8月 ＆ 9月
月

日 曜日

時間

容

場

所

主

催

3

木

10:00～
夏休みチャレンジ講座
13:30～

5

土

14:00～ プログラミング教室

6

日

9:00

第 15 回五条川自然塾

大口町コミュニティ
ワークセンター周辺

わくわくおおぐ
ち 21

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1 階
ロビー

健康クラブ
“笑顔 21”

19
20

土 16:00～ 第 42 回夏のふれあい
フェスティバル
日 22:00

大口町民会館
第 1 駐車場

大口町商工会

24

木

13:00

25

金

13:00

子どもと文化の森

26

土

チャレンジお仕事！
in もりもりタウン 2017

12:00

大口町民会館
1 階会議室
２階ホール

26

土

15:00

親子で一緒に楽しもう！
「夏の体験会」

大口町八釼社グラウンド

ボーイスカウト
大口第 1 団

9

土

大口町民会館
第 1 駐車場

やろ舞いプロジ
ェクト

15

金

健康文化センター1 階
ロビー

健康クラブ
“笑顔 21”

大口町屋内運動場

ウィル大口
スポーツクラブ

8

9

内

16

土

16

土

２７

水

11:00～ 第 16 回やろ舞い大祭

9:30

9:30

ハッピースマッピー健康教室
「ポールウォーキング」
ウィルリンピック

9:30～
ふれあいまつり説明会
10:00～
10:00

ボイトレカフェ

まちづくり情報誌

のイベント案内
まちねっと大口

実費・要申込

中央公民館研修室

ウィル大口
スポーツクラブ

要申込 参加費 2,000 円
対象 小３～中３ １５名
要申込

子どもと文化の森

町民活動センターで９月から始まる住民向け講座は、地域の財産であるみなさんが、これま
での経験を活かし、地域で元気に活躍していただくきっかけづくりとなるよう実施します。ま
た町内ではこの夏も、住民団体が主催するチャレンジ講座、やろ舞い大祭、もりもりタウンな
ど、いろいろなイベントを予定しています。裏面のイベント情報を見てぜひご来場ください!!

「体と心」の健康を考える

〜生きがいがある人は長生きできる？～

住み慣れたこのまちで、長く幸せに暮らしていくために、楽しみながら“健康

参加費・予約なし
小学生低学年以下児童と保護者

増進”しませんか。あなたが健康でいることが、周りの幸せにもつながります。
“健康レシピ”の紹介と夏野菜の漬物の試食もあります。

要申込
会員無料
非会員 300 円
対象 小 1～小 6 80 名

参加費 一般 2,000 円
対象：大人（妊婦は不可）

✾健康クラブ“笑顔２１”
ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ講座 8/25 9/8･22 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 8/9･23･30 9/6･13･20･27 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 8/5 土曜 9/11 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 8/1･2･3･5･8･9･10･12･22･23･24･26･29･30･31
9/2･5･6･7･9･12･13･14･16･19･20･21･23･26･27･28･30
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
9/6･13･20 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 400 円)
うたごえ喫茶 8/18･26 9/8･23 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 8/1･7･8･14･15･21･22 9/4･5･11･12･19･25･26
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) 8/26 7:00～ 9/23 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

平成 29 年

９月５日(火)

／ 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

10 時～11 時 30 分

場所：健康文化センター1 階多目的室
講師：宮道

末利子さん（株式会社よろず相談所

代表取締役）

主任ケアマネジャーとして介護保険業に携わりながら、市民活動コミュネット江南事務局、
江南市地域のＳＯＳネットワーク代表などの活動を行っている。
また、スイミングで水泳指導、太極拳サークルなど地域の仲間との活動も楽しんでいる。

募集人数
プログラム

30 名（先着順）

募集対象

概ね 60 才以上の方

「体と心」の健康を考える
１

２

講座：「体と心」の健康を考える
講師：宮道
・体の健康と心の健康
・幸せ（幸福度）が健康につながる？
・生きがいがある人は長生き？
幸せ健康レシピ

●次回講座は１０月頃●
発行：特定非営利活動法人まちねっと大口

Vol.54

事前に登録した
小学生～１８才
500 円（初回のみ）

健康文化センター4 階
ふれあい 2
子どもと文化の森
交流広場

おおぐちモード

要項

健康文化センター4 階

２０１7 年 8 月１日 発行

末利子さん

講師：脱メタボおじさまの会

※詳しくはおおぐちモード１０月号をご覧ください

～何 か始 めてみませんか〜

私の地域デビュー体験談（予定）

■■ 問合せ・申込先 NPO 法人まちねっと大口 TEL＆FAX ２２-６６４２ ■■

活動団体代表者交流会

愛知県内支援センター情報交換会

開催日：6 月 7 日（水）10 時～ 健康文化センター1 階 多目的室
参加者：19 団体 23 名
大口町で活動する団体の代表者の方にお集まりいただき、これまでの
成果や、活動を続けていく上での悩みなど、日ごろから感じていること
について情報交換をしました。
事前に実施したアンケート結果をもとに、代表や役員の交代、メンバーの高齢化、新しい
会員の募集などの『人財』や、活動を続けるための『資金』について意見交換しました。
お茶を飲み、リラックスした雰囲気の中、
ご参加ありがとう
ございました
様々な分野の団体の皆さんが交流を深めました。

6 月 1 日（木）名古屋市市民活動推進センターにて、県内支援センターのスタッフや関係
者が集まり、情報交換会が行われました。NPO 法人まちねっと大口と他 NPO 法人 2 団体と
の合同開催となった本会は、「地域の支援センターの役どころ」と題し、刻々と変化してい
く社会テーマが沸き上がっている中で、センターが「何を求められているのか」、「何を、
どのように」支援していくのかを活発に話し合いました。
情報交換会テーマ
①市民公益活動、担い手の多様化 ②メンバーの高齢化、活動や組織
27 地域
の継承 ③プロボノ ④補助金 ⑤アウトリーチ ⑥地縁組織と NPO
６１名参加
⑦協働の今 ⑧センターの人材育成

今後の活動の充実につなげていただければと思います。

団体紹介
』

中学生職場体験

Vol.20

『昭和のあそびパーク実行委員会大口支部』

昭和のあそびで世代交流

６月２２日（木）町民活動センターに３名の大口中学校２年生が職場体験に来てくれました。
「おおぐちモード」の記者になって、ほかの場所で体験している仲間の取材をしてもらいました。

平成 25 年、犬山市下本町のまちかどボランティアセンターの
代表をしていた酒井裕孝さん（現事務局長）が明治村で昭和のあ
そびを提供するボランティアの活動を見て、「これだ！」と直感。

歴史民俗資料館

※今日はどんな仕事をしていますか？
本を棚に戻す作業、特集コーナーの作成、
カウンターで本の貸し出しや返却です。

城下町犬山の子どものあそび場や居場所づくり、地域の活

※仕事をしてみて感じたことは何ですか？
カウンターの仕事が楽しかった。
特集コーナーの折り紙を作る事ができてよかった。
挨拶をきちんとすることが難しかった。

のほか、子ども会、地域イベントへの出前講座もしていま

げました。月 2 回、犬山どんでん館前ひろばでの定期開催
す。平成 28 年 4 月には大口支部が結成されましたので、
気軽に声をかけてくださいね！

※仕事をしてみて感じたことは何ですか？
資料を整理して箱に詰める作業が大変だった。
資料の整理が大変で疲れた。

６月４日、大口町にて開催！大盛況！
（大口町元気なまちづくり事業）

≪職員さんの声≫
とてもよく頑張ってくれました。
中学生の方と仲良くなれてうれしく思いました。

当日は晴天に恵まれ、約７５０人の親子の
みなさんにご来場いただきました。中でも水
鉄砲とペットボトルで作ったドローンは大人
気！新作の手裏剣、玉入れ、魚釣りゲームも
にぎわいました。世代を超えて昔なつかしい
あそびを楽しんでいただきました。

図書館

※初めて知ったこと、興味を持ったことは何ですか？
意外と大変！
思っていたより大変な仕事だと思った。
≪職員さんの声≫
大口町にも色々な歴史を持つものがあります。

活動者の声

それを保存し、残すための仕事を知ってもらいました。

・親世代は誰もが経験したことのある遊びです。親子一緒に楽しんで
時間を共有してほしい（会長・井上康二さん）
・子どもができないことに挑戦して、できた時のうれしい顔を見ると

【取材してくれたみなさん】

水江雅弥君

4/2（日）大和屋工場祭
8/3（木）夏休みチャレンジ講座
8/22（火）西児童センター
8/24（木）北児童センター
8/25（金）南児童センター
10/22（日）ケーエイチケー
11/4・５（土日）ふれあいまつり

※初めて知ったこと、興味を持ったことは何ですか？
本の分類の場所がたくさんあることを知った。

※今日はどんな仕事をしていますか？
展示物・資料の片付け整理、掃除です。

インタビュー係

平成 29 年度活動（町内）

性化のため、「昭和のあそびパーク実行委員会」を立ち上

写真係

記録係

インタビューをしたり、レ
写真を撮ることと、情報紙
インタビューされた人は少
イアウトを考えたりして、
を作ることの難しさを知り
し答えにくいのかなと感じ
とても楽しかったです。
勉強になりました。
ました。
水野晴斗君
佐藤風花さん

こちらもうれしくなります（大口支部長・宮島徳人さん）
・家族みんなで楽しんでいるところを見るのがうれしいです。自分も
普段の忙しさから離れてリフレッシュしています（奥村康祐さん）

