
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備  考 

６ 

13 火 10:30 
第 2回マーブルクラブ 

「畑でどろんこ遊び＆じゃがいもほり」 

すずいクリニック 

東側畑 
子どもと文化の森 

要予約 20組 

全 4回 3,500円(家族) 

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 9:30 田植え体験 役場前田んぼ 
ウィル大口 

スポーツクラブ 

申込み 5/20～6/10 

多種目会員無料  

非会員 300円 

24 土 9:45 
第 3回 親子の happy spot 

 保護者向け講座、 

人形劇グループわらしべ公演 等 

愛知江南短期大学 子どもと文化の森 

対象:乳幼児を子育て

中の家族 

参加費：無料 

24 土 10:00 
子ども向け国際理解講座 

世界の紙芝居と遊び 
南児童センター まちねっと大口 

要予約 

参加費 100円 

29 木 10:00 「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 

要予約 

参加費 有料 

24 土 13:30 寄せ植え教室 憩いの四季 娯楽室 ﾍﾙｼｰｴｲｼﾞﾝｸﾞの会 2,500円 

７ 

7 金 13：30 たまちゃんと歌おうとエレクトーン演奏 憩いの四季 娯楽室 ﾍﾙｼｰｴｲｼﾞﾝｸﾞの会 500円 お茶、ｹｰｷ付 

8 土 10:00 
きっず・マーブル 

第 1回「流しそうめんとミニ夏祭り」 

予備日：15日（土） 

子どもと文化の森 

交流広場 
子どもと文化の森 

要予約 5/8 13:00～  

就園児親子  

全 3回 1,000円 

(4才以上/人) 

8 土 10:00 
子ども向け国際理解講座 

世界の紙芝居と遊び 
西児童センター まちねっと大口 

要予約 

参加費 100円 

14 金 10:00 男の料理教室 栄養実習室 
健康クラブ 

“笑顔２１” 
参加費 800円 

17 祝 
8:00～ 

17:00 

プール無料開放日!! 

「プール祭り」 
大口町温水プール 

ウィル大口 

スポーツクラブ 一部ｲﾍﾞﾝﾄは有料 

✾健康クラブ“笑顔２１”  ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ講座 6/9･23 7/28 金曜 9:30～11:30  7/21 金曜 13:30～15:30 

まかせてルーム 実費 

✾クレヨンクラブ 活動日  6/7･14･21･28 7/5･12･19  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 6/26 7/10 月曜 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  6/1･3･6･7･8･10･13･14･15･17･20･21･22･24･27･28･29 

7/1･4･5･6･8･11･12･13･15･18･19･20･22･25･26･27･29 

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、憩いの四季会員 400円) 

のびのび健康体操教室   6/7･14･21 7/5･12･19  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 6/9･24 7/14･29 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 6/5･6･12･13･19･20･26･27 7/3･4･10･11･18･24･25 

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(除草) 6/24 8:00～ 7/22 7:00～ 土曜  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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

田畑の青さが深まり、さわやかな季節。新年度のあわただしさもひと段落し、何か新しい

ことを始めるのに最適な季節ですね。活動センターへ足を運び、情報を集めてみませんか。 

今年度も、活動団体向けスキルアップ講座、一般向け地域デビュー講座を開催します。

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 

〇つなぐ 

協働のまちづくりを推進するため、様々な情報を提供し、活動団体相互の交流と連携の促

進支援を行います。 

・まちづくり協働フォーラム（平成 30 年 1 月予定） 

まちづくりの仲間が 1 年に 1 度、一堂に会し、講演会や交流会を行います。 

〇出会い、ふれあう 

新しい仲間づくりを応援し、団体同士の出会いの場をつくります。 

・夏休みチャレンジ講座（８月 3 日） 

まちづくり団体が講師となり、子どもたちが楽しめるミニ講座を開催します。 

・人材発掘講座 （全 2 回） 

仲間と力を合わせてまちづくり、地域づくりを始めてみたい方の講座を開催します。 

・まちづくり情報誌『おおぐちモード』の発行（偶数月） 

大口町を元気にする NPO の活動や活動センターの情報をお届けします。 

・ボランティア活動の場の提供 

〇ささえる 

皆さんの活動をサポートします。 

・活動団体向けスキルアップ講座（全 2 回） 

ワンランク上のさらに有意義な活動をめざします。 

・活動センター利用者説明会（３月） 

活動センターの上手な活用方法を丁寧にお伝えします。 

一年間よろしくお願いします！！  

 

 

日 時：平成 29 年 7 月 19 日（水） 午前 9 時 30 分～12 時 

場 所：健康文化センター1 階 多目的室 

講 師：岡本 一美氏（特定非営利活動法人地域福祉サポートちた） 

       ～団体活動の活性化と継続について考えます～ 

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.53 

まちづくり情報誌 ２０１7年 6月１日 発行 

平成 29 年度 町民活動センター 事業計画 

6 月 ＆ 7 月   のイベント案内 

活動団体向け講座 ～継続可能な団体運営～ 
 

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


 

 

4 月 22 日（土）、大口町健康文化センター4 階ほほえみホールで、「大口町プロモーショ

ン キックオフイベント」が開催されました。 

「大口町プロモーション戦略・第1期アクションンプラン」の説明の後、

平成 28 年度に行われた「大口町民プロモションワーキング会議」で話し

合った、主体的に取り組む 5 つのプロジェクトについて、住民プロモーシ

ョンチームのメンバーがそれぞれに込めた想いを発表しました。 

１．大口の宝探しプロジェクト 

  住民が、町内の企業や施設、歴史文化資源、飲食店などの魅力や資源を 

  利用したり、知りつくす機会を作ります。 

 ２．大口暮らし自慢（発信）プロジェクト 

     大口町の魅力・情報を発掘・整理し、住民を中心に、伝わる方法を考え発信します。 

３．桜を楽しむプロジェクト 

  「五条川の桜」の魅力を住民が一緒に満喫できる機会を企画します。 

４．大口ファミリープロジェクト 

  大口町のまちを舞台に楽しむイベントや、住民同士がつながり、交流できる機会を企画をします。 

５．企業とまち・人をつなぐプロジェクト 

  大口町の地域資源である企業とまち、人をつなぐ取り組みを、企業と連携して進めます。  

 

交流会では、それぞれのプロジェクトの実現に向けてのアイデアや意見を自由に話し合い、

大口町のシティプロモーション事業の基本方針である「住民発！わがまち自慢型のプロモー

ション」の第一歩を踏み出すきっかけになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

大口町の活動団体の皆さんを講師に迎え、子どもたちが楽しめ、自由研究の題材になりそ

うな内容のミニ講座を開催します。 

子どもたちの楽しい行事になると同時に、大口町の活動団体を知ることができる貴重な機

会にもなります。夏休みの思い出作りに、ぜひご参加下さい♪ 

 日  時  8 月３日（木）10 時～12 時、13 時 30 分～15 時 30 分 

 場  所  健康文化センター、中央公民館 

 対 象 者  小中学生、幼児（講座内容による） 

 参 加 費  実費（講座内容による） 

申込み方法等詳しくは、広報おおぐち 7 月号でお知らせします。 

 

 

開催日：5 月 13 日（土）10 時～ 場所：健康文化センター1 階 多目的室  

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、公開プレゼンテーション

が行われました。今回は、元気なまちづくり事業に「憩いの四季」「昭和のあそびパーク実

行委員会大口支部」の 2 団体がエントリー。5 分という短い時間の中、思いの伝わるプレゼ

ンテーションが行われ、2 事業とも承認されました。     

憩いの四季…迎春かざり 2 点   

 地元の米粉を使った花もちづくりなどの体験教室 

昭和のあそびパーク実行委員会大口支部…キッズ愛ランド in 大口   

 次世代を担う子どもたちへのあそび文化の継承と異世代間の交流 

  

              

障がいのある人もない人も一緒に住めるまち！ 

   平成１７年７月、障がいのあるなしにかかわらず、誰もがいきいき暮らせる 

  まちづくりを目指して設立。障がい者の親が中心となって活動しています。 

  設立当初は親子で楽しむ行事が中心でしたが、12 年を経た今では 

  “キャラバン隊”など障がい理解についても発信しています。 

 

  

 

活動団体プロデュース！ 夏休みチャレンジ講座 

  大口町プロモーション キックオフイベント  

団 体 紹 介 Vol.19  『 Ｓ Ｈ Ｉ Ｐ おおぐち 』 

 

   29 年度上期 元気なまちづくり事業助成公開プレゼンテーション  

各団体 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

大口町 

協働事業 

お子さんの発達に不安をお持ちの親子のための学校です。 

言語聴覚士の先生に来ていただき、大好きな遊びを通して集

団の中でのルールや友だちとのかかわりを学びます。 

少ない人数での成功体験を大切にしています。 

 卒業後は小学生対象の教室（元気なまちづくり事業）に！ 

 

 

 

幼児対象 

見た目ではわかりにくい知的障がいや発達障がいを理解し

てもらうきっかけ作りの体験型の公演です。「みんなちがって

みんないい」をテーマに、毎年５月に大口中学校の１年生を

対象に障がい理解の出張講座をしています。手袋をはめたま

まの折り紙体験など、障がい者と同じ不便さ・不安さを実際

に体験してみることで、想像よりはるかに大変であることを

実感します。 

心のバリアフリーの第一歩！ 

 

 

 

要請があれば出張します！ 

✿パン作り教室 

 年３回・中央公民館調理室にて 

✿体操教室（幼児・小学生） 

 年３回・町民会館会議室にて 

✿和太鼓クラブ【五条桜】 

 毎月第３土曜日 16：00～ 

 町民会館会議室にて 

 

 

パン作り 

大好き！ 

ジェンガであそぼう！ 

健康文化センターにて 
 

 

問 合 せ 

まちねっと大口 

 22-6642 

出張します！お声かけください 

大口町の特産物を 

使ったお菓子を 

紹介しました♪ Ｈ２８．８ 丹葉地区 

特別支援教育夏期研修 

大口中学校にて 
 

 

 


