
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備 考 

４ 

02 日 

9:00 金助桜まつり 堀尾跡公園 
金助桜まつり実行委員会 

堀尾史蹟顕彰会 
 

9:00～

13:00 

松江物産展 

（大和屋鈴波工場まつり） 
大和屋大口工場 まちねっと大口  

21 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”   

29 祝 
10:00～  

12:00 
れんげまつり 

大口町役場東側 

田んぼ周辺 
大口町  

５ 

13 土 
10:00～

11:30 

外国の紙芝居読み聞かせとゲーム 

     （おやつ付き） 
北児童センター まちねっと大口 

有 料 

要予約 

13 土 10:00 
上期元気なまちづくり事業 

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  

19 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”  

28 日 14:00 

子供と家族・若者応援団 

「アラビアンナイト」 

 ～魔法のランプと明日のヒカリ～ 

扶桑文化会館 子どもと文化の森 

有 料 

（４才以上） 

前売り有り 

✾健康クラブ“笑顔２１”  ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ講座 4/14･28 5/12 金曜 9:30～11:30 まかせてルーム 実費 

✾クレヨンクラブ 活動日  4/12･19･26 5/10･17･24･31  水曜 10:00～11:30  

余野学共 1 階保育室(会員制)  担当 江口 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 4/24(月) 5/22(月) 10:30～11:30 西児童ｾﾝﾀｰ１回 500 円 予約制 96-0481 

✾ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  健康麻雀  4/4･6･8･11･12･13･15･18･19･20･22･25･26･27･29 

5/9･10･11･13･16･17･18･20･23･24･25･27･30･31 

火曜（憩いの四季 研修室）水曜･木曜･土曜（憩いの四季 娯楽室）9:30～11:30  

1 回 500 円 (ウィル大口、いこいの四季会員 400 円) 

のびのび健康体操教室   4/12･19･26 5/10･17･24  水曜 13:30～14:30  

憩いの四季 娯楽室 60 歳以上の方  1 回 500 円(憩いの四季会員 300 円) 

うたごえ喫茶 4/14･29 5/12･27 金曜 10:30～11:30  土曜 14:00～15:00 

参加費 500 円(お茶、お菓子付き）  

✾子どもと文化の森 ちゃいるどすぺーす 4/3･4･10･11･17･18･24･25 5/1･2･8･9･15･16･22･23 

月・火曜 10:00～12:00（第 5 週と祝日は休み） 

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 

✾Ｇｅｎｋｉ森もり 育樹会 4/22 5/27 土曜 8:00～  尾張広域緑道 参加費無料 

✾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 

✾消費生活クラブ  ぼかし、EM 菌入り石鹸販売  第 1・3 水曜 10:00～12:30 役場玄関ホール 

 

 

 

日 時 4 月 2 日（日）午前９時～午後 1 時 

会 場 大和屋大口工場 （大口町高橋 2-202） 

大口町と姉妹都市提携している松江市の魅力を発信するた

めに、パネル展示＆物産展を開催します。 

詳細は、まちねっと大口までお問い合せください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

大口町民活動センターは、NPO 団体を始め、行政区、地域自治組織、子ども会、文化協会、

体育協会、スポーツ少年団等多くの方にご利用いただいております。新年度も事務機器、貸

出備品の充実などより皆さまにご活用して頂けるよう、丁寧な対応を心がけてまいります。 

また、団体向け、一般向け講座を企画しておりますので、ぜひご参加ください。 

今後とも、町民活動センターの運営にご理解とご協力をお願いいたします。 

 

0 

✿ スタッフ対応時間と開館日     

 曜 日 時    間 休  館 

町民活動センター 

スタッフ対応時間 

月曜日～ 

土曜日 

午前 9 時～12 時  午後 1 時～5 時 

 ※上記以外の時間でも、健康文化センターの

開館時間内は自由に利用できます。 

※スタッフ不在時の入退室は健康文化セン

ター1 階総合案内にて受付簿へ記載し、鍵

の受領または返却をお願いします。 

健康文化センター 

休館日 

 

（年末年始） 

大口町 

健康文化センター 

月曜日～ 

日曜日 
午前 9 時～午後 9 時 

✿ サービス内容 

協働のまちづくりを推進するため、『活動サポートの場』として、様々な情報やサービスを

提供しています。サービス内容の詳細は、町民活動センターで配布している利用案内をご確

認いただくか、直接お問い合わせください。 

♪施設利用（まかせて広場・まかせてルーム①②） ♪備品貸出  ♪用紙販売  

♪印刷（パスワードが必要）  ♪大型印刷（A1・A2・ステージ看板・立て看板） 

♪受付代行  ♪印刷代行  ♪業務代行  

♪ラミネート ♪セルフカフェ ♪チラシ・ポスター掲示 ♪相談業務 

✿ 運営協力金     

多くの皆さまのご協力をいただき、町民活動センターを運営し

ています。平成 29 年度も継続してご利用になる団体の皆さま、

新規で登録を希望される団体の皆さまは、運営協力金を添え、ご

登録ください。印刷にはパスワードが必要ですので、各団体でご

確認ください。 

  

 

 

４月 ＆ 5 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 

おおぐちモード Vol.52 

まちづくり情報誌 ２０１7年 4月１日 発行 

平成 29 年度 町民活動センター 利用案内 

１口  

２,０００円/年 

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 

皆さまからお寄せいただいた貴重なご意見・ご要望は、今後の運営の参考とさせていただきます。

皆さまの活動のお役に立てるよう頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

松江物産展開催!! (都市間交流サポート事業) 
 

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


 

 

参加と協働のまちづくりの担い手が一堂に会す、一年に一度の「まちづくり協働フォーラ

ム」。一昨年に引き続き、今年度も「大口（まち）の未来」をテーマに開催しました。 

第 1 部 ～大口町のこれまでとこれから～ 

一般社団法人地域問題研究所 加藤氏より、大口町

の自立と共助のまちづくりは、先人たちが知恵を出し

合い、逆境に立ち向かった礎のもとにあることが紹介

され、今後は地域課題の解決に向け、今までの協働の

取組みを更にステップアップさせることが必要であ

ると話されました。 

また、大口町まちづくり戦略プロジェクトの岩﨑氏からは、第７次大口町総合計画の実

現を目指し、まちづくりの担い手と共に進める住民参加のまちづくりへのより一層の協力

が求められました。 

第２部 事例紹介～多様な主体が連携するまちづくり～ 

安城市社会福祉協議会の吉村了子氏より、地域の課題を考える際、まず初めに町内会を

単位とした福祉委員会で解決策を考え、より広範囲で取り組んだ方が良い問題に関しては、

広く中学校区で取り組むといった事例についてお話しいただきました。その他にもＮＰＯ

やボランティア、民間組織などをつなぐマッチング交流会についても紹介していただきま

した。 

第３部 パネルディスカッション～あなたと創る大口（まち）の未来～ 

大口町南地域自治組織の三輪会長、大口さくらメイトの

酒井会長、ＮＰＯ法人ウィル大口スポーツクラブの古田事

務局長、安城市社会福祉協議会の吉村氏をパネリストに、

加藤氏のコーディネートでパネルディスカッションを行

いました。 

団体がそれぞれの活動を越えて連携することで起こる、 

予想もしないような「化学反応」を楽しむことや、地域の「人と人とのつながり」や「歴

史」を大切にして取組むことが重要などの意見が出され、これからの『多様な協働』の必

要性が話し合われました。 

 

 

大口町内で活動する住民団体が行う公益性のある事業について、助成金申請の受付を行い

ます。申請については、役場地域振興課へご相談下さい。 

１．申請書受付期間 ４月１０日（月）～２８日（金） 

２．公開プレゼンテーション  日 時：５月１３日（土）10:00～ 

場 所 健康文化センター１階 多目的室 

詳細は、広報おおぐち４月号をご覧ください。 

  

 

 

 

団体、住民、地域、企業、行政が、町民活動センターを拠点につながり、“参加と協働のま

ちづくり”を進めるため、様々な事業を実施します。 

・人財発掘講座    ・活動団体向けスキルアップ講座 

・まちづくり協働フォーラム  ・夏休みチャレンジ講座  

・アドバイザー相談会  ・2 市 3 町ふれあい協働フォーラム   

・活動センター利用説明会 

・活動センター管理・運営（代行業務含む）  など 

 

              

「脱メタボ」を目標に、健康管理！ 

平成 18 年に町の保健センターが実施した「男性のための元気ＵＰヘルシーライフ教室」

の受講生が中心となって発足。現在、「脱メタボで健康！」を合言葉に、 

「食と運動」をテーマに 12 名の仲間で楽しく活動中です。 

 

 

平成 29 年度 町民活動センター事業内容   まちづくり協働フォーラム２０１7 ～あなたと創る大口
ま ち

の未来～ 

平成 29 年度上期 大口町元気なまちづくり事業 

 

２/１２（土）開催 

参加者 118 名 

団 体 紹 介 Vol.18   『脱メタボおじさまの会』 

 

～主な活動～ 

✿料理教室 

✿ハイキング・旅行 

✿健康体操 

✿ふれあいまつり出展 

メンバーが提

供した田んぼ

（脱メタボ農

園）でもち米を

収穫。安全安心

な顔の見える

お米を販売！ 

ワラビ狩りは恒

例行事。他に、

鳩吹山、鬼岩公

園など楽しくハ

イキングして 

脱メタボ！ 

体操の先生の

指導のもと、 

年１回 

健康体操！ 

管理栄養士の先

生に教えてもら

い、ヘルシーク

ッキング。今で

はメンバー全員

が料理上手に。 

お世話になった保健師さんのご縁で、名古屋経済大

学栄養管理学科と提携し、平成 26 年より管理栄養士

のスキルアップの勉強会に協力しています。東京と大

阪にて、管理栄養士のたまごの皆さんが「効果的な栄

養カウンセリング」を身につける研修で、模擬患者と

してカウンセリングを受ける役を引き受けています。 

健康管理に関する模擬指導を受けた後、「わかりや

すい」「信頼できる」などの項目でカウンセリングを

評価。「これから管理栄養士として活躍するみなさん

のお役に立てて光栄です」と代表の楠靖男さん。 

加藤栄司氏 

名古屋経済大学にて 

平成 28 年 8 月  

東邦大学医学部（東京）にて 

 

夏休みﾁｬﾚﾝｼﾞ講座 


