
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 要 項 

10 

２ 木 
9:00～

14:30 

コミバスで行く「大口町を知

ろう！！」 

徳林寺、さつきケ丘防

災センター、他 

まちねっと大口/大口町   

（バスサポ隊） 
要予約 有料 

4 土 10:00～ 
下期元気なまちづくり事業 

公開プレゼンテーション 

健康文化センター1F 

多目的室 
大口町  

8 水  えんそく 市民四季の森（小牧） クレヨンクラブ  

11 土 9:00～12:00 
こども消防広場     

（ダッシュマン出動） 
丹羽消防署本署 丹羽消防署  

15 水 13:30～15:00 まちカフェ♪ まかせてルーム まちねっと大口/大口町  

21 火 
10:30～   

11:30 

マーブルクラブ 

「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 有料 

22 水 18:30～20:00 
働きざかりとシニアのため

のチャレンジ講座① 

健康文化センター4F 

ほほえみホール 
まちねっと大口/大口町 要予約 無料 

25 土 10:00～12:00 いもほり（9:30集合） 
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

円 

26 日 14:00開演 金子三勇士ﾋﾟｱﾉﾘｻｲﾀﾙ 大口町民会館 大口町ｽﾀｲﾝｳｪｲ友の会 一般 2,000 円 

27 月 10:00～11:30 
子育てｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座「絵本の

選び方と読み聞かせのｺﾂ」 
ポシェ・ドゥ・レーヴ まみーぽけっと 要予約 有料 

11 

1 土 10:00～

15:00 
ふれあいまつり２０１４ 

ほほえみプラザ、西側

駐車場、総合運動場 

ふれあいまつり実行委

員会/大口町 

 

 2 日 

8 土 
  13:30～ 

15:30 

もりもりキッズスペシャル

プログラム「仮説実験教室」         

子どもと文化の森交

流広場 
子どもと文化の森 要予約 有料 

８ 土  
ESD に関するﾕﾈｽｺ世界会議

（ダッシュマン出動） 

名古屋市久屋大通公

園 
  

10 月 
10:00～

11:30 

子育てｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座「前髪の

ｶｯﾄと髪のｱﾚﾝｼﾞのｺﾂ」 
ポシェ・ドゥ・レーヴ まみーぽけっと 要予約 有料 

16 日 
10:00～

14:00 
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 
 

17 月 
10:00～

11:30 

子育てｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座「ﾍﾟｰﾊﾟｰｸ

ｲﾘﾝｸﾞの写真立て作り」 
ポシェ・ドゥ・レーヴ まみーぽけっと 要予約 有料 

18 火 
10:30～   

11:30 

マーブルクラブ「焼きいもバ

ーベキュー大会」 
扶桑緑地公園 子どもと文化の森 要予約 有料 

19 水 13:30～15:00 まちカフェ♪ まかせてルーム まちねっと大口/大口町  

19 水 
18:30～

20:00 

働きざかりとシニアのため

のチャレンジ講座② 

健康文化センター4F 

ほほえみホール 
まちねっと大口/大口町 要予約 無料 

23 日 9:30～12:00 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 1000円 

25 火 
13:00～

14:00 

子育て支援講座 

「わらべうた」 

子どもと文化の森交

流広場 
子どもと文化の森 要予約 有料 

27 木 9:00～16:30 NPO現場見学バスツアー クラシティ半田 まちねっと大口/大口町 要予約 有料 

✾クレヨンクラブ 活動日（10/1・22、11/5・12・19）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 10/28(火)･11/25(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（10/7･8･14･15･21･22･28･29､11/4･5･11･12･18･19･25･26） 

                    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 

スタッフのひとりごと ９月からまちねっと大口で働かせていただいています。大口町の住民の方々が

様々な活動を積極的に行っているのを知りビックリ(ﾟ O ﾟ)楽しい情報もいっぱいです。みなさんも是非

健康文化センター２階 町民活動センターへ遊びに来てください！！(*^^)v     大森 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“まちカフェ♪”がリニューアルオープン!!１０月より毎月第３水曜日の１３時３０分から

１５時まで開催します。今後、テーマ等をお知らせしますので、お気軽にご参加ください！ 

 

 

効果的な PR、情報発信とは？ 

先進的な事例を学ぶと共に、活発に活動を展開している団体の情報発信力を学びます。 

11月 27日(木) 町外の団体から学ぼう 「NPO現場見学バスツアー」 
時 間：9：00～16：30    9：30 大口町役場出発 

訪問先：半田市 クラシティ半田 ※昼食は NPO 法人菜の花配食サービスのお弁当をいただきます。 

（NPO法人半田市観光協会、NPO 法人エンド・ゴール、はんだまちづくりひろば） 

参加費： 800円（センター登録団体の方) 

1,000円（一般の方）   ※いずれも昼食代、保険代込み 

添 乗：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） 

 

 

10月 22日(水) 

人生に突然降りかかる、介護や相続の問題。また、年金制度のことをみなさんはどのくらい 

ご存知ですか。自分のライフプランを見つめ直したいという方必見の講座です！ 

18：30～20：00 ミニ講座① 「いきいきライフプランを考える」～税や年金、相続など～ 

講師 … 司法書士・行政書士石原事務所 石原隆次さん 

ミニ講座② 「介護保険制度・地域包括支援センターを知ろう」 

講師 … 健康生きがい課 課長補佐 掛布紀子さん 

ミニ講座③ 「いきいきと生涯現役で過ごすために」 

講師 … 健康生きがい課 主任 暮石弘美さん 

定 員：約３０名（参加費無料） 

場 所：健康文化センター４階 ほほえみホール 

11月 19日(水) 

大口町のここが好き！ こんなまちに住みたい!!  

アドバイザーから大口町のエピソードをきいてみよう。 

18：30～20：00 アドバイザー … 大口町生涯教育部長  杉本勝広さん 

アドバイザー … 大口町地域協働部長  鵜飼嗣孝さん 

定 員：約３０名（参加費無料） 

場 所：健康文化センター４階 ほほえみホール 

働きざかりとシニアのためのチャレンジ講座 大口町
こ こ

から始めるセカンドライフ(全 5 回) 

おおぐちモード Vol.３７ 

まちづくり情報誌 ２０１４年１０月１日 発行 

団体の活動を発信！活動団体向けスキルアップ講座（第２回） 

発行：特定非営利活動法人まちねっと大口 ／ 大口町 

  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 

 ホームページ http://home.owari.ne.jp/˜machinet/   E-mail：machinet@owari.ne.jp 

10 月 ＆ 11 月   のイベント案内 

第１回 みんなで学ぼう！セカンドライフに役立つ基礎知識 

 

第 2回 住み続けたいまちってどんなまち? 

 

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


高齢者のみなさんは、お友達ができると元気になります。 

人と人を結び、楽しい時間を創るのが私たちの仕事。 

「結
ゆい

」という名前はそこからつけました。 

お子さんの存在も、高齢者の方にとっては元気の源なの

で、ぜひ遊びに来てくださいね！ 

 

住み慣れたまちで安心して暮らせ

るようにとの想いで開所しました 

 

 

 

8 月 7 日（木）健康文化センターで「夏休みチャレンジ講座」を開催しました。 

大口町で活動する団体の皆さんが講師となり、延べ 300 人もの幼児や小中学生、親子のみ

なさんが楽しい一日を過ごしました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ８月 31 日（日） 情報発信講座「情報は商品です！」 
参加者 18 名 

講師：公益財団法人あいちコミュニティ財団  

代表理事 木村 真樹 さん 

  ■■ プログラム ■■ 
・ 資金は何に期待して？（出資者が何に共感し、期待しているのか） 

・ 期待に応える伝え方は？（共感を得る伝え方を考える） 

・ 大口町の「ふるさと寄附金」制度について 大口町政策推進課 課長補佐 岩田雄治さん 

活動団体にとって「情報は商品です。」活動は知ってもらわなければ、ないのも同じ。 

私たちの活動は社会問題に気付くことから始まり、皆さんの共感を得ることが活動の広がりにつな

がります。 

共感を得られる伝え方をすることの大切さとその方法を学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

デイサービスの一日 

9：30  到着 

午前中 お風呂、ゲームなど 

12：00～ 昼ごはん 

14：00～ 体操、折り紙、散歩など 

15：00～ お茶 

15：30～ 送迎 

「デイサービス ゆい」  

○ 通所介護（デイサービス） 昼食・入浴・送迎サービス 

○ あずかり事業 乳幼児・障がいをお持ちの方、 

         病気やケガで療養中の方など 

 

その他…（全 15 講座） 

車椅子ｼｪﾌ「親子ｲﾀﾘｱ料理教室」 
平成民歌ｸﾗﾌﾞ「伝統芸能桶打ち体験」 
中国語ｸﾗﾌﾞ「かんたん中国語」 
まみーぽけっと「ｴｺｸﾗﾌﾄでｶｺﾞ作り」 
子どもと文化の森「ﾄﾞﾗｲｱｲｽであそぼう」 
ｱﾄﾘｴ･ﾋﾞｰ「ｽｲｰﾂ･ﾃﾞｺ」 
大口さくらﾒｲﾄ「お手玉あそび」 
大口少年少女発明ｸﾗﾌ 「゙よく飛ぶ飛行機」 
まちねっと大口「ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ作り」 
ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ Co. 「英語とｸﾚｰﾌﾟ作り」 
ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ「心肺蘇生」 
ｳｨﾝﾄﾞﾊｰﾓﾆｰ大口「楽しく楽器体験」 

講座を担当して下さった団体の

皆様、ありがとうございました！ 

 

活動団体向けスキルアップ講座（第１回） 

 

ＮＰＯ 

夏休みチャレンジ講座開催しました！ 

PR したい 

団体募集中!! 

団 体 紹 介 Vol.4  『特定非営利活動法人共生ホーム 結
ゆい

』  

 

ボランティア募集！（ボランティアを募集したい団体もお待ちしています） 

おりひめ「楽しくおりがみ講座」 

集まれ！まちの芸術家たちの会 
「楽しくいけ花体験」 

矢戸川をきれいにする会 
「夏の伝統行事！灯篭づくり」 

アンケートより 

・やったことのない楽器が吹けるようになってよかった 

・とても親切に教えてくれた 

・とてもおいしかった、家でも作りたい 

・心肺蘇生はとてもためになった 

・子どもと一緒に作るという経験ができてよかった 

ヨガの先生との体操 完全バリアフリーの玄関、トイレ 

ウィンドハーモニー大口 
「みんなで楽しく楽器体験」 

ボランティアも募集中!! 

高齢者から元気をもらえるボランティア 

団体名 特定非営利活動法人共生ホーム 結
ゆい

 

団体活動内容 

通所介護（デイサービス）・あずかり事業 

（詳細は下記団体紹介をご覧ください） 

ボランティア活動内容 

創作活動（お花のアレンジや折り紙教室等）、

ゲーム、散歩のお手伝い 

活動日時 

数時間から半日、無理なく空いた時間でＯＫ！

お気軽にご連絡ください！ 

募集期間  

常時 

日本語教室ボランティア 

団体名  Cereja（セレジャ）カフェ 

（大口町日本語教室） 

団体活動内容  

外国にルーツのある方でも安心して暮らせる

ようにするための日本語学習のお手伝い 

ボランティア活動内容  

日本語学習支援 

活動日時  

毎週土曜日 19：00～20：30 

募集期間  

常時 

活動場所  

健康文化センター2 階 町民活動センター 

大口町上小口 1-181 

℡/fax 74-5235 

応募先  特定非営利活動法人まちねっと大口 

       大口町伝右一丁目 35番地 健康文化センター2階  ℡/fax22－6642  

管理者  

水野利恵さん 

（看護師、介護支援専門員） 

※ 両ボランティアとも対象年齢は 18歳以上です。 

国際交流 

しませんか♪ 
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