
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備 考 

12 

3 木 
19:00～

21:00 

豊田合成トレフェルサ 

ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰ ﾃｸﾆｯｸｽｸｰﾙ 

12/10,17  

大口町屋内運動場 ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 1回 500円 

4 金 

17：20～

18：50 
なでしこサッカー教室 

 12/4,11,18 

（1回）700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 

5 土 
14:00～

15:00 

もりもりｷｯｽﾞｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

「ふゆの森のお話し会」   

子どもと文化の森  

交流広場 
子どもと文化の森 無料 

11 金 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 無料 

13 日 13:00～17:00 
ダンス＆ミュージック 

フェスティバル 
大口町民会館ホール おおぐちおやじの会 無料 

13 日 10:00～12:00 団体とまちコン交流会 
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 無料 

18 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1F

ロビー 
健康クラブ笑顔 21 無料 

19 土 
9:00～   

12:00 

クリスマス会 

申込み 11/21～12/12 
大口町屋内運動場 ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

会員無料 

非会員 500円 

20 日 
10:00～ 

13:00 
パン作り教室 

中央公民館 2階 

調理室 
ＳＨＩＰおおぐち 

一般 1,500 円  

会員 1,300 円 

20 日 
13:30～

15:30 
ピアニカコンサート 

子どもと文化の森  

交流広場 
子どもと文化の森 無料 

1 

8 金 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 無料 

15 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1F

ロビー 
健康クラブ笑顔 21 無料 

24 日 14:00～ 
第３３回ほほえみコンサート 

サックス演奏 

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 

24 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 

「立ち絵紙芝居と昔の科学遊び」         

子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 500円 

28 木 
10:30～

11:30 
絵本カフェ 

子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 

200円 

(お茶代) 

31 日 
10:00～ 

13:00 
パン作り教室 

中央公民館 2階 

調理室 
ＳＨＩＰおおぐち 

一般 1,500 円  

会員 1,300 円 

31 日 
13:30～ 

15:30 

信長後記(しんちょうこうき)

～信長に遺されたもの～ 
憩いの四季 娯楽室 

集まれ！まちの芸術家

たちの会 

大人 300円 

子ども 100円 

✾クレヨンクラブ  活動日（12/2･9･13(日)･16、1/6･13･20･27）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 (12/8(火)･1/26(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 （12/1･2･3･8･9･10･15･16･17、1/12･13･14･19･20･21･26･27･28）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 （12/2･9･16、1/13･20･27）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 (12/1･7･8･14･15･21･22 1/12･18･19･25･26) 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 新しい出会いの場、仲間づくりの場としてどなたでもご参加いただける、「まち

カフェ♪」。１２月から、第２金曜日の１３時３０分から１５時の開催に変更になります。お茶を飲みなが

らいろいろなテーマで楽しくおしゃべりしませんか？皆さまのお越しをお待ちしております♪○わゆみ 

 

 

 

 

  

 

 

 

年の瀬を迎えました。活動センターでは、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の集大成として「団体とまちコン交流会」を開催します。 

大口町で活動する団体同士の交流の場として、何か始めてみたい方や仲間づくりをしたい方の

交流の場として、ぜひご活用ください。 

 

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 

みんなでわいわい交流しよう！ 

団体同士の交流の場・活動のＰＲの場、何か始めてみたい方や町内の団体活動を知りたい方、

仲間づくりがしたい方の交流の場としてご活用ください。マッチングタイムで、意気投合で

きるかも！？まずは話を聞いてみませんか。 

 

●内容● 

団体ＰＲタイム＆交流会 

１．やろ舞いプロジェクト…やろ舞い大祭を企画・運営。祭りを通してまちを元気にする。 

２．おもちゃ病院おおぐち…おもちゃの修理を通じ、物の大切さを子どもたちに伝える。 

３．共生ホーム結…赤ちゃんから高齢者、また障がいの方が通え、集えるデイサービスをめざす。 

４．サラダボールＣｏ．…外国籍住民と日本人とがお互いに理解し、尊重できるまちづくりをめざす。 

５．愛知華人華僑國際交流會…中国と日本の懸け橋になり、多文化共生社会をめざす。 

６．Ｃｅｒｅｊａカフェ…日本語教室の運営を通じ、言葉の壁を越え、暮らしやすいまちをめざす。 

７．Ｇｅｎｋｉ森もり…植樹、育樹で町内の環境保全し、子どもたちの健全な育成をめざす。 

８．ＳＨＩＰおおぐち…障がいのある人もない人も、地域でいきいきと生活できるまちづくりをめざす。 

９．昭和の遊びパーク…懐かしい昭和の遊びを子どもたちに伝える。 

   

マッチングタイム（フリータイム） 

 

※ 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。 

 

✿ 団体とまちコン！交流会 ✿ 

 

Vol.44 

まちづくり情報誌 ２０１５年１２月１日 発行 

ＰＲタイム参 加 団 体 

12 月 ＆ 1 月   のイベント案内 

発行：特定非営利活動法人まちねっと大口 ／ 大口町 

  丹羽郡大口町伝右一丁目 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 

 

 

おいしいコーヒー 

をご一緒に♪ 

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


プログラム 

 第１部 わがまち自慢 

      自治体の紹介を含め、特色ある団体活動やまちづくりを紹介します。 

 第２部 テーマ別交流会 

      ①下記４テーマ＋フリーのグループにて交流会を行います。 

       ○子育て・環境 ○高齢者福祉 ○健康・スポーツ ○防犯・防災 

       ○フリー（参加者同士でのテーマ設定もあり） 

      ②全体共有 

 

 

 

～さあ、“あい”に行こう！〜 

“あい”とは、出会い、認め合い、支え合い、まちへの愛 

今年の協働フォーラムは市町それぞれの特色あるまちづくりを知り、活動を広げることで、

広域での課題解決を進めるきっかけづくりを目的に、２市３町（小牧市、岩倉市、豊山町、

扶桑町、大口町）の合同で開催します！ 

日 時 平成２８年２月２８日（日）午後１時から３時３０分 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

全体コーディネーター 加藤武志氏（中京大学講師・まち楽房
ら ぼ

代表） 

場 所 大口町民会館 ２階ホール 

  主 催 特定非営利活動法人まちねっと大口・大口町 

  共 催 特定非営利活動法人こまき市民活動ネットワーク・特定非営利活動法人ローカル・ 

ワイド・ウェブいわくら・豊山町まちづくりサポーター・扶桑町住民活動支援セン 

ター運営機構・小牧市・岩倉市・豊山町・扶桑町 

 

 

１１月８日（日）憩いの四季 娯楽室 

 

 

 

 

 

子どもから高齢者まで訪れる複合施設として老人福祉

センターという枠を超え、たくさんの方に親しんでいた

だけるよう、３回シリーズで体験講座を開催します。 

審査員からは、PR方法を工夫して受講者を増やしたり、

託児など他団体との連携を視野に入れて展開するよう、

アドバイスがありました。 

 

 

１０月３１日（土）、１１月 1日（日）の２日間、ふれあいまつり２０１５が開催されまし

た。両日とも、天気に恵まれ、例年以上の方に来場していただき、子どもたちの笑顔もたく

さん見られました。今回もまちねっと大口が事務局となり、ふれあいまつり実行委員会と共

に企画・運営を行いました。改善すべき点など実行委員会で話し合い、来年も一層皆さまに

楽しんでいただけるようにしていきます。出展・来場していただきました皆さま、ありがと

うございました。 

 

 

 

 

平成２４年度の大口町制５０周年記念事業として、「集まれ！

我が町の芸術家たち」実行委員会が立ち上がりました。大口町出身の音

楽家を招いて大口町の思い出を語りながら楽しいコンサートを開催しよ

うと、大口町出身の広島交響楽団トランペット奏者松﨑祐一氏、海外で

も活躍中の声楽家空条寅子氏を迎え、町民会館でコンサートを行い好評

を博しました。この事業がきっかけで、大口町の文化的意識を高めよう

と文化協会、大口さくらメイト、子どもと文化の森等の協力を得て、平

成２５年に「集まれ！まちの芸術家たちの会」が結成されました。 

より良い芸術を皆さんに届けられるように常にアンテナを張っていますが、良い

ものはやはり経費もかかり、チケット代が高いと多くの人にご参加いただけない。どこで折

り合いをつけるか悩ましいところですが、皆さんのニーズを取り入れ、少しでもお値打ちに

できるよう工夫をしていきたいと思います。 

ズバリ、大口町を題材 

にしたミュージカル！！ 

これは「夢のまた夢」ですが。 

子どもたちが感性豊かに育ち、

おとなたちも心の癒し、ゆとりに

なるような催しが定期的に出来た

ら良いと思います。今後にご期待

ください！ 

下期元気なまちづくり助成事業等公開プレゼンテーション 

２市３町ふれあい協働フォーラム２０１６ 
 

ふれあいまつりにご来場ありがとうございました！ 

団 体 紹 介 Vol.10 『集まれ！まちの芸術家たちの会』

会            』 

 

✿ 開催状況 ✿   

来場者    ： 約 6,000人 

出展者    ： 31 日 53団体・1日 51団体 

ｽﾃｰｼﾞ参加団体 ： 31 日 18団体・1日 9団体 

発表団体名         事業名 

 

特定非営利活動法人   「お花とともに春よこい」 

憩いの四季        ３回シリーズ 
✿メンバー随時募集中 

現在９人のメンバーで活

動中。芸術・文化の普及

に関心のある方、一緒に

活動しませんか？ 

問合せ 地域振興課 

℡ ９５－１６９１ 

次回予告 

『信長（しんちょう）後記』 

★歴史を楽しむ会 

日時：１月３１日（日） 

   13：30～ 

場所：憩いの四季 

講師：高倉輝（歴史愛好家） 

 

↑好評だった 

第１回コンサート 


