２月 ＆ ３月
月

日 曜日

開始時間

2(土)･3(日)
10:00

内

まちづくり情報誌

のイベント案内

容

場

所

主

催

憩いの四季まつり＆図書館まつり

中央公民館
大口町立図書館

NPO 法人憩いの四季
大口町立図書館

17

日

14:00

第 11 回『大口笑おう会』
雷門幸福(落語)・旭堂鱗林(講談)
子ども落語家・講談師（小学生以上）

子どもと文化の森
交流広場

子どもと文化の森

21

木

13:30

認知症研修会

余野学共 2F

大口町中地域
自治組織

２

要

1,500 円
(４才以上)
無 料

26

火

11:00

９

土

9:30

みんなで考える！地域防災・減災

健康文化センター1F
多目的室

まちねっと大口

無 料

10

日

8:10

桜並木健康ジョギング

総合運動場

大口町教育委員会

要予約

映画「人生フルーツ」
（91 分）
託児あり（有料、要申込み）
②上映終了後、監督のミニトーク

健康文化センター4F
ほほえみホール

子どもと文化の森

参加者
800 円

第 11 回「観桜会」

味岡市民センター講堂

ｳﾞｫｰｶﾙ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
櫻組

無

3
23

土

①10:00
②13:30

24

日

16:30

Vol.63

項

マーブルクラブ第４回
子どもと文化の森
ふたりクジララ
交流広場
「おうちうたコンサート」（未就園児親子）

子どもと文化の森

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。新年度も皆さまに気持
ちよくご利用頂けるよう、丁寧な対応を心がけてまいります。
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。

大人 1,000 円
子ども 500 円
(４才以上)

● 日

時

３月２日（土）10:00～11:30

● 場

所

健康文化センター1F 多目的室

✿ スタッフ対応時間と開館日
時
町民活動センター
スタッフ
対応時間
健康文化センター
✿

間

休

9:00～12:00 13:00～17:00 （月曜～土曜）（祝日除く）
※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、鍵の受領及び返却をお願いします。
9:00～21:00 （月曜～日曜）

館

健康文化
センター
休館日
(年末年始)

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）♪備品利用（ラミネート・裁断機等）
♪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
♪用紙販売

・ワードやエクセルができない

そんな、イライラしたお悩みで時間を無駄にしていませんか？
まちねっと大口では、そんなあなたのご相談を承っています。お気軽にご相談ください。

♪備品貸出
✿

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@heart.ocn.ne.jp

利用案内

来年度の利用説明と登録・更新手続きを行います。まだセンターに登録して
いない団体の皆さんも、この機会にぜひ登録をご検討ください。

報告書や総会資料等作成の時期が近づいてきました。

／ 大口町

町民活動センター

利用説明会ご案内

お困 り事 は あり ませんか ?

発行：特定非営利活動法人まちねっと大口

2019 年度

0

料

✾ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 健康麻雀 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
第 1･2･3 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 第 2 金曜 10:30～11:30 第 4 土曜 14:00～15:00
参加費 500 円(お茶、お菓子付き）
✾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
✾大口猫の会
猫の譲渡会 第４日曜 13:00～16:00 余野 3 丁目 212-1 OLIVEBALLETCLASS 入場無料･予約不要
✾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
✾クレヨンクラブ 活動日 2/6･13･20･27 3/6･13･20(30 年度入会説明会) 水曜 10:00～
3/16(お別れ会) 土曜
余野学共 1 階保育室(会員制)見学歓迎 担当 江口
ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 2/18 3/11 月曜 10:30～11:30 西児童ｾﾝﾀｰ１回 500 円 予約制 96-0481
✾Ｇｅｎｋｉ森もり
育樹会(育樹・剪定) 2/23 3/23 9:00～ 土曜 尾張広域緑道 参加費無料
✾健康ｸﾗﾌﾞ“笑顔２１”ﾊｯﾋﾟｰｽﾏｯﾋﾟｰ健康教室「ﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ」 第 3 金曜 9:30～ 健康文化ｾﾝﾀｰ 1F ﾛﾋﾞｰ
✾子どもと文化の森
ちゃいるどすぺーす 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
✾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

・グラフが作れない ・写真を取り込めない

２０１９年２月１日 発行

♪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

１口

ます。2019 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。

2019 年度

地域デビュー講座「６５才の同窓会」PartⅢ

第１次元気なまちづくり事業助成等の公開プレゼンテーション

住民団体（地域自治組織、地縁団体、大口町ＮＰＯ団体、大口町まちづく
り団体）が行う公益性のあるまちづくり事業、公益性のある事業を推進する
ために必要な施設等の整備および改修に対する助成金を申請する団体の「公
開プレゼンテーション」を行います。皆さま、ぜひお越しください。
公開プレゼンテーション
✿２月 23 日（土）10:00～

第４回

中央公民館

Ｃ会議室

12 月８日（土）、65 才の同窓会に参加された方をお誘いし、お茶を飲みながら、情報交換
をし、この講座の感想、今後の事業へのご意見などをうかがいました。
参加者は６名という小人数でしたが、和やかな雰囲気
の中、今実行していることや、今後やってみたいこと、ま
たこの仲間が中心となって同年代で情報交換できる場を持
ちたいとのご意見をいただきました。

２市３町ふれあい協働フォーラム

次回の情報交換会に、ぜひお越しください！

団

体

紹

介

『 クレヨンクラブ 』

Vol.2９

子育て中のママたちの居場所作り
平成９年、児童センターがまだなく、町内に未就
12 月 16 日（日）、あいち航空ミュージアム（豊山町）にて、
前回に引続き、コーディネーターに加藤武志氏を迎え、
『第４
回２市３町ふれあい協働フォーラム』を開催しました。
第４回となる今回は、前回具体的な企画の実現を考え
たことを受け、「広めよう!深めよう!協働!!」と題し、
課題解決の提案をすると共に、さらに積極的に動き出す
ための方法を考える場として開催されました。参加者は
大口町・扶桑町・豊山町・岩倉市・小牧市より約 120 名。
大口町からは 12 団体 25 名のご参加をいただきました。

加藤武志氏
まち楽房（有）代表取締役
中京大学現代社会学部講師

第 1 部では、前回の「かなえるグループ」から発足した、
「２
市３町防災ひろめ隊」による活動発表が行われ、自主連絡会議
の開催や、防災の語り部の育成、他市町の防災訓練への参加、
また、活動をＰＲするホームページの作成など、具体的な活動事例が紹介されました。発表
の終わりには、
「計画するだけであれば、やらないほうが良い。」という言葉で締めくくられ、
今後も２市３町の防災活動を、行政主体ではなく住民主体で進めていく決意を示されました。
第２部の意見交換会では、「はじめる」10 グループでこんな事
ができたらいいね、
「かなえる」８グループで具体的な課題解決の
企画を話し合いました。今回は「かなえる」グループ希望者が前
回の４グループから２倍に増え、４回目を迎え、広域での協働の
輪が広がっていることを感じました。
共有タイムでは、それぞれ話し合った内容が、わかりやすく発表され、
次回のフォーラムで実行した内容を事例発表したいというグループもあり、
節目となる第５回に向け、とても期待が持てるフォーラムとなりました。
※『第５回２市３町ふれあい協働フォーラム』は、扶桑町にて開催予定です。

園児が安全に遊ぶことができる場所がなかったため、
子育て中の母子の居場所作りをと、保育士経験のあ
るスタッフ３人で立ち上げました。ママたちが、色々
なことを学んだり、悩みを相談しあったり、たまに
は子どもから離れリフレッシュしたり…。
子育てに奮闘するママたちが孤立せず、子どもの
いい面を見ながら笑顔で接することができるよう、
毎週の活動を通して応援しています！

『大運動会』
毎年 11 月に大口
中学校体育館で開催。

主な活動
◇毎週水曜日 10 時～余野学共にて
手遊び、リズム遊び、体操、読みきかせなど
◇季節ごとのお楽しみ会
遠足、七夕会、プール遊び、運動会、
クリスマス会など
◇ママのための講座（託児あり）
リース作り、スイーツデコなど
子どもたちは、「みんなであなたのことを
見ているよ」と伝え続けることによって、
愛されているという自己肯定感が持て、生
きる力を与えられていきます。
子育てはみんなですることが大事。卒業ま
で同じメンバーで活動する中で、最後はみ
んな「仲間」です。お別れ会はダンスや寸
劇など楽しい出し物で文化祭のよう。
子育て中のパパ、ママ、ぜひ仲間になりま
せんか？
問合せ

090－6087－1872（江口）

卒園生がスタッフと
してお手伝いして
くれたり、おじいちゃん、おばあちゃん
と３世代で参加してくれたり、総勢 100
人ほどで盛り上がります。ダンスやパン
くい競争、新聞紙で作るシャワーなど、
手作りをモットーとしたふれあい遊びで
創造力や自分で考える力を育てます。

「ベビーマッサージ」で親子のふれあいを！
西児童センターにて月１回（裏面予定表参照）
お電話にてご連絡ください（問合せ下記）

2019 年度入会説明会

代表
江口かおりさん

３/20（水）余野学共にて
ＡＭ10～11：30
持ち物：水筒
対象：歩ける未就園児
気軽にお電話ください！

