
12 月＆ 令和２年 1 月  イベント案内 
 

 

 

月 日 曜日 開始時間 内 容 場 所 主 催 要 項 

12 

8 日 13:00 Dance & Music Festival 大口町民会館ホール おおぐちおやじの会 無 料 

14 土 
9:30, 

12:00 
クリスマス会 屋内運動場 

ウィル大口 

スポーツクラブ 

多種目会員無料 

非会員 300円 

14 土 13:30 
第５回２市３町 

ふれあい協働フォーラム 
扶桑文化会館 まちねっと大口・大口町 無 料 

15 日 10:00 パン教室 
中央公民館 2F 

調理室 
ＳＨＩＰおおぐち 

一般 1,700 円  

会員 1,500 円 

21 土 
14:00 

15:30 
うたごえ喫茶(クリスマス会) 憩いの四季 娯楽室 

ウィル大口 

スポーツクラブ 

おおむね 60 歳以上 

500円 

1 

16 木 10:00 
福祉のつどい「あれもストレス？

これもストレス？」 

下小口学習等共同 

利用施設 
大口町北地域自治組織 無 料 

22 水 14:00 
子ども向け日本語、学習サポート

教室をつくろう（基礎講座 1） 

中央公民館 2F 

C会議室 
まちねっと大口・大口町 

無 料 

要申込み 

25 土 13:30 
第 12回大口町まちづくり 

協働フォーラム 

健康文化センター4F 

ほほえみホール 
まちねっと大口・大口町 無 料 

26 日 14:00 第 45回ほほえみコンサート 
健康文化センター4F 

ふれあい 1 
スタインウェイ友の会 500円 

29 水 14:00 
子ども向け日本語、学習サポート

教室をつくろう（基礎講座 2） 

健康文化センター1F 

多目的室 
まちねっと大口・大口町 

無 料 

要申込み 

２ 

1(土)･2(日) 

10:00 
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 
 

16 日 10:00 パン教室 
中央公民館 2F 

調理室 
ＳＨＩＰおおぐち 

一般 1,700 円  

会員 1,500 円 

✾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」 12/20 1/17 金曜 9:30～ 健康文化ｾﾝﾀｰ 1F ﾛﾋﾞｰ 

✾ｸﾚﾖﾝｸﾗﾌﾞ 活動日  12/4･11･18 1/7･15･22･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 12/9 月曜 1/11 土曜 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  12/3･4･5･7･10･11･12･14･17･18･19･21 

1/7･8･9･11･14･15･16･18･21･22･23･25･28･29･30 

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   12/4･11･18 1/8･15･22  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 12/13･21 1/10･25   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 12/2･3･9･10･16･17･23･24 1/6･7･14･20･21･27･28 

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 

✾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 

✾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 

✾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（1/1は休み）役場玄関ホール 

 

 ＝ お 知 ら せ ＝ 

 令和 2 年 1月末まで、健康文化センター空調設備改修工事のため、暖房がはいりません。

ご迷惑おかけしますが、ご了承願います。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

早いもので、令和を迎えた今年も、年の瀬を迎えています。 

秋には台風で多くの災害が発生し、改めて地域での支え合いの大切さを感じます。 

12 月には今回で一巡の節目を迎える「第５回２市３町ふれあい協働フォーラム」、2020 年

１月には大口町のまちづくりの仲間が一堂に会す「第 12回まちづくり協働フォーラム」が実

施されます。私たちの地域のことを、一緒に考えてみませんか。皆さまお誘いあわせの上、ぜ

ひご参加ください。 

 

 

 

 

 

場所：健康文化センター４階 ほほえみホール 

 総働とは？！ 

町内で活発に活動するＮＰＯ団体の活動発表の場として、年に１度ＮＰＯ法人まちね

っと大口と大口町が共催で行う「大口町まちづくり協働フォーラム」は、今回で 12 回

目を迎えます。大口町では、「みんなで進める自立と共助のまちづくり」を施策に掲げ、

住民、ＮＰＯ、行政がより効果的な協働によるまちづくりを進めてきました。 

今回のフォーラムでは、第 11 回まで３年連続でテーマにしてきた「連携」を更に展

開し、「協働から総働へ」をテーマに、多様な主体の総働により、地域課題の解決力強

化をめざします。地域の資源を生かし、安心と豊かさを生み出すために、みんなで支え

合うまちづくりの進め方を学びましょう。 

 

● 講師・ファシリテーター  

ＮＰＯ法人せき・まちづくりＮＰＯぶうめらん 

代表理事 北村 隆幸 氏 

● プログラム  

講演会 

総働ってどういうこと？円卓会議をやってみよう 

模擬円卓会議 

総働で進めよう 

～みんなで支え合うまちづくり～ 

 

Vol.68 

まちづくり情報誌 ２０１９年１２月１日 発行 

「第 12 回大口町まちづくり協働フォーラム」開催します 

2020年 

1 月 25 日(土) 
13:30～16:30 

 

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 

E-mail：machinet@heart.ocn.ne.jp 

■■ 講師プロフィール ■■ 

1980 年岐阜県関市生まれ。 

名古屋大学大学院国際開発

研究科修了。関市市民活動セ

ンター運営団体責任者。関・

再発見フリーマガジン「ぶう

めらん」編集長。 



過去のフォーラムふりかえり 

事例発表「２市３町防災ひろめ隊」 

    「尾張小牧なべ」  

講演 「２市３町へのエール」 

交流会「さあ、協働の舞台へ上がろう！」 

 

 

５回目を迎える今回のフォーラムでは、２市３町で育まれてきた協働の機運

をより一層高め、動き始めた協働の取り組みを深めることを目指して開催しま

す。みなさんのご参加をお待ちしております。 

12 月14 日(土) 
13:30～16:45  
扶桑文化会館 

 

 

10 月 2 日（水）「みんなで考えよう！大口（まち）のお困りごと解決マップ」と題し、Ｎ

ＰＯ法人せき・まちづくりＮＰＯぶうめらん代表理事、北村隆幸氏を講師にお迎えし、地域課

題を解決する事業計画を考えました。まずは課題を明確にすること、対象を具体的にイメー

ジし、課題と現状のギャップを書き出す。その上で、課題解決するための関係者マップを作

り、できていることとできていないことを洗い出し、それをどうしたら解決できるかを考え

ました。                ≪参加者感想≫ 

・図式にすることで、課題が整理されました。

考えをまとめるのに利用したい。 

・課題を真剣に考え、取り組む必要性を考える

場となった。 

・初めての手法を知ることができました。 

・現状や問題点を書き出すことの重要さを実感

しました。 

 

11月２日（土）、３日（日）の２日間、ふれあいまつり 2019が開催されました。 

多くの方に来場していただき、子供たちの笑顔もたくさん見られました。 

 抽選会には、多く団体から景品のご提供をいただき、約 2,000人の方にご参加いただきま

した。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 今年もまちねっと大口が事務局となり、ふれあいまつり実行委員会と共に企画・運営を行

いました。改善すべき点など実行委員会で話し合い、来年も多くの団体・企業に出展してい

ただき、より一層みなさまに楽しんでいただけるようにしていきます。 

出展、来場していただきましたみなさま、ありがとうございました。  

 

 

 

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。 

🌼 申請書受付期間 12月２日（月）～１月 24日（金） 

🌼 公開プレゼンテーション 2月 8日（土）9:30～ 健康文化センター１階多目的室 

    ※平成 30年度協働委託事業の報告も予定しておりますので興味ある方はご参加ください。 

 
 
 

サラダボール Co.（カンパニー）ってどんな団体⁉ 

世界をサラダに例えて、「国籍や考えなどが違っても、お互いの個性

を認め、尊重し、活かし合う」という意味を込めています。カンパニー

は「仲間」という意味です。自分の周りの人や地域に暮らす外国籍の方、

そして世界の誰かのことを考えながら、多文化共生社会を推進し、海外

の事情を広く知らせるための国際理解講座などを開催しています。 

多文化共生、国際理解を推進 「多文化共生ひろば」 

団体の前身は「大口国際フォーラム」で、2005年の愛・地球

博をきっかけに現在のサラダボール Co.になりました。 

在住外国籍の方たちも、同じ住民という立場でより生きがい

のある日常生活が送れるよう、誰もが住みよいまちの確立を目

指して、多様な活動内容を通し彼らが主体となった社会参加の

場を開催しました。また、母国の文化紹介を通じて、異文化の

理解と共生を推進しました。 

「大口子どもカレッジ～英語も学べる体験型国際理解講座」 

昨年度からは児童・生徒を対象に「大口子どもカレッジ」を

開催しています。講座では、構成的グループエンカウンターの

技法を取り入れ、安心して気持ちが出し合える親和的な環境の

中で学ぶことができるよう、工夫しています。英語を通じて育

成するコミュニケーション力を高め、科学技術への興味を掻き

立て、海外の実情などを知る機会を提供しています。 

＊現在までの主な活動内容＊ 

防災カフェ・「みんなの防災ガイド」作成・自転車交通安全教室・資源ごみ分別体

験会・途上国の子ども達にワクチンを送るペットボトルキャップ回収活動・在住

外国籍講師による文化紹介と家庭料理講座等 

＊今後の予定＊ 

ペットボトルキャップの回収活動、大口子どもカレッジを来年度も実施いたしま

す。みなさまのご参加をお待ちしております！  

※一緒に活動したい人、募集中です！ 090-7692-9845（前田） 

  

入場 

無料 

    令和２年度第１次 元気なまちづくり助成事業 

 

 
 

団体紹介 Vol.34  『サラダボール Co.（カンパニー）

  団体向けスキルアップ講座２０１９ 
 

 

全体コーディネーター 

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５回２市３町ふれあい協働フォーラム  

🌼開催状況🌼 

来場者：6,500人 

出展者： 

１日目 58団体（活動センター登録団体 24団体） 

 ２日目 57団体（活動センター登録団体 25団体） 

ｽﾃｰｼﾞ ：１日目…22団体 ２日目…8団体 

 

大口子どもカレッジの様子 

大口子どもカレッジ 

中国総領事館にて 

  ふれあいまつり２０１９ 
 

 


