４月 ＆ 5 月
月

４

５

日 曜日 時間

内 容

場 所

3/29(金)～ 18:00～
おおぐち光燈路
4/7(日) 21:00

まちづくり情報誌

のイベント案内
主

催

備 考

堀尾跡公園

チームＧＯＧＯ大口

雨天中止
小雨決行

29

祝

10:00～
れんげまつり
12:00

大口町役場東側
田んぼ周辺

大口町

12

日

9:30～ 第 5 回「斎藤公子のリズム遊
13:30～ び」で楽しく遊ぼう学ぼう会

大口町民会館

ホップ・ステップ・ジ
ャンプくん

18

土

10:00～ 世界の紙芝居と遊び
11:30
（おやつ付き）

北児童センター

まちねっと大口

19

日

14:00～ 「サックス＆
15:00
打楽器Ｄｕｏコンサート」

健康文化センター4Ｆ
ほほえみホール

子どもと文化の森

午前・午後
各 1,500 円
(要予約)
１００円
小学生(要予約)

Vol.64
大口町民活動センターは、オープンしてから９年目を迎えました。新年度もより皆さまに
ご活用して頂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。
今年度も、団体向け、住民向け講座を企画しておりますので、ぜひご参加ください。
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。

2,500 円
前売り有り
4 才以上有料

✾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)
健康麻雀（行政区）
河北区 金曜（月 3 回） 13:00～15:00
秋田区 火曜（月 3 回） 13:30～15:30
のびのび健康体操教室
第 2･3･4 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 5/12(日)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 4/10･17･24 5/8･15･29 水曜 10:00～ 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 4/22 5/27 月曜 10:30～11:30 西児童ｾﾝﾀｰ１回 500 円 予約制 96-0481
✾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

講演会「地域の資源が循環するまちづくり」
～

２０１９年 4 月１日 発行

ＮＰＯ法人まちねっと大口法人設立５周年記念講演会 ～

今あるまちの『ひと』や『もの』を活用しながら、
課題を解決していく「資源循環型のまちづくり」を、

2019 年度

町民活動センター

事業計画

✽ 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（2020 年１月 25 日予定）
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。
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６日（火）健康文化センター４階 ほほえみホール他
・住民向け講座 （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。

第１回「６５歳の同窓会」
（７月予定）
健康文化センター４階 ほほえみホール
・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

関市のまちづくりの事例から学びます。

皆さんの活動をサポートします。

日 時

５月 12 日（日）

場 所

健康文化センター４階 ほほえみホール

13:30～15:00

発行：特定非営利活動法人まちねっと大口

講師：北村

隆幸氏

せき・まちづくり NPO ぶうめらん代表
関市市民活動センター 事務局長

／ 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://machinetoguchi.com (4 月より変更になりました)
E-mail：machinet@heart.ocn.ne.jp

・活動団体向けスキルアップ講座（全２回）
第１回「活動団体向け交流会」
６月 25 日（火）10:00〜11:30

健康文化センター４階

ほほえみホール

第２回
10 月２日（水）13:30〜 健康文化センター１階 多目的室
・活動センター利用者説明会
2020 年３月７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。

2019 年度

第２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

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、役場地域協働課へご相談ください。

平成 31 年４月１日より、町内で公益性のある様々な活動を行う団体の皆さんに安心して活
動していただくため「大口町団体活動総合補償制度」を新設します。
町内に活動拠点を置く団体が行う公共的・公益的な住民活動が補償の対象となります。対
象となる活動や補償内容などの詳細は、役場地域協働課までお問い合わせください。
電話：（0587）95-1691
Mail：chiiki@town.oguchi.lg.jp

リトルベアーズ
チームＧＯＧＯ大口

団

体

紹

介

…
…

ママたちの自分の時間作り
おおぐち松江“繋 ”燈路

Vol.30

『 災害救援ボランティア 』

平成 12 年の東海豪雨をきっかけに、「大口町でも有事の際の災害ボランティア団
体を」という声が高まり、平成 13 年４月に社会福祉協議会の所属団体として設立。
現在は議員、区長ＯＢ、主婦が中心となって構成され、メンバ
ーは 25 名（男性９名、女性 16 名）。60 代から 80 代が活躍し
ています。

第 11 回まちづくり協働フォーラムについて

主な活動内容

1 月 26 日（土）健康文化センター4 階ほほえみホールにて約 70

・定例会（毎月第３土曜日）
・町内防災訓練にて出前講座
・ふれあいまつりにてブース出展
・各種研修・訓練に参加

名にご参加いただきました。「あなたと創る大口（まち）の未来
～連携 これからの可能性〜」と題し、「連携」をテーマとした
第 3 弾として、第 1 部は団体による事例発表、第 2 部はえんたく
ん会議、第 3 部では、コーディネーター地域問題研究所 加藤栄
司氏のミニ講座、まとめという構成で開催しました。
●事例発表●
2 市 3 町広域行政研究会協働部会
大口町中地域自治組織
NPO 法人ウィル大口スポーツクラブ
「文化を通して、地域の絆を深める」 「スポーツの枠を超えてひろがるまちづくり」 「広域連携から生まれた協働の広がり」
大口町地域協働課 主査
田中良明さん
歴史と民俗研究会 部会長 工藤和憲さん
事業企画室 教室事業部長 瓜尾公志さん
NPO 法人まちねっと大口 事務局 大森温子
事業企画室
前田晋吾さん

広域行政研究会の中の協働部会
において、2 市 3 町(小牧市、岩
倉市、豊山町、扶桑町、大口町)
でのまちづくりに向けて共催事
業を検討。第 1 回の「出会い」か
ら回を重ねるごとに広がった、地
域の枠を超えた協働の取り組み
が紹介されました。
加藤栄司氏

えんたくん会議

２月 23（土）中央公民館２階Ｃ会議室にて、大口町内で活動する住民団体による元気なま

承認事業

「大口町団体活動総合補償制度」について

地域総合型スポーツクラブの枠
を超え、老人福祉施設や地域での
シニア向けの身近な居場所づく
りをサポート。また、地域企業と、
従業員の体力増進や子ども向け
スポーツイベントでのコラボ、若
い世代のアイディアも取り入れ
た事業展開を発表しました。

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

ちづくり事業助成等の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「リトルベアーズ」「チームＧＯＧ
Ｏ大口」の２団体がエントリー。５分という短い時間の中、想いの伝わ
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。

１． 申請受付期間 ４月８日（月）〜 ５月 24 日（金）
２． 公開プレゼンテーション
日 時：６月予定
※詳細は広報おおぐち４月号をご覧ください。

なかちいきさんぽ（地域イベン
ト）の参加品として、山姥物語
（大口町の民話）と地域の洋菓
子店とのコラボで山姫（やまん
ば）五穀サブレを考案するなど、
故郷への愛着、地産地消と地域
の活性化を通しての繋がりづく
りを行っています。

2019 年度

参加者は、グループごとにえんたくん会議にて、
事例や、協働・連携についての意見交換を行い、加藤氏の
ミニ講座では「新たな価値を生む協働」をめざし、地域課
題をとらえる“三つの目”を持って活動に取り組むよう、
エールが送られました。

レスキューストックヤードの
「うるうるパック」作りに協力！
ＮＰＯ法人レスキューストックヤードが被災者宅
を訪れる際にお見舞い品として持参する「うるう
るパック」は、企業・団体からの寄付による各種
生活物資をセットにして作成しています。このセ
ットを作成・発送する作業を町内倉庫にて協力。
Ｈ28 年に同団体より感謝状を受け取りました。

●町内小学校の防災実践教室で出前講座
社協が町内小学校にて主催する年１回の防災実践教室。
新聞紙のスリッパ作りや三角巾の包帯作り、レジ袋の三

角巾作り、ロープワークなどいざという時に役立つ応急
措置を体験。楽しく参加でき、子どもたちに大好評です。
●災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
被災地支援に欠かせないボランティア。全国から集まる
ボランティアが効率的に活動できるよう、受付・調整す
るのが災害ボランティアセンターです。災害救援ボラン
ティアは、この災害ボランティアセンターの立ち上げ訓
練を随時行い、いつ災害が起こっても対処できるよう備

Ｈ30 年度
西小学校にて防災実践教室

えています。
●ふれあいまつりにて炊き出し訓練
大勢の来場者を被災者と想定し、炊き出
し訓練を兼ねて避難場所である中央公
民館駐車場で温かい非常食（ラップのお
にぎり）を提供します。

問合せ先：
大口町社会福祉協議会
ボランティアセンター
94-0060

