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編集後記 早くも年度終わりですね。今年度もバタバタと落ち着かない中、一番下の子も小学生になり

ます。月日がどんどん過ぎるのが怖いです。私も成長しないと…。 （和田） 

  

２月 ＆ ３月 のイベント案内                      

■■ 特定非営利活動法人まちねっと大口が誕生しました■■ 
大口町民活動センターを管理運営する町民活動まかせてネットは法人化し、４月から名称を「特定

非営利活動法人まちねっと大口」と改め、気持ちを新たに出発いたします。設立を記念して、４月

12日（土）午後（予定）健康文化センター４階ほほえみホールで記念講演会を開催い

たします。詳細は後日お知らせいたしますので、皆さまぜひお越しください。 

月 日 曜日 時～時  内　容  場　所  主　催 要項

2 日 13:30～ おおぐち合唱祭 町民会館
大口町教育委員会

おおぐち合唱祭実行委員会

8 土 10～15 憩いの四季まつり 老人福祉センター憩いの四季 憩いの四季

9 日 10～15 憩いの四季まつり 老人福祉センター憩いの四季 憩いの四季

9 日 10～13 パンづくり教室 中央公民館2階　調理室 SHIPおおぐち
要予約・

有料

9 日
14～

15:30
落語「大口笑おう会」 余野学習等共同利用施設 子どもと文化の森 有料

11 祝 10～ 地域懇談会（南地域）
健康文化センター1階
多目的室

大口町

16 日 10～15
講演会＆ワークショップ
「あなたの夢は何ですか？」

憩いの四季1階　娯楽室
大口町子育て団体

連絡協議会

￥500
18歳まで

無料

16 日 10～ 多文化交流ひろば「私のお国自慢」 まかせてルーム サラダボールCo.

18 火
11～

11:40
人形劇「パチパチポン　他」
ほんわかシアター

余野学習等共同利用施設 子どもと文化の森
要予約・

有料

21 金 9:30～
ハッピースマッピー健康教室
『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”

22 土 10～ 地域懇談会（北地域）
健康文化センター1階
多目的室

大口町

23 日 13:30～ 地域懇談会（中地域）
中央公民館２階
研修視聴覚室

大口町

23 日 10～11 体操教室 町民会館1階　会議室 SHIPおおぐち 有料

24 月
13:30～
15:00

子どもの権利を考える講座「子どもの状
況を知る～今、大人にできること～」

子どもと文化の森 子どもと文化の森
要予約・

有料

27 木 13:30～ まちカフェ♪
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

1 土 13～ まちづくり協働フォーラム2014 町民会館ホール/ロビー
地域自治組織・大口町・
町民活動まかせてネット

4 火 10～ アドバイザー個別相談会⑤
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

8 土 10～ 活動センター利用者説明会
健康文化センター4階
ほほえみホール

町民活動まかせてネット

9 日 8:10～ 桜並木健康ジョギング 総合運動場 大口町教育委員会 要予約

14 金 10〜13 ハッピースマッピー料理教室
健康文化センター1階
栄養実習室

健康クラブ
“笑顔21”

要予約・
有料

16 日 10～15 ワールドスポーツフェスティバル 中央公民館　集会室 町民活動まかせてネット
要予約・

有料

19 水 10～11 クレヨンクラブ26年度入会説明会 余野学習等共同利用施設 クレヨンクラブ

27 木 13:30～ まちカフェ♪
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

クレヨンクラブ　活動日（2/5･12･19･26、3/5･12）　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（2/25、3/28（1才4か月））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（2/4･11･18･25、3/4･11･18･25）9時～11時　1回￥500
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クレヨンクラブ　お別れ会（3/15）　土曜10時～11時半　余野学共2階学習室　会費制
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✿日 時 ３月４日（火） 

     ① 11：00 ～ 12：00 

     ② 13：30 ～ 14：30 

✿場 所 健康文化センター４階 

      ふれあい3 

✿参加費 無料      

✿要予約 まかせてネット      

  ※ 活動センター登録団体及び 

    協働事業実施団体優先 

 

活動団体のお悩みスッキリ解決！ 

●審査基準● 

 12/21（土） 参加者 ：55名   

みんなの交流会 ～地域自治を知ろう～   

出展団体感想   

 １２月２１日健康文化センター４階ほほえみホールにて『みんなの交流会～地域自治を知

ろう～』を開催しました。 

 現在大口町では、北、中、南の３地域で自治組織が立ち上がり、それぞれの特色を活かし

た事業の実施に向け会議が進められています。この交流会では町民安全課より地域自治とは

どういうことか、又３地域自治組織からそれぞれの取り組みの状況をお話しいただきました。

後半は３つの地域に分かれて活動団体と地域の皆さんとの交流を図りました。各グループで

は、自己紹介をした後、地域で課題となっていることやこれからの取り組みについて熱く語

り合いました。初めて顔合わせをした団体もお互いを知ることができ、これからのまちづく

りに有意義な情報交換の場となりました。 

●北地域● キーワード『女性の力をもっと取り込む』 

◇フリートーク内容 
・４つの事業部会が立ち上がった。（防犯、防災、福祉、 

 環境） 

・さくらメイトが各地域それぞれで活動できるとよい。 

・女性を巻き込むために、それぞれの都合に合わせた時間 

 帯の中で話し合いの場を持つなどの工夫が必要。 

・区、企業、NPOが上下関係なくそれぞれが出来ることを活 

 かすまちづくり。例:盆踊りの合同開催、子ども会の参加等 

●南地域● キーワード『子どもが安心して暮らせる地域』 

◇フリートーク内容 
・団体との連携が必要。（学校、子ども会、NPOなど） 

 →色々な団体が関わることで個人の負担軽減へ。 

・地域の子どもの安全確保のため、地域内の通学路をみんなで 

 歩いて現状把握し、ラインが消えている所や通学路標識の必 

 要な箇所等を明確にする。路上駐車の課題などには行政や警 

 察からだけではなく、注意ポスターを掲示するなど、まずは 

 地域で出来ることをする等。 

・普段意見交換等で顔を合わせられない人にも伝え、巻き込ん 

 でいく工夫が必要。 

 

●中地域● キーワード『情報発信』  

◇フリートーク内容 
・年１０回発行している「かわら版」だが、もっと伝わ 

 るように改善していきたい。 

・得意な人を巻き込む。→人と人とのつながりへ。 

・情報を提供してくれる場があると良い。→町民活動セ 

 ンターの活用を。 

・NPOの情報発信。積極的な情報収集が必要。 

・このように集まり、交流する場が大切。 

   

講座内容： 

第1回 「結ぶ人。つないで広げて未来をひらく」 

 プチ講座、アイスブレイク、互いにコンサルティング「会議進行のお悩み相談」 

 発表・共有、旗挙げ＆全体トーク「会議の進め方。ココが知りたい！」 
 

第2回 合意形成で大切にしたいことって？ 

 前回のふりかえり、チームビルディング、合意形成シュミレーションゲーム、 

 「合意形成で大切にしたいことは？」、発表・共有、ふりかえりカフェ 

会議をより活発に、円滑にするためにはどんなことに気を

つけたら良いのか。ゲーム感覚で実践を通して学びました。

あっという間の楽しい３時間で、会議を進める＝合意形成

をしていく過程で大切なことを学びました。 

  活動のコツがわかる講座その４ 上手な会議の進め方   

講師：加藤 武志さん まち楽房（ラボ）有限会社 代表取締役 

  11/10、17（日）参加者のべ30名   

町民活動センター 利用者説明会  

 

 ◉ 町民活動センター概要 

 ◉ 町民活動センター利用説明 

 ◉ 利用料金及び料金改定 

 ◉   スタッフ対応時間の変更 

 ◉ 更新手続き 

 ◉ 印刷機器等説明  など 

 

 

 

第５回アドバイザー相談会 個別相談 

まだセンターに登録をしていない団体の皆さ

んも、この機会にぜひ登録をご検討ください。 
 

  

アドバイザー 中尾 さゆりさん 

  NPO法人ボランタリーネイバーズ     

      相談事業部長 

 
報告書ってこれでいいの？ 

   仲間が増えない 

      会計がわからない 

 

どんなことでも困ったらまず相談してみ

ましょう。 

★ 相談内容は自由です ★ 

  

✿日 時 ３月８日（土） 

     10：00 ～ 12：00 

✿場 所 健康文化センター４階 

     ほほえみホール 
 

 町民活動センターをまちづくりの拠点 

としてご利用していただいている皆様に、 

利用説明会と登録・更新を行います。 

 

お待ちしています♪ 
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