センター2階まかせてルーム サラダボールＣo.

20 火 10～12半 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” ¥500

22 木 13～16

23 金 13～16

24 土 12～15

25 日 13～16 誰でも簡単！チラシづくり 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
会員￥500

一般￥700

31 土 10～12 「プチ体験！アメリカの学校生活」 北児童センター サラダボールCo. ¥100

14 土 12～20 第12回やろ舞い大祭 大口町民会館第1駐車場 大口町

15 日 13～ 刺身こんにゃく作り 中央公民館2階調理室
大口さくらメイト
ブロッコリーの会

¥300

16 祝 14～15 フルートとハープで贈る秋の便り 子どもと文化の森交流広場 子どもと文化の森 要予約

20 金
11～、
13半～

アドバイザー相談会　個別相談 健康文化センター4階ふれあい３ 町民活動まかせてネット 要予約

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

22 日 9～13 多文化交流ひろば「おすしパーティー」 中央公民館2階調理室 サラダボールCo. 要予約

 ￥：参加費

　　　ベビーマッサージ（8/10・9/24）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　（8/6・20・27・9/3・10・17・24）9時～11時　1回￥500

クレヨンクラブ　活動日（8/7・21・28、9/4・11・18・25）　水曜10時～11時半　余野学共1階学習室　会費制

こどものまち2013
「もりもりタウン」
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大口町民会館
2階ホール

3日間有効
\300

16～22 夏のふれあいフェスティバル 町民会館第一駐車場 大口町商工会

子どもと文化の森



  

  

 10/12（土）13：00～16：00 

   19（土）13：00～16：00 
  

 情報発信とは？編集会議の仕方やみんなで 

 つくる情報誌の楽しさ、人を巻き込む広報に 

 ついて実践を通して学びます。 

  

 講師：織田 元樹さん 

 （NPO法人ボラみみより情報局代表） 

 定員：18名 

 参加費：会員 1500円、一般 1800円 

情報発信講座 ニュースレターの作り方   

  

  

  スタンプラリー対象イベント案内 
 

 8月4日(日) 五条川自然塾 バス停:大口町役場 

 8月8日(木) 夏休みわくわくチャレンジ講座 

                                           バス停:健康文化ｾﾝﾀｰ 

 8月17日(土)～18日(日) 夏のふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ                  

                                           バス停:アピタ前 

 8月22日(木)～24日(土) こどものまち 

                                           バス停:大口町役場 

今年度初めての試みとして「夏休みわくわ

くチャレンジ講座」を開催します。 

地域で活動する団体の皆様に講師になって

いただき、子どもたちにとって夏休みの思

い出作りや自由研究の題材になりそうな内

容の講座を実施します。 

まだ定員に余裕のある講座もありますので、

まかせてネットまでお問い合わせください。 

まかせてネットでは、バスサポ隊と一緒に、コミ

バス１0周年記念事業としてスタンプラリーと

グッズ制作を企画しました。下記のイベントにコ

ミバスで行って、スタンプを集めてくださいね。 
 

【記念グッズ】 

 マフラータオル （16×110㎝ 青） 

 バスと大口町コミバスのキャラクターである 

 桜太朗、桜子をあしらったもの。 

 

 
 

大口町のまちづくり団体・ＮＰＯ団体が行う公益性のある事業を応援する助成金制度があり

ます。申請された事業は上期と下期に開催される公開プレゼンテーションで審査され、承認

されると助成金を受けることができます。 

公開プレゼンテーションは、これから活動を始めたい方やすでにＮＰＯ活動をされている方

など、どなたでも見学することができます。この機会にぜひお越しください。 

            

   日 時 10月12日（土） 10時～ 

   場 所 憩いの四季 娯楽室 

ＮＰＯや地域活動をされている方必見！  活動のコツがわかる講座♪ 

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のお知らせ 

夏休みわくわくチャレンジ講座 

公開プレゼンテーション

だから事業の内容が良く

分かるわね～ 

アドバイザー相談会を開催しています 

バスでおでかけ!スタンプラリー 

【午前の部】 

  受付開始      9:30    

  ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ     9:45 ～  

  講  座  10:00 ～ 12:00 
  

【午後の部】 

  受付開始       13:00   

  ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ   13:15 ～     

  講  座     13:30 ～ 15:30  

「仲間」が集まってこそ、できること

があります。団体や地域の活動をより

円滑で活発なものにするために！  

“みんなのチカラ”を出し合うコツが

詰まった団体活動サポート講座です。 
  

※会員・・・大口町民活動センター登録団体会員

開催場所    大口町伝右一丁目35番地 健康文化センター1階 多目的室 
 

申  込  み   締切日はそれぞれの講座で異なりますので、ご確認の上、できる限り料金を添えて締切日 

      までに、健康文化センター２階町民活動まかせてネットまでお申し込み下さい。 

  

  

 11/7（木）13：30～15：00 

  

 私たちの活動は何のためにしているの？ 

 私たちの活動で地域がどう変わるの？ 

 関係者の視点から活動を見つめ直し、 

 仲間とともにつくる事業をめざします。 

  

 講師：中尾 さゆりさん 

 （NPO法人ボランタリーネイバーズ相談部長） 

 定員：18名 

 参加費：無料 

期待に応える事業計画のコツ！   

  

  
  

  

 11/10（日）13：00～16：00 

     17（日）13：00～16：00 

  

 会議をよりスムーズで活発なものにするため、 

 みんなで進める会議のコツを 

 実践を通して学びます。 

  

 講師：加藤 武志さん 

 （（有）まち楽房（らぼ）代表） 

 定員：30名程度 

 参加費：会員 1500円、一般 1800円 

結ぶ人養成講座 上手な会議の進め方   

  

  

  

本年度もアドバイザー相談会を開催しています！ 

相談会は集合講座と個別相談と2種類あります。 

集合講座では講義形式で、まちづくり活動をする上で必要なこ

と、信頼を得るために大切なこと等をみんなで学びます。 

 

個別相談では、団体の運営から会計、人材育成等さまざまな分

野についてＮＰＯ専門アドバイザーに個別に相談を受けること

ができます。 

団体の活動をより活発にしていくために、ご活用ください。 

 

7月4日の集合講座『うちの会

計、これでいいの？』の様子 

まちづくり団体→公益性、地域性、発展性、先駆性の4項目 

ＮＰＯ団体→上記4項目に、自立性、貢献性、公開性の3項目を加える 

●審査基準● 

個別相談会の今後の予定 

 
■日程  9月２０日(金)、１２月４日(水)、３月５日(水) 
■時間  上記日程 ①11：00～12：00  ②13：30～14：30 

 

■場所  健康文化センター4階 ほほえみ３ 

■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・労務の実務、会計システムづくりなどの実績多数あり。 

 学習会企画・講師等の経験豊富。 

 07年度からモリコロ基金相談スタッフ。04年度から愛知県NPOアドバイザー。NPO法人会計 

 基準策定プロジェクト専門委員。 
 

スッキリ！ 

【スタンプ５個】  

一日乗車券１枚 又は 

 マフラータオル 
 【スタンプ10個】  

 一日乗車券３枚と 

  マフラータオル 


