
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 要項 
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5 日 9:00 第 17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 
要申込 

5 日 
9:30～ 

13:00～ 
読書感想文教室 中央公民館Ｃ会議室 

ｳｨﾙ大口 

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

要申込 参加費 1,500 円 

対象 小 1～小 6 30名 

7 火 
10:00～ 

13:30～ 
夏休みチャレンジ講座 健康文化センター4 階 

まちねっと 

大口 
実費・要申込 

23 木 13:00 
こども・仲間・つくるまち 

「もりもりタウン 2018」 

大口町民会館 

1 階会議室 

２階ホール 

子どもと 

文化の森 

事前に登録した 

小学生～１８才 

500円 

24 金 13:00 

25 土 12:00 

25 土 16:00～

22:00 

第 43回夏のふれあい 

フェスティバル 

大口町民会館 

第 1駐車場 
大口町商工会  

26 日 
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8 土 11:00 第 17 回やろ舞い大祭 
大口町民会館 

第 1駐車場 

やろ舞い 

プロジェクト 
 

9 日 9:30 斎藤公子のリズム遊び 中央公民館 
ﾎｯﾌﾟ･ｽﾃｯﾌﾟ・ 

ｼﾞｬﾝﾌﾟくん 

要予約 

親子一家族 1,500 円 

15 土 9:00 ウィルリンピック 大口町屋内運動場 

ウィル大口 

スポーツ 

クラブ 

要申込  会員無料  

非会員 300 円 

対象  小 1～小 6 

15 土 
9:30～ 

10:00～ 
ふれあいまつり説明会 

健康文化センター4 階 

ふれあい 2 

ふれあいまつり

実行委員会 
 

16 日 13:30 
「笑劇☆紙芝居しばい」 

マーガレット一家 

大口町余野学習等 

共同利用施設 

子どもと 

文化の森 
有料 

30 日 10:00 「もりもりマルシェ」  

子どもと文化の森 

交流広場 

大口町余野学習等 

共同利用施設 

子どもと 

文化の森 
対象  こども～おとな 

✾健康クラブ“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｣  8/17 9/21 第 3金曜 9:30～ 健康文化ｾﾝﾀｰ 1F ﾛﾋﾞｰ 

✾クレヨンクラブ 活動日  8/1･8･22 9/5･12･19･26  水曜 10:00～11:30  

余野学共 1階保育室(会員制) 会員募集中！ 担当 江口(090)6087-1872   

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 8/4 土曜 9/10 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･4･7･8･9･11･21･22･23･25･28･29･30 

9/1･4･5･6･8･11･12･13･15･18･19･20･22･25･26･27･29 

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   9/5･12･19  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 8/10･25 9/7･22 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 8/6･7･20･21･27･28 9/3･4･10･11･18･25 

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) 8/25 7:00～ 9/22 7:00～ 土曜  尾張広域緑道 参加費無料 

✾おもちゃ病院   修理 8/11 9/8 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 8/1･8･15･22･29 9/5･12･19･26 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  8/1･15 9/5･19 第 1･3水曜 10:00～12:30 役場玄関ホール 

✾大口猫の会    猫の譲渡会 8/26 9/30 日曜 13:00～16:00 余野 3丁目 212-1 OLIVEBALLETCLASS 

入場無料･予約不要  

 

 

 

 

  

 

 

 

９月の住民向け講座は、第 2 の人生をスタートさせるみなさんが、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、子ども向

け事業として夏休みチャレンジ講座、住民団体が主催するやろ舞い大祭、もりもりタウンな

ど、いろいろなイベントが開催されます。裏面のイベント情報を見てぜひご来場ください!! 

 

 

住民主体のまちづくりをすすめる大口町では、多くの団体が活発に活動をしています。今

回は、団体の代表者だけではなく、メンバーの皆さんにもお集まりいただき、これまでの成

果や、活動を続けていく中、日ごろから感じていることについて自由に情報交換し、さらに

充実した活動につなげていただけるよう交流会を開催しました。 

第 1 部の「団体イチオシ活動・おすすめポイント発表会」では、そ

れぞれ思いのこもった活動のプレゼンテーションを行いました。 

第２部の交流会では、自己紹介ゲームの後、

団体イチオシ活動パネルに、「いいね」と思っ

たことや、ご意見ご質問などを付箋に書いて

貼っていただき、一緒にできそうなことや、

協力できることを見つけるきっかけづくりを

しました。 

 

 

 

 

 

 今回の交流会には、ＮＰＯ団体だけでなく、文化協会、行政区や地域自治組織もご参加い

ただき、幅広い活動分野の方と交流、情報交換が行われました。 

その中で、「今後一緒にできる事あるかも？」とつながった例をご紹介します。 
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   活動団体交流会 ６月 20日（水）開催！ 
 

 

27団体  

35名参加 
ご参加ありがとう 

ございました！ 

各団体が作成した 

「イチオシ活動・おすすめ

ポイント」のパネルを、町

民活動センターに展示中！ 

 最後は、ビンゴゲームを行い、大いに盛り上がりました。今後も団体同士の連携のきっ

かけとなるよう、交流の機会を設けたいと思いますのでぜひご参加ください。 

 

北地域自治組織＆（特）共生ホーム ｢結」 

※北地域内で福祉活動を行う、共生ホー

ム「結」さんの活動を知り、地域内の福

祉分野の現状を見学されました。 

 。 

(特)ウィル大口スポーツクラブ＆秋田区 

※健康麻雀を地域のみなさんにも楽しん

でもらうため、秋田区と開催にむけての

つながりをもつことができました。 

http://home.owari.ne.jp/


 

65 才という転機を迎える皆さんを対象に、いつまでも地域でいき

いきと楽しく過ごせるよう、地域の同年代の方との交流のきっかけ

として、初めて開催しました。 

講演会では、元中日ドラゴンズ選手で野球解説者の和田一浩氏を

お迎えし、ご自身の経験から、人生の転機を迎えた時にどのように

それを乗り越えたのか、何を大切にしてきたのか、ご経験を今どの

ように生かされているかなどを伺い、最後には、参加者の皆さんに

向けてメッセージをいただきました。 

第２部では３つの地域に分かれて、交流タイム。「ひさしぶり～」という声や、「近くに同

年代がいたとは知らなかった。」「知り合えてよかった。」などの声が聞かれ、短い時間でした

が、楽しい交流の時間となりました。 

 

 

 

 

 

 

46 名の方にご参加いただきました。 

○アンケートより〇 

・大変楽しく過ごさせていただきました。 

・普段お話する機会がない方と話せた。 

・和田さんの話が勉強になった。 

・同年代と交流出来てよかった。 

・もう少しゆっくり話がしたかった。 

今回お聞きした、懐かしい歌、思い出の曲は、次回講座の BGMで流します♪ お楽しみに！ 

 
～いつまでも健康でいるために～  

懐かしい写真や思い出の音楽とともにあの頃を振り返り、 

これからも健康でいきいきと過ごせるよう、ワイワイ語り合いませんか。 

平成 30 年９月２日(日) 10時～11 時 30分 多目的室 

健康生きがい課から、健康でいるためのヒケツを聞き、同年代の方と

これからをより充実して過ごせるよう語り合いませんか？ 

詳しくは、まちねっと大口までお問合せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

  美しく優雅に年齢を重ねるために… 
 ＮＰＯ法人憩いの四季が老人福祉センターの指定管理者とな

った平成 16 年、大口さくらメイトの食クラブが老人福祉センタ

ー内の食事処「さくら屋」の運営を請け負いました。３年後に

食クラブが「ヘルシーエイジングの会」として独立。 

 「健康で美しく優雅に年齢を重ねるための学びと、地域に根

ざした食の発信によるまちづくりに寄与する」を目的に、13 名

が３つの部会（※）に分かれて活動しています。 

※華倶楽部、食倶楽部、文化倶楽部（右図参照） 

 

 

 

 

主な活動 

① 金助さくらまつり 

福玉精穀倉庫(株)とのご縁で、東海ウォーキングのおもてなしを依頼されてから 17 年。 

地元の小豆を使った甘くておいしいぜんざいをふるまっています！ 

② ハートフルまつり 

同じくぜんざいでおまつりを盛り上げ、売上げはハートフル大口に寄付しています。 

③ ふれあいまつり 

大口中学校の家庭科クラブの生徒と一緒に、廃油から手作り

で作った石鹸を販売。よく落ちると評判です。2 個 150 円！ 

④ 大口中学校家庭科クラブの料理支援 

年 10 回、大口中学校の家庭科クラブの講師をしています。 

栄養のバランスを考えたメニューを提案、デザートまで手作

りします。洋食が好きな現代っ子も、意外と混ぜご飯や茶わ

ん蒸しが人気！ 

⑤ 講演会 

年 2 回、人生の達人の講演会を実施。 

次回 9/9（日）は、気功師の森和子さん。「いつまでも健康で 

若く美しく」をテーマに、体操を実演しながらの講演です。 

７月２日（月）、あま市市民活動センター

「あまテラス」から、NPO 法人ほっとネット・

みわを始めとしたあま市の方々が、町民活動

センターの見学に来られました。センター内

を見ていただいたのち、大口町のまちづくり

や、センターの活動について紹介しました。 

「協働のまちづくり」と

いう共通の目的に向けて、

今後も情報交換していき

たいと思います。 

あま市活動センターとの交流 住民向け講座 「６５才の同窓会」 7月 7日（土）開催！ 
 

 

団体紹介 Vol.26 『ヘルシーエイジングの会

愛知県内支援センター情報交換会 
 

 

大口中学校家庭科

クラブの講師として

（食倶楽部） 

講演会など 

（文化倶楽部） 

寄せ植え教室など

（華倶楽部） 

ヘルシーエイジングの会は、特技や資格を持ったメ

ンバーが多数。茶華道師範、栄養士、元教師、石鹸

作り名人、ハーブ研究家、キルト名人など、会の活

動に特技を生かしています！ 

他団体とのつながりを大切にし

ながら活動してきました。他分野

や、異世代のつながりができて、

活動が広がっていくのが楽しい

です。メンバーの高齢化もあり、

これからは若い世代との交流が

できるといいなと思います！ 

会員募集 ： 95-3472（日比） 

興味のある方、気軽にご連絡を！ 

７月 10 日（火）、ウィルあいちにて、県

内支援センターのスタッフや関係者 60 名が

集まり、情報交換会が行われました。昨年に

引き続き、「地域の支援センターの役どころ」

と題し、今年は～地域課題とアウトリーチ～

に焦点を当て、話し合いました。 

地域との関係づくりや、課題解決のための

行政や他団体との橋渡しなど、センターの役

割について話し、今後どのような力が必要か

を考えました。 

 

昭和 27年度 

昭和 28年度 

生まれの方 

参加費

無料 


