
第４回 団体とまちコン！交流会  

 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備 考 

10 

10 土 
11:00～

12:00 

鼻笛ワークショップ  

紙で作る簡単「厚紙鼻笛」   

子どもと文化の森  

交流広場 
子どもと文化の森 

参加費 

100 円 

10 土 
13:30～

14:30 
モスリン 鼻笛コンサート 

子どもと文化の森  

交流広場 
子どもと文化の森 1,500 円 

18 日 13:30～15:00 多文化カフェ まかせて広場 サラダボール Co. 無料 

20 火 
10:30～   

11:30 

第 3 回マーブルクラブ 

「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 

21 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 水 
9:00～

12:00 
大口町 2 万人体力測定講座 

健康文化センター4F 

ほほえみホール 
ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  

23 金 

17：20～

18：50 

なでしこサッカー教室 

 10/23,30、11/6,13,20 

 12/4,11,18 

（全 8 回）5,600 円 

大口町総合運動場 ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

年長～ 

小学 3 年生 

19：00～

20：30 

小学 4 年生

～中学生 

24 土 
9:30～

12:30 
秋の収穫祭 役場前田んぼ ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

多種目会員無

料 他 500 円 

24 土 
10:00～

12:00 
いもほり大会（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 

25 日 10:00～11:00 親子体操教室 町民会館 1Ｆ会議室 SHIP おおぐち 500 円 

31 土 10:00～

15:00 
ふれあいまつり２０１５ 

ほほえみプラザ、中央

公民館、周辺駐車場 

ふれあいまつり実行委

員会/大口町 
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1 日 

1 日 10:00～15:00 スポーツフェスタ 大口町総合運動場 ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 申込み受付中 

8 日 10:00～ 
下期元気なまちづくり助成事業 

公開プレゼンテーション 
憩いの四季娯楽室 大口町  

10 火 
10:30～

11:30 

第 4 回マーブルクラブ 

「焚火を囲んで焼き芋大会」 
扶桑緑地公園 子どもと文化の森 要予約 有料 

15 日 
13:30～

15:30 
もりもりｷｯｽﾞｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

「高木先生のたのしい科学実験授業」         

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 

15 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 
 

18 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  

22 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 1,000 円 

29 日 14:00～ 
第３２回ほほえみ 

コンサートピアノ連弾 

健康文化センター4F 

ふれあい 1 
スタインウェイ友の会 500円 

✾クレヨンクラブ  活動日（10/7･14･21、11/4･11･18）水曜日 10:00～  余野学共 1 階学習室(会員制) 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ (10/27(火)･11/24(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 （10/1･6･7･8･13･14･15･20･21･22･27･28･29、11 月は未定）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 (会員 400 円) 

          のびのび健康体操教室 （10/14･21･28 11/11･18･25）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 (10/5･6･13･19･20･26･27 11/2･9･10･16･17･24) 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 

スタッフのひとりごと 5 月～8 月に体調を崩し入院していましたので夏を知りません。猛暑も私の好きな

「蝉」（ｱﾌﾞﾗ･ｸﾏ･ﾂｸﾂｸﾎｳｼ）もです。久し振りの墓参りにて「アブラゼミ」の亡骸を見つけたのみです。そし

て今スーパーには「松茸」が並んでいます。秋です。ふれあいまつりの時です。仲間が待ってます。準備に

本番に参加出来る様頑張っている今日この頃です。タクオ 

 

 

 

  

 

 

 

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。第１回は多

数の皆さまにご参加いただき、無事終えることが出来ました。この後も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。是非ご参加

ください。 

 
 

 

 

１０月６日（火） 13：30～15：00   場所：健康文化センター１階 多目的室  

自分らしいセカンドライフを送るために大口（まち）を知ろう！まちづくりや健康推進への

取り組みを知り、健康づくりを始めよう。 

ミニ講座①      まちづくり活動へのお誘い 講師：大口町地域協働部長 鵜飼嗣孝 

ミニ講座②     健康づくりは生きがいづくり 講師：大口町健康福祉部長 天野浩 

ミニ講座③ 自宅で出来る！カンタン運動講座 講師：NPO 法人ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 濱田慎也さん 

 

ＮＰＯ団体を訪問し、話を聞いただけではわからない

実際の雰囲気に触れてみよう。 

訪問先団体名  ※日程、活動場所は団体の活動内容による（10月～11月団体の活動日） 

1.おもちゃ病院おおぐち 5.外坪混声合唱 

2.Cerejaカフェ 6.社会福祉法人 おおぐち福祉会 

3.Genki森もり 7.ＮＰＯ法人 子どもと文化の森 

4.サラダボール Co. 8.ＮＰＯ法人 憩いの四季 

 

 

１２月１３日（日） 10：00～12：00  場所：健康文化センター４階 ほほえみホール 

ＮＰＯ活動をしているいろいろな団体の話を聞いてみよう。 

相思相愛になれるかも！？ 

町内の団体が活動のＰＲをします。団体同士の活動の輪も広げましょう。 

※ シニア世代地域デビュー講座では当日、記録・広報用に写真を撮影します。 

広報おおぐち等に掲載されることがあります。ご了承ください。 

Vol.43 

まちづくり情報誌 ２０１５年１０月１日 発行 

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 

 

第２回 輝くシニアが大口（まち）を元気に！ 

第３回 NPO 活動を見に行こう！ 

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：（0587）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 

プログラム詳細は 

お問い合わせ下さい 

活動者向けスキルアップ講座と合同開催 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 6 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 230 人もの幼児や小学生、親子のみな

さんが楽しい一日を過ごしました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  参加者８０名  第１回「シニア世代が輝くために！」ご参加ありがとうございました。 

               ９月８日（火）CoCo 壱番屋創業者 宗次德二さんをお

迎えし、いつも大切にしていることや現在の活躍の舞

台である NPO 活動を始めたきっかけ、どうして活動す

るのか等、笑いを交えて楽しくお話しいただきました。 

 

 

 

 

 

 

『楽しく無理せず、仲よく』をモットーに活動しています！ 

全 13 講座 

① 地恵の輪      「まゆ団子」を作ろう！ 

② ぱんや“なかよしこよし” パン教室 

③ 子どもと文化の森   カプラであそぼう 

④ まみーぽけっと     エコクラフトでカゴ作り 

⑤ 大口さくらメイト      お手玉あそび 

⑥ 大口少年少女発明クラブ  

「割ばしグライダー」工作教室 

⑦ Genki森もり  「竹のビュンビュンごま」作り 

⑧ 集まれ！まちの芸術家たちの会 光の箱を作ろう！ 

⑨ まちねっと大口         デコっちゃおう！！ 

⑩ サラダボールＣｏ．       うす焼きパンを作ろう！ 

⑪ おりひめ     「ひっくりかえる」と「こま」 

⑫ 矢戸川をきれいにする会 ペットボトル風車作り 

⑬ モクセイの会     ディズニーを大正琴で 

 

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！ 
 

夏休みチャレンジ講座開催しました！ 

オリエンテーション 
(団体紹介の様子) 

まみーぽけっと 
「エコクラフトでカゴ作り」 

子どもと文化の森 
「カプラであそぼう」 

アンケートより 

・パンがとてもふわふわでおいしかったです 

・子どもの年齢を問うことなく自由に遊べて楽しかった 

・出来上がった時の子どもの顔を見たら幸せになりました 

・大人も一生懸命になれて、親子で楽しめました 

・難しかったけど、きれいなのが作れてよかった 

サラダボールＣｏ． 
「うす焼きパンを作ろう！」 
と「英語であそぼう」 

✿メンバー募集中です！✿  

ぱんや“なかよしこよし”は、毎月第 1･３火水曜

日に活動しています。                

また、いこい工房を利用される団体も募集中！          

問合せ先 地域振興課 ９５－１６９１   

今年度５周年！ 

中央公民館隣「いこい工房」で、地産地消

をめざして、大口町産の野菜・果物を使っ

て安心安全なパンを製造・販売していま

す。 

お客さんに「おいしかった」と言ってもら

えるよう、日々新メニューの開発などに取

り組んでいます！ 

販売日 

❖ 第１・３水曜日午前中 

 ほほえみプラザ、憩いの四季で販売 

❖ シュトーレン（クリスマスのパン） 

 予約販売  

（予約日 11/18（水）､12/2（水）） 

❖ ふれあいまつり出展 10/31（土） 

秋はかぼちゃ、さつまいもを使った

パンなども作ります。お楽しみに！ 

 

チャレンジ講座 

８/7（金）親子向けの「夏休みチャレン

ジ講座」に講師として参加。かわいいパン

ダのパンが好評でした。 

 

 

 

 

５周年記念行事 

『１日カフェ』 

地域の皆さんへ感謝の意をこめて、9/17

（木）１１時～１５時ほほえみプラザ２階

まかせてルームで、手作りパン３個（ドリ

ンク付）500 円の一日カフェを開催しま

した！ 

 

目指すは健康志向なパン 

近年のトレンドは“健康”。甘すぎないパンや野

菜を使ったパンを工夫して作っています。大口

町産の小麦、米粉、イチジクなどを使った看板

商品を作れるよう、試行錯誤しています。 

新商品紹介 

ゼッポリーネ…もちもちとした食感が特徴のシ

ンプルなパン。 

シュネック…アーモンドクリームパン。 

ゼッポリーネ… 

 

大口町まちづくり団体、ＮＰＯ団体が行う

公益性のある事業の公開プレゼンテーショ

ンを行います。 

 公開プレゼンテーション   

日時 １１月８日（日）10:00～ 

場所 憩いの四季 娯楽室 

今年度は、小牧市、岩倉市、豊山町、扶桑

町、大口町の５市町で、協働フォーラムを

開催します。詳細は、１２月号でご案内し

ます。 

 協働フォーラム 2016 

日時 平成 28 年 2 月 28 日（日） 

場所 町民会館 

平成２７年度下期 元気なまちづくり

助成事業 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

 

２市 3 町 協働ﾌｫｰﾗﾑ 2016 
  

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 

 

団体紹介 Vol.９  『いこい工房 ぱんや“なかよしこよし”』  

 

✿アンケートより✿  

・ご苦労があっての成功なのですね。 

・宗次さんがどんな人生を送られ今があるのかがわかった。 

・シニアが過ごしていくための心がけがわかりました。 


