
 

 

 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 要 項 

８ 

2 土 13:30～ 未来へのシンフォニー 
健康文化センター1階 

多目的ホール 

集まれ！まちの芸

術家たちの会 
500円 

3 日 
9:00～ 

11:45 
第 13回五条川自然塾 

大口町ｺﾐｭﾆﾃｨﾜｰｸｾﾝﾀｰ 

事務局前 

わくわくおおぐち

21 
要予約 

6 水 
10:00～

13:00 
健やかな夏を過ごすために 

健康文化センター1階 

栄養実習室 

大口町 

消費生活ｸﾗﾌﾞ 
300円 

7 木 
10:00～ 

13:30～ 
夏休みチャレンジ講座 健康文化センター4階 まちねっと大口 実費 

9 土 
11:00頃 

出場予定 

愛知県消防操法大会 

大口町消防団出場 
小牧市総合運動場 消防団  

21 木 13:00～ 
こどものまち２０１４in大口 

「もりもりタウン」 

大口町民会館 

２階ホール 
子どもと文化の森 

小学生～18才 

300円 

(3日間有効) 

22 金 13:00～ 

23 土 12:00～ 

22 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” 
 

23 土 16:00～

22:00 

夏のふれあい 

フェスティバル 

大口町民会館 

第 1駐車場 
大口町商工会  

24 日 

23 土 7:00～ 育樹会 尾張広域緑道 Genki森もり 無料 

24 日 10:00～ 
多文化交流ひろば 

「災害について」 
ほほえみプラザ集合 サラダボールＣｏ． 無料 

30 土 
10:00～

12:00 

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． 

子ども 100円 

親子 500円 

31 日 
10:00～

11:00 
親子体操教室 町民会館 会議室 SHIPおおぐち 有料 

９ 

13 土 
13:00～

20:00 
第 13回やろ舞い大祭 

大口町民会館 

第 1駐車場 
やろ舞いﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  

15 
月 
(祝) 

13:30～ パーカッションコンサート 
子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 

前売り 1,500円 

当日 2,000円 

4 歳以上有料 

19 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” 
 

21 日 
10:00～

12:00 

多文化交流ひろば 

「病気になったらどーする？」 
まかせてルーム サラダボールＣｏ． 無料 

27 土 7:00～ 育樹会 尾張広域緑道 Genki森もり 無料 

✾クレヨンクラブ 活動日（8/6･27､9/3･10･17･24）水曜 10:00～11:30 余野学共 1階学習室(会員制) 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 8/9(土)･9/30(火) 10:30～11:30 開催場所・申込み先 西児童ｾﾝﾀｰ１回￥500 

✾ウィル大口スポーツクラブ   健康麻雀（8/5･6･19･20･26･27､9/2･3･9･10･16･17･23･24） 

                    火・水曜 9:30～11:00 大口町総合運動場管理棟 1回￥500 

✾おもちゃ病院  修理 第 2土曜日 10:00～12:00 健康文化センター2階 まかせて広場 

✾大口朝市会   新鮮野菜販売 毎週水曜日 9:00～  健康文化センター1階 ロビー 

 

 

１１月１日、２日に行われます「ふれあいまつり２０１４」の出展者とステージ参加者を募集します。

詳しくは、広報おおぐち 8月号をご覧ください。 

スタッフのひとりごと まちねっと大口の「夏休みチャレンジ講座」は今回で２回目の開催となります。

３人の小学生の母である私にとっては、とてもありがたい講座です(笑)この講座がみなさんに喜んでい

ただき、夏休みの思い出のひとこまに、また自由研究の題材として定着するといいなー。   和田 

 

 

 

 

  

 

 

 

８月から始まるまちねっと大口の「活動団体向けスキルアップ講座」。今年も人気講師をお

迎えして、ＮＰＯ団体の皆さんや地域活動をされている皆さんに役立つ“目からウロコが落

ちる”講座をご用意しております。ぜひ、ご参加下さい。また活動センターでは、子ども向

けの講座やコミュニティーバスのツアーも企画しています。お楽しみに!! 

 
 

【講座１】情報発信講座「情報は商品です！」 

多くの仲間（共感者）を得るため、自分たちの活動を分かりやすく伝えるには？ 

活動を理解・支援してもらうために、情報を整理し、成果が見える情報発信について学び

ます。併せて、今年度改正された「ふるさと寄附金」制度を知り、私たちの活動を支援し

ていただくための効果的な情報発信について学びます。 

講  師：木村 真樹 氏 

（公益財団法人あいちコミュニティ財団 代表理事） 

情報提供：岩田 雄治 氏（大口町総務部政策推進課 課長補佐） 

日  時：８月３１日（日） １０：００～１２：００ 

場  所：大口町健康文化センター4 階 ほほえみホール 

【講座２】町外の団体活動から学ぼう   

効果的なＰＲ、情報発信とは？先進的な事例を学ぶとともに、活動を展開している団体の

情報発信力を学びます。他の事例をもとに、“自分たちらしい” ＰＲの手法を考えてみま

しょう。 

ガイド：岡本 一美 氏 （特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた代表理事） 

内 容：特定非営利活動法人地域福祉サポートちた  

『ＮＰＯ現場見学バスツアー』 

日 時：１１月２７日（木）９：００～１６：３０ 

訪問先：半田市（クラシティ半田３階 はんだまちづくりひろば） 

【講座３】みんなでわいわい交流会  

「自分たちの活動をＰＲしよう！」活動団体の情報発信の場

として、仲間づくりのきっかけの場として、これから活動を

始めようとしている方と交流しましょう。 

内 容：ミニプレゼンテーション ～自分たちの活動をＰＲしよう～ 

交流会 ～活動を始めたい仲間と交流しよう！～ 

日 時：１月末～２月初旬予定 
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団体の活動を発信！活動団体向けスキルアップ講座（全 3 回） 

８月 ＆ ９月   のイベント案内 

ふれあいまつり参加募集!! 

シニアチャレンジ講座と 

合同開催 

http://home.owari.ne.jp/


 

 

お勤めを終えられた方、時間を有効活用したいと考えている方を対象にシニアチャレンジ

講座を開催します。大口町の未来を輝かせるためにあなたの“チカラ”が必要です。 

まちづくりへの参画のきっかけを見つけ、自分らしいセカンドライフを始めませんか。 

１０月頃より開催予定。詳細は次号でお知らせします。お楽しみに!! 

講座１ ミニ講座 みんなで集い、学び合う 

講座２ 大口町ってどんなまち？ 

講座３ 活動するってどんなこと？ 

講座４ みんなどんな活動をしているの？ 

講座５ みんなでわいわい交流会！  

～活動団体の PRを聞き、仲間と交流しよう！～ 

コーディネーター ： 加藤 栄司 氏（地域問題研究所 主席研究員） 

 

 

 

日 時 ８月２６日（火） 

①１１：００ 予約済  ②１３：３０～ 

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 町民活動センター登録団体優先 

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理事 相談事業部長） 

申込先 特定非営利活動法人まちねっと大口 月～土（9:00～12:00・13:00～17:00） 

          

 

 

大口町まちづくり団体、ＮＰＯ団体が行う公益性のある事業について、助成金申請の受付

を行います。申請については、役場地域振興課へご相談下さい。 

なお、助成金の審査には公開プレゼンテーションへの参加が必要です。 

１．申請受付期間 ９月１日（月）～１９日（金） 

２．公開プレゼンテーション 

   日 時 １０月４日（土）１０：００～ 

   場 所 健康文化センター１階 多目的室 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年 9 月の第 2 土曜日に行われる「やろ舞い大祭」。今回はやろ舞い大祭を企

画運営している「大口町 NPO登録団体 やろ舞いプロジェクト」を紹介します。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

思い出に残っていること 

開催日の午前中にどしゃぶりの雨。 

いよいよダメかなと覚悟した矢先に、急

に雨が上がったことが数回ありました。 

皆さんと一生懸命ステージをぞうきん

がけし、団結力を高められたこともよい

思い出です。毎年「何の根拠もない晴れ

るという確信」があります！ 

 

設立経緯 

平成 14年 9月に町制 40周年記

念事業として開催された、第１

回やろ舞い大祭を「100年続くま

つり」とするため、「やろ舞いプ

ロジェクト」が誕生しました。 

✿メンバー✿ 

随時募集中です！ 

毎月第２･４水曜日 19:00～、 

まかせてルームにて活動して 

います。お気軽にお立ち寄りく

ださい。一緒にやろ舞い大祭を

盛り上げましょう！      

 

 

【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  

夏休みチャレンジ講座 

団 体 紹 介 Vol.3  『 やろ舞いプロジェクト 』 

 

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項目を追加 

審査基準 

バスツアー開催します!! 

詳しくは、広報おおぐち 9 月号をご覧ください! 

時 間 9:00 ～ 14:00 頃 

見学先 徳林寺 → さつき防災ｾﾝﾀｰ(昼食)→ 

    歴史民俗資料館(希望者) 

参加費 (運賃/昼食/保険代込) ８００円 

定 員 20 名 

10/2（木） 8/7（木）   

(雨天決行) 

当日参加できる講座もあります。 

毎年みなさんが応援して下さり、「孫がやろ舞いに来るか

ら楽しみ」「がんばって下さいね」など、温かい言葉をか

けていただき、とてもありがたいです。今後もやろ舞い

大祭の開催にご理解とご協力をお願いいたします。         

平成２６年度下期 元気なまちづくり助成事業 を募集します！ 

シニアチャレンジ講座“大口
こ こ

で始める”セカンドライフ 

  団体のお悩みスッキリ解決！アドバイザー相談会  ご利用下さい 

やっていてよかったこと 

当日の出演者や観客の皆さん

の楽しそうな表情を見ること

です。特に総踊りは毎年 800

人ほどが参加してくれます。

会場が一体となって盛り上が

る光景を見ると、当日までの

苦労が一気に吹き飛びます。 

第 13回やろ舞い大祭のお知らせ 

９/１３（土） 

12:00～20:00 開祭 

今年は、ESD PR ｷｯｽﾞﾕﾆｯﾄ 

「sweet magic」 

が踊りに来てくれます！！ 


