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編集後記  
 少しずつ秋らしくなって、食べ物がおいしい季節になってきましたね。（*^_^*） 

10月、11月、これからの季節は楽しいイベントが盛りだくさんです。おおぐちモードのイベント欄をチェックして、いっぱい遊

んで、いっぱい食べて楽しみましょうね！！（木野） 
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 暑かった夏も終わり、いよいよ秋の到来です。たくさんの団体さんがイベントや事業を

展開しますので、いろいろなことにチャレンジしてみて下さい♪ 

町民活動センターでも講座を始め、まちカフェ♪や相談会等でみなさまとの交流を深めた

いと考えています。ぜひご参加ください！ 

 情報発信とは？編集の方法だけでなく、どうして広報するのか、どうしたら読んでもら

えるのかなど広報誌づくりの基本を学びます。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。 
 

第1回 10/12（土） 13：00～16：00   
 ■ニュースレター編集のスケジュール（編集会議ってどんなもの？） 

 ■みんなで作る楽しみを味わおう 
  

第２回 10/19（土） 13：00～16：00  
 ■人を巻き込む広報術を身に付ける 

 ■NPOらしい広報の方法って？ 
  

講師：織田 元樹さん（NPO法人ボラみみより情報局代表） 

 99年「ボラみみより情報局」設立。ボランティア情報誌「月刊ボラみみ」を１万部発行し、 

 ボランティアに関わる冊子製作、研修などの事業を展開。 
 

定員：18名       参加費：町民活動センター会員 1500円、一般 1800円 
 

  ●活動のコツがわかる講座その２ 情報発信講座 ニュースレターの作り方●  

2回連続講座 

健康文化センター１階 多目的室 

 だんまり会議から活発会議へ！ 

 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。経験を共有し、どんな対処法が効果的かなどを参加者の視点から考えます。 
 

第1回 11/10（日） 13：00～16：00   
 擬似会議で会議を進めていく立場を味わい、会議を活発にする 

 ための座学も交えて学びます。 
 

第２回 11/17（日） 13：00～16：00  
 会議で困っている事は何？みんなで課題を共有し、スムーズに進めて 

 いくためのスキルを学びます。 

  

講師：加藤 武志さん（まち楽房マチラボ有限会社 代表取締役） 

 一級建築士/ファシリテーター、中京大学/金城学院大学講師。まちづくりや地域で 

 会議のファシリテーターとして活躍されています。 
 

定員：30名程度     参加費：町民活動センター会員 1500円、一般 1800円 

  ●活動のコツがわかる講座その4 結ぶ人養成講座 上手な会議の進め方●  

2回連続講座 

健康文化センター１階 多目的室 

10月&11月のイベント案内                      

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～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

6 日 9～ 町民体育祭 大口町総合運動場 町民体育祭実行委員会 雨天中止

12 土 10～
下期元気なまちづくり事業
公開プレゼンテーション

憩いの四季　娯楽室 大口町

12 土 13～16 ニュースレターの作り方① 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

19 土 8半 ファイターズクラブ稲刈り他 オークマ北西、大中テニスコート他 ファイターズクラブ ¥200

19 土 13～16 ニュースレターの作り方② 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

21 月 10半～11半
第３回　マーブルクラブﾞ｢畑で収
穫　おいもほり」

すずいクリニック東側畑 子どもと文化の森 要予約

26 土 10～12 いもほり
扶桑町総合福祉センター近
くの畑

クレヨンクラブ
親子で

￥1,000

26 土 13半～15半
もりもりキッズスペシャルプログ
ラム「仮説実験授業」

子どもと文化の森 子どもと文化の森 要予約

27 日 9半～12 伝統芸能発表会 小口城址公園 大口町

2 土

3 日

4 月 13半～15半
表現・ｲﾒｰｼﾞ遊び　「シアターうん・ど
うかい」アフタフ・バーバン

健康文化センター1階多目的室 子どもと文化の森
こども

￥1200

7 木 13半～15 期待に応える事業計画のコツ！ 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

10 日 13～16 上手な会議の進め方① 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

10 日 10～ 消防観閲式 総合運動場 大口町

15 金 9半～ 健康教室ポールウォーキング 健康文化センター1階ロビー 健康クラブ笑顔21

16 土 10～11半 子育て支援講座① 健康文化センター４階和室
おおぐち男女共同

参画懇話会

17 日 10～11半 子育て支援講座② 健康文化センター４階和室
おおぐち男女共同

参画懇話会

17 日 13～16 上手な会議の進め方② 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

17 日 10～14 ハートフルまつり ハートフル大口 ハートフルまつり実行委員会

18 月 10半～11半
第４回　マーブルクラブﾞ｢たき火
を囲んで　焼きいも大会」

扶桑町高雄 子どもと文化の森 有料

24 日 9半～12 クレヨンクラブ運動会 大口中学校体育館 クレヨンクラブ
親子で

￥1,000
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クレヨンクラブ　活動日（10/2・１６・２３・３０・１１/６・１３・２０）　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（10/22・11/26）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　（10/1・8・15・22・11/5・12・19・26）9時～11時　1回￥500

ふれあいまつり201310～15
ほほえみプラザ、中央公民
館、憩いの四季、図書館、
総合運動場及び周辺駐車場

ふれあいまつり実
行委員会/大口町



ｔ

 8月8日（木）、初めての試みとして地域で活動す

る団体の皆様に講師になっていただき、「夏休みわく

わくチャレンジ講座」を開催しました。 

 当日は、12講座に約200人の親子が参加し、子ど

もたちにとって夏休みのよい思い出となりました。 

町民活動まかせてネットが法人化に向け設立総会を開催しました 

夏休みわくわくチャレンジ講座 開催しました！ 

「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。 
  

  健康文化センター１階 多目的室 

  

日 時：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。 

  

●審査基準● 

定員：30名程度     参加費：町民活動センター会員 1500円、一般 1800円 

  ●活動のコツがわかる講座その３ 期待に応える事業計画のコツ！●  

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） 

 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。 
 

定員：18名       参加費：無料（町民活動センター会員優先） 
 

✿ 手作り科学おもちゃ作り 

     ガリレオ・クラブ     

✿ スイーツ・デコ 

     アトリエ・ビー     

✿ アラビア数字ってﾌｼｷﾞ!? 

       梶田 福好     

✿ お手玉あそび 

     大口さくらメイト     

✿ シュシュ作り 

     まみーぽけっと     

✿ ｼｪﾌと作る親子のｲﾀﾘｱ料理 

       車椅子シェフ     

✿ 手づくりおもちゃ 

   手づくりおもちゃ工房     

✿ 楽しい手話教室♪ 

   ほほえみ手話サークル   

✿ 灯篭づくり 

   矢戸川をきれいにする会 

✿ かんたん中国語 

     中国語クラブ     

✿ 大正琴でアニソン♪ 

     大正琴クラブ     

✿ わくわくクレープ作り 

      サラダボールC.o     

   

・なかなかできないことが経験できたことがよかった ・今後の料理に役立てようと思った 

・いろいろなことを知ることができた ・ダンシングスネークでヘビが回るのが楽しかった 

・シュシュを家でもう一度作ってみたい ・アラビア数字から算用数字への変化がわかった 

・中国語でしおりを作ったことが楽しかった ・大正琴が弾けたことがよかった   

・手話の指文字が楽しかった ・いろいろ作れたのが楽しかった ・シールをはるのが楽しかった  

  ●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 開催しました●  

 8/25（日） 参加者 9名 

 NPOが抱える広報活動の難しさや課題を共有し、講師手づくりの丁寧なテキストでわ

かりやすいチラシづくりの手順とポイントを学びました。 

 いろいろなチラシを見て、印象や写真の撮り方のポイントなどもわかりやすく実践的に

学ぶことができました。 

  講座内容 

 １．NPOの広報 

 ２．良いチラシとは何か？ 

 ３．良いチラシのポイント 

 ４．情報を整理する 

 ５．レイアウトの基本 

 ６．写真、イラスト、装飾について 

 ７．出力方法と気をつけること 

等 

来年も講座を開催する予定です。 

お楽しみに!! 

 ９月１６日（祝）健康文化センター１階多目的室にて町民活動センターを運営する「町民

活動まかせてネット」が名称を改め、「特定非営利活動法人まちねっと大口」として

法人化するための設立総会を行いました。 

 台風18号の嵐の中で開催が危ぶまれましたが、会員15名とたくさんのご来賓の皆さまにご

臨席をいただき、無事終了することができました。 

 木野弓子 理事長より、「大口町を誰もが住みよいまち 

にするため、個人の活動から、団体としての活動へ。 

さらには他の団体とのつながりの必要性を感じ、多くの 

皆さんと一緒にまちづくりの拠点づくりをしてきました。 

今までも、これからも皆さまのご協力に支えられ、まち 

づくりが進みます。今後も皆さまのご協力をお願いいた 

します。」と就任のあいさつがありました。 


