
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 要 項 

８ 

1 土  期間限定ｺﾐﾊﾞｽｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ  大口町 バスサポート隊 9/30まで 

2 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 
要申込 

6 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 日 
10:00～ 

13:00 
中華料理を楽しむ会 中央公民館 調理室 サラダボールＣｏ． 

どなたでも可

800円 

19 水 
10:00～ 

12:00 
英語を身近に感じよう 

総合運動場  

管理棟２階 
ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

小学１年～６年 

2,000円 

20 木 13:00～ 
こどものまち２０１５in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) 

21 金 13:00～ 

22 土 12:00～ 

22 土 7:00～8:00 育樹会 尾張広域緑道 Genki森もり 無料 

22 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  

23 日 

29 土 
10:00～

11:30 
チョコレートのお話会 北児童センター サラダボールＣｏ． 

子ども 100円 

親子  500円 

９ 

6 日 
13:30～

15:30 
レインボー日本文化体験会 

健康文化センター4階 

和室 
多文化共生ﾚｲﾝﾎﾞｰ 100円 

12 土 
11:30～

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  

13 日 
13:30～

15:00 
防災について考えよう まかせてルーム サラダボールＣｏ． 

無料 

どなたでも可 

19 土 
8:30～

12:00 
ウィルリンピック 大口町屋内運動場 ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

多種目会員無料 

非会員 500円 

26 土 7:00～8:00 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（8/5･19･26 9/2･9･16･30）水曜日 10:30～  余野学共 1階学習室(会員制) 

ベビーマッサーシﾞ (8/8(土)･9/29(火)) 10:30～ 開催場所・申込み先 西児童センター１回 500円 

✾ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  健康麻雀 (8/4･5･6･18･19･20･25･26･27 9/1･2･3･8･9･10･15･16･17･29･30） 9:30～11:30 

火曜日 憩いの四季 研修室  水・木曜日 憩いの四季 娯楽室  1回 500円 

          のびのび健康体操教室 （８月休み 9/2･9･16）水曜日 13:30～14:30 受付 13:15～ 

憩いの四季 娯楽室 60歳以上の方  1回一般 500円 憩いの四季会員 300円 

✾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 

✾子どもと文化の森 ちゃいるど・すぺーす尾北 (8/3.4.17.18.24.25 9/1.7.8.14.15.28) 10:00～12:00 

月・火曜日  子どもと文化の森交流広場 内容：乳幼児とその親の居場所 1回 300円 

 

仕入れ価格の高騰により、１０月からＡ４(白)用紙を値上げさせていただきます。ご理解とご協力を

よろしくお願いします。 

♪スタッフのひとりごと 夏休み真っ只中。子どもたちは元気ですが、みなさんバテていませんか？ 

まちねっと大口のスタッフは、食欲旺盛夏バテ知らずで、秋からの講座の準備をすすめています。

みなさんのご参加お待ちしています。                      木 野 

 

 

 

 

  

 

 

 

９月から始まるまちねっと大口のシニア世代地域デビュー講座“大口町(ここ)で始める”セカ

ンドライフ２０１５。今年もみなさんがこれまでの経験を活かし、まちづくりへの参加のきっか

けづくりとなる講座を実施します。また活動センターでは、他にもいろいろなイベントを企画し

ています。お楽しみに!! 

 
 

【講座２】わかるとできる！プレゼンテーション講座  

  

 

 

 

公益財団法人あいちコミュニティ財団 

代表理事 

講師：木村 真樹 氏 

大学卒業後、地方銀行に勤務した後、ＮＧＯな

どを経て、２００５年から「コミュニティ・ユ

ースバンクｍｏｍｏ」の代表理事。課題をより

早く解決するための志金をＮＰＯに集める仕組

みを作るため、２０１３年４月、あいちコミュ

ニティ財団を設立。社会問題を解決するために、

チャレンジとプレゼンを続けている。 

 

♪ 助成金をとるだけがプレゼンじゃない！ 

♪ 共感を得るために、わかりやすく伝えるコツって！？ 

日 時：９月２７日（日） １５：００～１７：００ 

場 所：大口町健康文化センター1階 多目的室 

定 員：３０名（先着順） 

問合せ・申込み：まちねっと大口 ８月３日（月）より（電話でもお申込みいただけます） 

【講座３】団体とまちコン！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：１２月１３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 

発行：特定非営利活動法人まちねっと大口 ／ 大口町 
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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 

８月 ＆ ９月   のイベント案内 

シニア世代 

地域デビュー講座と 

合同開催 

お 知 ら せ 
 

１冊(500 枚)   ３００円 ⇒ ３５０円 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

これからの地域社会において、住民ひとりひとりの“チカラ”がますます必要となります。 

今年度も「“大口町で始める”セカンドライフ」をテーマに、住民（特にシニア世代の方）が

これまでの経験を活かし、まちづくりへの参加のきっかけづくりとなる講座を実施します。 

主 催 特定非営利活動法人まちねっと大口/大口町 

申込先 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 

TEL/FAX (0587)22-6642 

9:00～17:00(12:00～13:00除く) 

※ 第 1回はお金を添えて申込み下さい。 

※ 第２回以降は、電話でも申込みいただけます。 

第 1回 

シニア世代が輝くために！ いきいきしたセカンドライフを送るた

めのヒントを学びませんか? 

講師 CoCo 壱番屋 創業者 宗次德二氏 

受付 8/3(月)より  参加費 500 円 健康文化センター4 階  ホール
第 2回 

輝くシニアが大口
ま ち

を元気に 
自分らしいセカンドライフを送るため

に、大口町について学ぼう!! 

ミニ講座① 地域協働部長 鵜飼嗣孝氏 

ミニ講座② 健康福祉部長 天野浩氏 

ミニ講座③ ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ濱田慎也氏 
健康文化センター1 階  多目的室

第 3回 

NPO活動を見に行こう！ NPO 団体を訪問し、話を聴いただけで

はわからない実際の雰囲気に触れてみ

ませんか? 

第 4回 

団体とまちコン！交流会 NPO 活動をしているいろいろな団体の

話をきいてみよう。 

相思相愛になれるかも！?  

健康文化センター4 階  ホール

 

 

日 時 ９月９日（水）  ①１１：００  ②１３：３０～ 

場 所 健康文化センター４階 ふれあい３ 

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） 

    

 

 

 

 

 

さまざまな立場で協力し合って生きていく社会 

平成１３年 7 月、大口町男女共同参画プラン策定のため

に策定委員会を設置したのがきっかけで発足。公募で集ま

った１１人でスタートしました。 

老若男女問わず、あらゆる世代、立場の人が暮らしやす

いまちづくりと、「男だから」「女だから」という立場にと

らわれずそれぞれの立場で活躍できる社会の実現を目指し

ています。 

今年度の目玉講座！「アンガーマネジメント講座」 

「アンガーマネジメント」とは、アメリカで始まった心理学で、「怒り

の感情をコントロールする」という発想。7 月に「親子アンガーマネジメ

ント講座」と題して親子向けに 2 回シリーズで開催し、大好評でした。 

まずは家庭内でイライラ・カリカリを克服し、地域、職場においても応

用して、より住みやすいまちにつながることを願っています。 

今回の内容をまとめた啓発紙の発行を予定しています。 

  

 

 
✿メンバー✿ 随時募集中です！ 

毎月第 1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。          

問合せ先 地域振興課 95-1691   

団 体 紹 介 Vol.８  『 おおぐち男女共同参画懇話会 』 

 

あなたの経験、まちのために！ シニア世代地域デビュー講座   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 

今後、内容に合わせて相談会を開催します。団体の設立、運営、法人業務、会計業務、事

業内容の整理等、団体の困りごとにぜひご活用下さい。 

 

 相談料 無料！ 

  

大人？ 

「らしさ」って何？ 

啓発紙 『ハモーン』  

「懇話会の投げかけ

が、波紋のように広がっ

ていきますように」とい

う意味で名付けました。 

思い出の講演会  

～山崎直子さん～ 

平成 23 年 2 月、大口中学校にて

「山崎直子さん講演会」を開催。「ま

わりの協力あってこそ、自分の夢に

挑戦できた。それぞれ環境が違う中

で、精一杯の活躍を」との女性飛行

士の貴重な体験談に、900 人もの聴

衆が聴き入りました。 

・・ 


