
 

 

 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 要項 

８ 

３ 土 9:00 第 18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 

６ 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 

17 土 16:00～

22:00 

第 44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  

18 日 

22 木 13:00 
こども・仲間・つくるまち 

「もりもりタウン 2019」 

大口町民会館 

１階会議室 

２階ホール 

子どもと文化の森 
申込み 

終了しました 
23 金 13:00 

24 土 12:00 

９ 

７ 土 14:00 
こまのおっちゃんの 

「こまのサーカス」 

大口町余野学習等 

共同利用施設 
子どもと文化の森 

前売 1,000円 

当日 1,500円 

対象  4才～おとな 

14 土 11:00 第 18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  

21 土 9:00 ウィルリンピック 大口町屋内運動場 ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 

要申込  会員無料  

非会員 300円 

対象  小１～小６ 

✾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   ねこふぇす 9/28(土)13:00～17:00 9/29(日)10:00～17:00 

ほほえみプラザ 1 階多目的室 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（8/14、31 は休み） 担当 江口 

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 8/10 9/9 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 

 

 

 

 日 時 ９月７日（土） 9:30  ステージ 

            10:00   ブース出展 

 場 所 ステージ  健康文化センター４階 ふれあい２ 

ブース出展 健康文化センター４階 ほほえみホール 

 

 

 

  

 

 

 

 

８月の住民向け講座「65 才の同窓会」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!! 

 

0 

昨年に引き続き、大口町で活動する団体の方々にお集まりいただき、交流会を開催しまし

た。今回の交流会も、ＮＰＯだけでなく、文化協会、地域自治組織など様々な分野からのご

参加をいただき、さらに充実した活動につなげていただく会となりました。 

あらためて、「まちづくり応援の仕組み」について地域協働課から説明があった後、昨年

の交流会で生まれたつながりをご紹介しました。 

 

  

 

  

 

 

   今年度のＰＲタイムでは、「今年度イチオシ事業」と「こんなことできます」を、団体ご

とにプレゼンテーション後、それぞれのパネルに“イイねと思う事”“一緒にできそうな事”

を書き込んだ付箋を貼り、今後一緒に活動するきっかけとしていただきました。    

交流会では、自己紹介カードでお互いの団体名と名前を交換し、

今まで交流のなかった団体の方ともお話をしていただきました。 

今回はアドバイザーとして、まちねっと大口法人設立５周年記念

講演をしていただいた、せき・まちづくりＮＰＯぶうめらん代表の

北村隆幸氏をお迎えし、「これから協力してできる事を見つけるこ

とを目的に交流会を行うことに意義がある。」との講評をいただき

ました。 

                  

 

 

 

 

北村さんをお招きして、第２回活動団体向け講座を 10 月２日(水)に開催します！ 

ふれあいまつり出展説明会 

Vol.66 

まちづくり情報誌 ２０１９年８月１日 発行 

活動団体交流会 ６月 25 日（火）開催！ 

 

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 

8 月 ＆ 9 月   のイベント案内 

北地域自治組織＆(特)共生ホーム ｢結」 

※北地域で福祉活動を行う共生ホーム「結」

と北地域自治組織の福祉部会、防災部会が

つながり、災害時の避難について、防災訓

練などを通し一緒に解決策を考えました。 

(特)ウィル大口スポーツクラブ＆秋田区 

※地域に出て活動を広げたいウィル大口スポ

ーツクラブと、学供施設の有効利用、居場

所づくりを考える秋田区がつながり、健康

麻雀の実施が実現しました。 

 

32団体 37名のご参加を

いただき、今回も最後は

ビンゴゲームで盛り上が

りました！ 

ありがとうございました。 

 

 

 



 

2011 年３月 11 日、東日本大震災発生後、大口町と被災地である南三陸町、遠野市、陸前

高田市との交流が始まったことをご存知ですか？ 

今回、震災がきっかけで生まれたご縁にスポットをあて、それぞれの地域で大口町、また

は大口町の住民が果たしてきた役割やつながりについてお話を聴いてみましょう。 

 日 時  ９月１日（日）10時～11時 30分 

 場 所  健康文化センター 1階 多目的室 

 プログラム 

 ◎第一部  遠野里山体験 はじまりから今 

 ◎第二部  南三陸町派遣職員報告会 

 同時開催【復興支援物産展】 

        ９時 30分～９時 50分 11時 30分～ 

 

 

住み慣れた大口町（まち）で健康で楽しいくらしをずっと続けて

いくための、ちょっと得する情報をお届けします。今まで大切にし

てきたこと、これからも大切にしていきたいこと、自分のことを見

つめ直してみませんか。 

 日 時  ８月 25 日（日） 10 時～11 時 30 分 
 場 所  健康文化センター４階 ほほえみホール 

 

 

 

７月５日（金）、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～センターは誰と共に創っていくか?～に焦点を当て、話し合いました。 

グループワークでは、「地域課題と団体マッチング」「防

災のための連携づくり」「大学生が参加・参画するボラマッ

チ」「福祉施設と生涯学習団体のマッチング」「子育て世代

の市民活動参加の促進」「若い世代のセッションの場づく

り」「実行委員会を通した人材づくり」の 7つのテーマに分

かれ各市町の取り組みや現状について情報

交換し、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。 

 

６月 22（土）中央公民館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」「ＮＰＯ法人

ウィル大口スポーツクラブ」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。 

リトルベアーズ … ママたちの自分の時間作り 

ＮＰＯ法人ウィル大口スポーツクラブ … 頭脳スポーツ「健康麻雀」 

 

 

 

住み慣れた場所で 安心して暮らし続けられる まちをめざして 

 わたぼうしの共同代表が会社員だった頃、2003 年に町が主催し

た「あおぞら塾」に参加し、何か自分にもできることがあるので

はと考えるようになり、親御さんの介護のことも考え、福祉の勉

強を始めました。地域密着型、個別の課題に対応した訪問介護、

デイサービス、高齢者の日常生活支援活動など、かゆい所に手が

届くきめ細かいサービスを行っています。 

 また、土曜日の幼児・児童預かりなど

の子育て支援にも取り組んでいます。 

個別サービスに対応する“路地裏でのささやかな福祉サービス” 

地域に根差し、地域の困りごとや、介護保険が適用されない家事

援助、通院支援、外出支援にも取り組み、サービス利用者に寄り添

い、困りごとにしっかり対応できるような活動をめざしています。 

草の根活動を継続していくことが大切だと考えています。 

いろいろな活動にチャレンジ 

・ 介護保険事業（デイサービス、訪問介護） 

・ 介護保険外サービス（生活支援サービス） 

・ 幼児や学童の預かり保育や学習支援 

・ 福祉啓発活動 

・ 活動センター事業、南地域自治組織の活動に参加、協力 

・ 研修会、講習会、会議等への参加 

・ 介護の人材育成、前期高齢者の雇用促進 

 

「2011 年 3 月 11 日」から生まれたつながり  

団 体 紹 介 Vol.３２ 『 ＮＰＯ法人わたぼうし 』 

第 2 弾 65 才の同窓会 ～あなたの人生の転機に、スパイスを～ 
 

 

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 

歴史民俗資料館 

夏の企画展  

『2011 年 3 月 11日』から 

生まれたつながり 
 ７月 20 日(土)～ 

    ９月８日(日) 

承認事業 

 

デイサービス体験できます！ 

在宅介護の困りごと、ご相談が

あればご連絡ください。 

手作り家庭料理でリラックスして

過ごしていただけます！ 

 

助成金を活用 

まちづくり道具箱 

 

愛知県内支援センター情報交換会 

 

 

昨年度のようす 


