
 

 

 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備  考 

６ 

8 土 10:00 
子ども向け国際理解講座 

「外国のおやつをつくろう」 
南児童センター 

まちねっと大口/

サラダボール Co. 

要予約 

参加費 100円 

22 土 13:30 初夏の寄せ植え教室 
憩いの四季 1F  

娯楽室 

ヘルシー 

エイジングの会 

要予約 

2,500円 

25 火 10:30 
第２回マーブルクラブ 

「畑でどろんこ遊び」 

大口町余野 

マーブル畑 
子どもと文化の森 

要予約（１～３才親子）

参加費 500円 

29 土 9:45 第５回「親子の happy spot」 
江南短期大学 

５号館周辺 
子どもと文化の森 

0～3才の親子及び 

兄弟、子育て支援者 

参加費 一部有料 

30 日 10:00 大口子どもカレッジ 
中央公民館 

Ｃ会議室 
サラダボールCo. 

要予約 

有料 

７ 

6 土 10:00 
子ども向け国際理解講座 

「中国の紹介」 
西児童センター まちねっと大口 

要予約 

参加費 100円 

6 土 13:30 たまちゃん独演会 
憩いの四季 1F  

娯楽室 

ヘルシー 

エイジングの会 

要予約 

参加費 500円 

15 祝 8:00 
プール無料開放日!! 

「プール祭り」 
大口町温水プール 

ウィル大口 

スポーツクラブ 
一部ｲﾍﾞﾝﾄは有料 

20 土 9:30 読書感想文教室 大口町温水プール 
ウィル大口 

スポーツクラブ 
要予約（小１～小６） 

参加費 2,000円 

24 水 13:30 
もりもりキッズスペシャルプログラム 

「木工教室」 
大口町余野学共 子どもと文化の森 

要予約（1～6年生） 

会員 500円 

一般 1,000円 

28 日 10:00 パン作り教室 
中央公民館 

調理室 
ＳＨＩＰおおぐち 

要予約 

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（基本月 3 回） 13:30～15:30 参加費 400 円 

          秋田区 火曜（基本月 3回） 13:30～15:30 参加費 400円 

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 7/28(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 水曜 10:00～ 余野学共 1 階保育室(会員制)見学歓迎（7/24、31 は休み） 担当 江口 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 6/24 7/8 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 

 

＝ 予告 ＝ 65才の同窓会 7月 20日（土） 
 人生の節目を迎える 65才の方を対象に、「65才の同窓会」を開催します。地域の同年代の方との

つながりの場、いつまでも健康でいきいきと過ごすためのヒントを学ぶ場としてご活用ください。 

町内にお住いの対象年齢の方に、ご案内を送付いたします。ご参加お待ちしております。  

 

 

 

  

 

 

 

 

長いゴールデンウィークが明け、木々の緑が深まり初夏を感じる季節となりました。 

活動センターでは団体同士のつながりの場として、また、新たな協働の可能性を探る場と

して、活動団体交流会を開催します。 

また、町内にお住いの 65才の方を対象に「65才の同窓会」を開催します。同年代のつなが

り、交流の場としてご活用ください。皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

0 

昨年に引き続き、大口町で活動する団体のみなさんにお集まりいただき、これまでの成果

や、これからの活動について自由に情報交換し、運営の参考にしたり、協力してできる事を

見つけることで、さらに充実した活動につなげていきましょう！ 

 日  時  ６月 25 日（火） 
13時 30分～16時 

 場  所  健康文化センター1階  

             多目的室 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

問合せ・申込み ６月８日（土）までにお申込みください 

まちねっと大口  TEL/FAX：22－6642 

 

Vol.65 

まちづくり情報誌 ２０１９年 6月１日 発行 

活動団体交流会 

6 月 ＆ 7 月   のイベント案内 

 
 

お茶を飲みなが

ら楽しく交流しま

しょう♪ ～プログラム～ 

 １．まちづくり応援の仕組み 

 ２．交流会からうまれたつながり 

 ３．今年度のイチオシ事業ＰＲタイム 

 ４．交流タイム 

 ５．お楽しみビンゴゲーム 

      

発行：特定非営利活動法人まちねっと大口 ／ 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 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1493713981/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2luc2F0c3Vzb3phaS5uZXQvMjAxM3NvemFpcC9jb2ZmZWVzZXQuanBn/RS=^ADBvzNDfrTajfe46hbM837JFr8Psc0-;_ylt=A2RCAwO88gZZkkwAsjQdOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


 

大口町の活動団体の皆さんを講師に迎え、子どもたちが楽しめ、自由研究の題材になりそ

うな内容の講座を開催します。子どもたちの楽しい行事になると同時に、大口町の活動団体

を知ることができる貴重な機会にもなります。夏休みの思い出作りに、ぜひご参加下さい♪ 

 日  時  ８月 ６日（火）10時～12時、13時 30分～15時 30分 

 受  付  ７月 10日（水）９時～   町民活動センター 

 対 象 者  小中学生、幼児（講座内容による） 

 参 加 費  実費（講座内容による） 

申込み方法等詳しくは、広報おおぐち 7月号をご覧ください。 

 

              

 小牧市・春日井市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町・犬山市で「豊かな社

会づくり」を目指してみんなが住みたい街・住みたくなる街をテーマにした

～まちづくり応援プログラム～です。 

 助成内容 

夢づくりスタート部門  上限５万円  ４団体 

街・人づくり部門     上限１０万円 ２団体 

 募集期間    ６月 25日（火）～７月 24日（水）  

【問合せ・提出先】ＮＰＯ法人こまき市民活動ネットワーク事務局 📞0568-74-4011 

※募集要項・申請書は大口町民活動センターにも設置いたしますのでご相談ください。 

 

 

～ ＮＰＯ法人まちねっと大口法人設立５周年記念講演会 ～ 
 

５月 12 日（日）47名の方にご参加いただき、せき・まちづくりＮ

ＰＯぶうめらん代表 関市市民活動センター事務局長 北村隆幸氏

を講師にお招きし講演会を開催しました。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」（まちの中で、地域の資源が活かされ、地域の富を築き、みん

なが嬉しい循環が生まれていくこと）を学びました。 

講座では、前提として、「その課題には、誰がどのように関

わっているのかを分析する事」というお話の後、協働先によ

ってどうつながればよいかを、事例を交えながら分かりやす

く説明していただきました。企業・学校・ＮＰＯ・地域など

課題に対して総働で取り組む事の必要性と、「小さな協働か

ら始める」ことの大切さをあらためて考える機会となりまし

た。 

 

 

 

2019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を 

行います。ぜひ、ご参加ください。 

 日  時  ６月 22日（土） 10時〜 

 場  所  中央公民館２階  Ｃ会議室 

申請団体がない場合は中止となります。大口町ホームページをご確認下さい。 

 

 

高齢者同士、社会のつながり 

 戦後、核家族化がすすむ中で高齢者同士が社会とのつながりを持ち健

康的な生活を送ることができるよう、全国的な組織として老人クラブが

出来ました。大口町では、昭和 35 年、生涯教育の一環として老人クラ

ブの前身である寿楽学校が創立。その後、会員の増加とともに老人クラ

ブが分離・独立し、老人クラブ連合会が立ち上がりました。 

 現在、会員は 12地区（11行政区と竹田）と 1団体（一期一会荘）で、

約 1100人の方が楽しく活動しています。 

「健康・友愛・奉仕」をキャッチフレーズに 

 「地域社会とつながり」「地域福祉の増進」を掲げて活動しています。 

 健康･･･体力測定や、グラウンドゴルフ、健康に関する講演会を実施しています。 

 友愛･･･高齢者の引きこもりをなくすため、サロン活動や声かけ運動をしています。 

 奉仕･･･チャリティーグラウンドゴルフ大会などを通じ毎年自然災害地域や社会福祉事業に寄

付。募金活動は 10年以上にもわたり、大口町社協から感謝状をいただきました。 

主な年間行事 

●役員研修 

●親睦旅行（年２回） 

●講演会・地区芸能発表会 

●チャリティーグラウンドゴルフ大会（年２回） 

●会報「ちとせ」発行（年３回） 

●他団体との交流（保育園など） 

住友理工 「夢・街・人づくり助成金 ｉｎ北尾張」  

活動団体プロデュース！ 夏休みチャレンジ講座  

団 体 紹 介 Vol.３１ 『 大口町老人クラブ連合会 』 

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  

講演会「地域の資源が循環するまちづくり」 
 

 

親睦旅行を題材にして行う 

「趣味の作品展（川柳、写真）」 

今年度は、交通安全川柳コン

テスト（江南警察署主催）に参

加します！ 

優秀作品は 7 月 25 日江南市民文

化会館にて表彰されます 

【事前説明会】 

6月 8日(土)13時 30分から 

小牧市公民館 3階 学習室 3-1 

お楽しみ親睦旅行！ 
平成 30年は 7月に洲本温泉（兵庫）、

11月に小川元湯温泉（富山）に 120名
ほどで行きました。夜の親睦会は、カラ
オケで大いに盛り上がりました！ 
今年は 7月に伊勢旅行を 
予定しています。 

会員募集中！ 60才以上ならどなたでも！ 

仲間づくりに、会社勤めが終わった後の社会参加に、ご夫婦での入会も OK！ 

年会費：1,000円（好きな行事のみの参加も可）問合せ：95-1739（憩いの四季） 

令和 2年に 

60周年を迎えます! 

  

 


