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夏休みチャレンジ講座

健康文化センター
ほか

まちねっと大口
/大口町

実費・要申込

8:30

夏の短期水泳教室

大口町温水プール

ウィル大口
スポーツクラブ

要申込（年少～小 6）
参加費 6,000 円

9:30
10:00

ふれあいまつり 2022
説明会

健康文化センター

まちねっと大口
/大口町

ふれあいまつり出展者
・ステージ出演者

✾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 8/3･17･24･31 9/7･21･28 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 8/13 土曜 9/12 月曜 10:30～11:30 西児童ｾﾝﾀｰ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
ぽっかぽか子ども食堂 第 3 土曜 17:30～ カフェＡｎｔ愛北市場内 100 食限定お弁当

夏本番となり、青空がまぶしい季節となりました。
町民活動センターでは、大口町の団体活動にふれ、夏休みの楽しい思い出にしていただけ
るような子ども向けの「夏休みチャレンジ講座」を、また、８月から月１回程度、大人の方向
けに健康や生きがい、趣味を極められる「極める大人のチャレンジ講座」を開催します。ぜ
ひ、ご参加いただき、さまざまな講座にチャレンジしてみてください！

極める大人のチャレンジ講座

0

８月から「極める大人シリーズ」として講座を開催します！
健康や生きがい、趣味を極め、充実したこれからを過ごすきっか
けとして、さまざまな講座にチャレンジしてみませんか？
【問合せ＆申込み】大口町民活動センターへ（各講座先着順）

地域協働課に職場体験にきた中学生が、町民活動センターのお手伝いにも来てくれました！
６月７日

・子ども会で配るお菓子の仕分け

２０２２年８月 発行

８月 21 日(日)

９月 15 日(木)

人生 100 年時代のお口のはなし

・コミュニティーバスのデコレーション

・大口町プロモーションで配布しているシールの準備

講師

丹羽歯科 歯科医師

丹羽慶嗣さん

場所

健康文化センター１階 多目的室

歩き方講座～ポールウォーキング～
講師

ポールウォーキング自主グループ

場所

健康文化センター１階 多目的室

９月 26 日(月)
６月８日

10 月８日(土)

姿勢講座

堀尾吉晴公の戦場をめぐる

～健康は姿勢を知ることから～

～堀尾吉晴のいくさの軌跡～

・北地域自治組織主催、北小学校自転車教室手伝い

講師

水野裕子さん

場所 健康文化センター５階 スタジオ

講師

おおぐち歴史愛好会

奥出光男さん

場所 健康文化センター１階 多目的室

12 月９日(金)
人生 100 年時代の終活
～相続と遺言のはなし～
講師
お手伝いありがとうございました！活動センターに、また遊びに来てくださいね。

場所

健康文化センター１階 多目的室

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

（０５８７）
２２－６６４２

ダンス講座
講師
柴垣美咲さん

吉田美穂さん

場所

健康文化センター１階 多目的室

令和５年２月ごろ

令和５年３月ごろ

ボディメイク①

ボディメイク➁

体を整える

肉体を鍛える

令和５年１月ごろ
( 問合せ先

講師

講師

世界整膚連盟整膚博士
江口みさきさん

講師

プロボクサー
赤塚翔さん

会議が変わる！「対話の場づくり」研修
５月 15 日(日)、６月 12 日（日）に、まち楽房有限会社代表取締役の加藤武志さんを講師に迎え、あ
なたも「場リスタ（場づくりマスター）」に！会議が変わる！「対話の場づくり」研修を開催しました。
■第 1 回『場づくりのコツ』
前半は、ときほぐし（アイスブレイク）と会場レイアウト。参
加者同士の顔が見える円座のかたちではじまり、名札をつ
くったり、ペアになって話したり、場を和ませるときほぐしの
仕方を実践しました。会場レイアウトでは、講義型や扇型、島
型などを簡単に体験し、レイアウトをちょっと工夫するだけ
で、会場の雰囲気が変わることを実感しました。
後半は、グループに分かれて「会議の中の困ったちゃん」をテーマに、自分が参加者のとき、
進行・運営をするとき、それぞれの困りごとを話し合い、発表と共有を行いました。
■第２回『場づくりのワザ』
前半は、第１回の振り返りとグループワークで出てきた
「会議の中の困ったちゃん」への対処方法として、会議の組
み立て方や運営のポイントなど、ちょっとしたワザをレクチ
ャーしていただきました。
休憩をはさんで後半は、HUG(避難所運営)ゲームを通し

募集

ふれあいまつり 2022 ボランティア

ふれあいまつり当日、会場準備や会場美化・消毒、会場内巡回などにご協力
いただけるボランティア（中学生以上）を募集しています。
❖日
時
11 月５日（土）、６日(日) ９時～13 時 30 分
❖場
所
ふれあいまつり 2022 会場とその周辺
❖ 申込方法
９月 17 日(土)までに、ふれあいまつり事務局(まちねっと大口)まで

団

体

紹 介

が伺えました。今回のように、会議も楽しく進めていきたいですね❢

住友理工助成金「伝えるコツ講座＆事前説明会」
６月 28 日(火)に、第 13 回 住友理工 夢・街・人づくり助
成金 in 北尾張「伝えるコツ講座＆事前説明会」を開催し、助
成金設立の思いや目的、募集内容、申請のポイントについて
説明を行いました。
伝えるコツ講座では、まち楽房有限会社代表取締役の加藤武志
さんを講師に迎え、助成金のプレゼンテーションでの伝え方を
メインに、伝えたいことを相手に届けるコツをお話いただきま
した。普段の生活でも活用できることが多く、とても勉強になっ
た、今後活かしていきたいとの感想が多く聞かれました。
ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました❢

『 大口ワイルズ 』

✿ 少年野球のクラブチーム『 大口ワイルズ 』
2010 年に各地の野球教室から有志が集まって発足しま
した。今もいろいろな地域の子が参加しています。監督は
長く野球をしてきた経験者で、子どもたちに野球を通し
て社会の役に立つ人になるための何かを身につけてほし
いと思って指導をしています。
✿ チームのスローガンは
「この一球に全力を出す！」
「この一球」だけでなく、「今この時」をおろそかにしないで、集
中して全力を出すことをいつも意識しています。朝から夕方まで練
習しているので、用事がある日は都合のいい時間だけ参加してもい
いことにしています。専任コーチがいて、保護者はそれぞれができ
る範囲で、持ちつ持たれつの気持ちでチームを支えています。

て、ファシリテーターやファシリテーショングラフィック、
タイムキーパーなど、会議でのさまざまな役割に挑戦しまし
た。最後に、今回学んだことを活かし、今後取り組みたいこ
とや気を付けたいことなどを宣言し、終了しました。
研修の場はとても雰囲気がよく、アンケートからも楽しんで参加いただいた様子

Vol.４８

✿ コミュニケーションを大切にしています
子どもたちは「野球ノート」にその日の練習や試合をふりかえっ
て書き、監督やコーチがコメントを返しています。ふりかえりを
大切に、頭も使おう、という気持ちで始めましたが、子どもたちの
素直な気持ちも分かって、とても良いです。チーム内
でもコミュニケーションを大切にしています。
✿ 声援、歓声、ポジティブ思考!!!!
指導者は「罵声、怒声、ネガティブ思考なし」、「声援、歓声、
ポジティブ思考！」を心がけています。今のメンバーは 12 人。
野球がしたい子はぜひ大口ワイルズへ！一緒に野球を楽しみましょう！
メンバー募集中！
練習場所
活動日時
メンバー
連絡先
メール

（指導者も募集中）

白山ふれあい広場（カネスエ大口店東隣）ほか
まずは体験に
土曜日・第２・第４日曜 9 時～16 時
来てね！
幼児 ～ 小学６年生
嶽（だけ） 090-3454-2787
oguchiwilds2010@gmail.com＊バット･グローブの貸出もできます

