
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 要項 

 

7 日 9:00 第 15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 

9 火 
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 

18 木 17:40 鼻笛月イチ練習会 
子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 

登録会員年会費:500円 

(4才以上/人) 

19 金 10:00 男の料理 
健康文化センター 

１階 栄養実習室 

健康ｸﾗﾌﾞ 

“笑顔 21” 
800円 

20 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  

21 日 

21 日 14:00 第 34回ほほえみコンサート 
健康文化センター 

4階 

大口町スタイン

ウェイ友の会 
500円 

25 木 13:00 
チャレンジお仕事！ 

in もりもりタウン 2016 

大口町民会館 

２階ホール 
子どもと文化の森 

事前に登録した 

小学生以上 

初回のみ 300円 

26 金 13:00 

27 土 12:00 

26 金 9:30 ペーパークラフト講座 まかせてルーム 
健康ｸﾗﾌﾞ 

“笑顔 21” 
実費 

27 土 7:00 育樹会 ラモーナ幼稚園南側 Genki 森もり 無料 

９ 

7 水 10:00 
ベビー・ナーサリー養成講座 

「赤ちゃん通訳」 

江南市民文化会館 

第 2 会議室 
子どもと文化の森 1,000 円 

8 木 17:40 鼻笛月イチ練習会 
子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 

登録会員年会費:500円 

(4才以上/人) 

9 金 9:30 ペーパークラフト講座 まかせてルーム 
健康ｸﾗﾌﾞ 

“笑顔 21” 
実費 

16 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” 
 

17 土 9:00 ウィルリンピック 大口町屋内運動場 
ウィル大口 

スポーツクラブ 

多種目会員無料 

非会員 300円 

18 日 14:00 「月歌会」 
健康文化センター1階 

ロビー 

ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 櫻組 
入場無料・予約不要 

23 金 9:30 ペーパークラフト講座 まかせてルーム 
健康クラブ 

“笑顔 21” 
実費 

24 土 7:00 育樹会 ラモーナ幼稚園南側 Genki 森もり 無料 

25 日 10:00 
「食を通して世界と交流しよ

う」 
中央公民館 調理室 ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ Co. 参加費 800円 

29 木 10:00 
背の美カフェ  

～美姿勢ウォーキング～ 

子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 参加費：1,500 円 

✾クレヨンクラブ 活動日（8/10･24･31，9/7･14･21･28）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 8/13(土)･9/12(月) 10:30～11:30 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  (8/2･3･4･6･9･10･11･13･23･24･25･27･30･31） 

(9月の予定はウィル大口スポーツクラブへお問い合わせください) 

火（憩いの四季 研修室）水・木・土（憩いの四季 娯楽室）9:30～11:30 1回 500円 (会員 400円) 

          のびのび健康体操教室 （9/7･14･21）水曜 13:30～14:30 8月はお休みです 

 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 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 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(8/1・2・8・9・22・23,9/5・6・12・13・20・26・27) 

月・火曜 10:00～12:00  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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

今年度第一回“地域デビュー講座２０１６”、“活動団体向けスキルアップ講座”に多

数の皆さまがご参加いただき無事終えることが出来ました。参加していただいた皆さま

は何かを始めるきっかけになったでしょうか。 

 今後も、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。講座のご案

内は、おおぐちモードや広報おおぐちでご案内しますので、ぜひご参加ください。 

 

0 

大口町 活動現場見学ツアー！ 

 

 
🌼 町内の活動拠点を車で回ります。 

🌼 日程により時間は異なります。 

🌼 詳細は広報おおぐち９月号をご覧ください。 

 

参加費：各日５００円（昼食付） 
 

主催：特定非営利活動法人まちねっと大口/大口町 

 

 

 

 

 

地域デビュー講座 2016 

おおぐちモード Vol.48 

まちづくり情報誌 ２０１６年８月１日 発行 

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 

 

8 月 ＆ 9 月   のイベント案内 

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


「健康麻雀」 

 NPO 法人ウィル大口スポーツクラブ 

 

「昭和をモチーフにした創作おもちゃづくり」 

 昭和のあそびパーク実行委員会 

「おりがみで脳トレ」 

 おりひめ 

 

 

 

基礎力アップ講座 6/18（土） 

団体活動に必要な基礎知識を学び、メンバー全員が一丸となって活動できるよう、団

体活動基礎講座、総合計画に基づいた大口町の制度の活用、大口町民活動センターの活

用について学びました。もっと詳しく具体的な事例を紹介してほしいというご意見をいた

だきましたので、今後の講座に生かしていきたいと思います。 

〇アンケートより〇 

・出張講座などはできませんか？ 

・団体の実体験が聞きたい。 

・将来的に大口町が求めている団体、活動、めざす 

まちの像とはどういうものか聞きたい。 

・団体を運営する中で困ったことと、どう対応した 

等、具体的な話が聞きたかった。 

・基本の見直し、再確認ができた。 

はじめの一歩講座 ～あなたのやりたいことが見つかるも！？～ 

   ７月１２日（火）参加者のみなさま、団体の講師の皆様ありがとうございました。 

 参加者のみなさんが自分自身の生活を豊かにし、生きがいを感じられるライフプランを考

えるために、自分自身の興味のあることを見つけていただくための「はじめの一歩講座」。 

各団体の活動の紹介後の体験では、どの講座も充実した時間になりました。 

 今回の講座が、活動に参加するきっかけとなったという感想を多数いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

◎マイナンバーって何？ ◎NPO 法人とマイナンバー ◎マイナンバーの管理 等 

講 師  NPO 法人ボランタリーネイバーズ 中尾さゆり氏（税理士） 

日 時  ９月１５日（木） １３：３０～１５：３０ 

場 所  健康文化センター４階 ふれあい２   

定 員  １５名 

 

              

 

人間の身勝手で毎年多くの猫たちが捨てられて野良猫になり、殺

処分にあいます。また、餌付けをしたがためにフン害にあう、ゴ

ミあさりをされる、発情期の鳴き声がうるさい、繁殖する、など

ご近所トラブルに発展することも後を絶ちません。 

私たちの活動はこうした猫たちを一匹でも多

く救いたいという気持ちから始まっています。 

T（トラップ）罠でつかまえる 

N（ニューター）避妊去勢手術 

R（リターン）元いた場所に戻す 

野良猫の避妊去勢手術を行って、普段もきちんとした管理

（エサやり、猫の頭数把握等）、清掃を行いながら住み良

い環境づくりを行うものです。 

将来的には飼い主のいない猫をなくすことが目標です！ 

常時たくさんの犬や猫が里親さんを待っています。ペッ

トショップではなく里親になる選択を考えてください。 

9 月 24 日(土)13:00～18:00 

   25 日(日)10:00～18:00 

健康文化センター1 階多目的室にて 

【講演・フォーラム】 

「やませ動物病院」医院長 山瀬新悟 

「震災で消えた小さな命展」代表 うさ 

「ねこさと」代表 野田ひとみ   

【パネル展】  

「かっぱちゃん写真展」 ←アイドル猫“かっぱちゃん”も！ 

「震災で消えた小さな命展」 

避妊手術済みの地域猫に

は耳には V 字カットの印

があります。（麻酔時に行

うので痛みはありません） 

繁殖しないので安心な猫

たちだニャー 

～NPO 向け～ マイナンバー実務講座     活動団体向けスキルアップ講座  参加者２６名 

 

地域デビュー講座 2016 
 

 
 

 

 

団 体 紹 介 Vol.14 『ねこさと ～nyamuzucompany～ 』 

 

イベントに協賛してくださる企

業、店舗、個人を募集します。 

（ポスターに名前を入れます） 

問合せ 090-6610-2948（野田）

ご参加、ありがとうございました 

＊その他 

参加型イベント 

「うちの子自慢の写真展」など 
（郵送先は下記までお問合せ下さい） 

「ポールウォーキング体験」 

 さくらＰＷ 

「自分の名刺を作ってみよう」 

 憩いの四季パソコン教室 

皆さまお疲れ様でした。 

活動現場見学ツアーにも

参加してね！ 
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