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✾ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 各イベントの開催日はウィル大口 (95-1313) へお問い合わせください 

健康麻雀  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   

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) 

✾ｸﾚﾖﾝｸﾗﾌﾞ 活動日  4/13･20･27 5/11･18･25 水曜 10:00～ 余野学共 2 階集会室(会員制)見学歓迎 担当 江口 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 4/15 5/30 西児童ｾﾝﾀｰ 月曜 10:30～11:30 １回 500 円  

予約制 090-6087-1872 親はマスク着用、親子とも検温 

✾子どもと文化の森 ちゃいるどすぺーす 要予約 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 

✾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 

✾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 

✾ひまわりの会   ぽっかぽかこども食堂  第 3 土曜 17:00～ カフェＡｎｔ愛北市場内 100 食限定お弁当 

 

 

３月 13日（日）オンライン配信で、「あなたと創る大口（まち）の未来～協働から総働

へ～」総働によるまちづくりの実現に向けてをテーマに、つながり支え合うまちづくりに

ついて考えました。 

第１部では、“総働によるまちづくりの実現に向けて”、大口町の地域の課題を知り、みん

なで協力して解決していくための話し合いの方法を学びました。 

第２部では、実際に、地域の課題を解決するため

に活動されている方を関市武芸川と、美濃加茂市古

井地区からお招きし、事例発表とパネルディスカッ

ションを通して、実践するためのプロセスの中で、

苦労や失敗を含めた詳しい話をうかがうことができ

ました。大口町でも、みんなで話し合い、まちづく

りを進めていくためのヒントをいただきました。 

 

フォーラムの内容は、YouTube配信でご覧いただけま

す。こんな時期だからこそ、たくさんの皆さまにお届け

できることを願っております。ぜひご覧ください！ 

 

YouTubeチャンネル 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCYj3EXrO4wRxP3caJa2gnyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大口町民活動センター利用者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

まからいただいた意見を参考にさせていただき、新年度もよりご活用していただけるセンタ

ーをめざし、設備、サービスの充実を心がけて参ります。また、情報誌モード等で、皆さまの

活動をＰＲしていきますので情報をお寄せください。 

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。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議をより活発でスムーズなものにするために、みんなで進める会議のコツを実践しながら

学びます。もっと楽しく充実した話し合いをすすめるコツを身に付けてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 ＆ ５月    イベント案内 
２０２２年 4月 発行 

丹羽郡大口町伝右一丁目 35 番地 健康文化センター2 階  

月～土 9 時～12 時、13 時～17 時 （祝日、健康文化センター閉館日を除く） 

ホームページ https://machinetoguchi.com E-mail：machinet@heart.ocn.ne.jp 

( 問合せ先 

（０５８７） 

２２－６６４２ 

令和４年度 スキルアップ講座 

「第 14 回大口町まちづくり協働フォーラム」  

● 日 時 ５/15(日) ６/12 (日) ９:30～12:00 

（１日のみの参加も可能です） 

● 場 所 健康文化センター４階 ほほえみホール 

● 定 員 ３０名 

● 参加費 登録団体・まちねっと大口会員 無料 

一般 ５００円（１回） 

会議が変わる！ 

研修 

 

 

みんなが 
分かる 

みんなが 
話せる 

みんなが 
笑顔に 

講師：加藤武志さん 

まち楽房
ら ぼ

有限会社代表取締役 

中京大学現代社会学部講師 ※社会状況等により、開催方法やプログラムは変更になる場合があります。 

ご案内 



 

 

 

✽ 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 

1年に 1度、まちづくりの仲間が一堂に会し、講演会や交流会を行います。 

12月 11 日（日）健康文化センター４階 ほほえみホール 

✽ 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 

活動団体が講師となり、子どもたちが楽しめるミニ講座を開催します。 

８月２日（火）・３日（水）健康文化センター４階 ほほえみホール他 

・スキルアップ講座 

個人のスキルをアップし、団体の活動に役立つ講座を開催します。 

・住民向け講座 

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団体の活動や、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 

✽ 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 

ＳＮＳ講座はご要望があれば随時開催しますので、お問い合わせください。 

・活動センター利用者説明会 

令和５年３月４日（土） 

活動センターの上手な活用方法を丁寧にお伝えします。 

 

 

 

ふれあいまつりは、町内で活動する団体や企業が日頃の活動をＰＲすることで、他の団体

や地域住民、行政と交流し、ふれあえる場づくりを目的として開催しています。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２年間、開催できていませんが、今年度は感染

症対策を徹底したうえで、下記の日程にて開催を予定しています。出展者募集を６月頃に行

います。詳細は広報おおぐち６月号などでご案内しますので、ぜひお申し込みください。 

※募集時期が早くなりますので、ご注意ください。 

🌼 開 催 日 令和４年 11月５日（土）・６日（日） 

🌼 問合せ先 NPO法人まちねっと大口 TEL22-6642  

 

 

 

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、ＮＰＯ法人まちねっと大口へご相談ください。 

✽ 申請受付期間 ４月４日（月）〜 ５月 20 日（金） 

✽ プレゼンテーション ６月頃  

※詳細は広報おおぐち４月号をご覧ください。 

 

 

 

 

✿ 高齢者、障がいのある方とそのご家族の相談にのっています 

高齢者及び障がい者・児とその家族を支援する拠点として

平成 18年に設置されました。障がいのある方を対象としてい

るところが大口町の特徴で、障がいのある方が高齢になった

時や、高齢になって障がいになった時にも、同じように続け

て支援が受けられます。 

✿ どんなことでも、気軽に、早めに、相談してください 

介護や健康のことに限らず、どんなことでも相談して下さい。何が必要か判断して、必要

なところにつなぎます。秘密は守ります。介護が必要になる前に、「ちょっと心配なことが 

出てきたかな」というくらいの時に相談してもらえると、対

策ができて、要介護にならずにすむこともあります。 

です。 

また、介護をする立場の方も自分を大切にしてください。

それが介護を受ける方を大切にすることにもなります。特

に、介護のために仕事を辞めることを考えたときは、辞める

前にご相談ください。離職をしないですむ方法がないか一緒

に考えましょう。 

✿ 出前講座もしています 

地域に出向いて介護予防などの出前講座も行っていますの

でご活用ください。住民の方から信頼してもらい「話してよ

かった」と言ってもらえると一番うれしいです。高齢になっ

ても、障がいがあっても、誰もがいつまでも心身ともに健康

で安心して暮らせるようにしていきたいです。 

 

団体紹介 Vol.46 『 大口町地域包括支援センター 』 

令和４年度 町民活動センター 事業計画     令和４年度第２次 元気なまちづくり事業助成のプレゼンテーション 

大口町地域包括支援センター （大口町委託事業） 

住 所  大口町下小口七丁目 21番地 

（社会福祉法人おおぐち福祉会敷地内・大口中学校東） 

電 話  0587-94-2227 

営業時間 月～金曜日 8:30～17:15 

     土曜日   8:30～12:30 

定休日  土曜日の午後、日、祝日および年末年始  

ご案内 

ふれあいまつり２０２２ ご案内 


