
 

 

 

月 日 曜日 開始時間 内   容 場  所 主  催 要 項 

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 
 

8 土 10:00 
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 

健康文化センター1F 

多目的室 
大口町地域協働課  

15 土 
17:00～ 

20:00 
ぽっかぽか子ども食堂 ｶﾌｪ Ant ひまわりの会 

子ども 100円 

高校生以上 

300円 

16 日 10:00 パン教室 中央公民館 2F調理室 SHIP大口 
要予約 

会員 1,500円 

非会員 1,700円 

16 日 14:00 

第 12回『大口笑おう会』 

 雷門幸福(落語)・旭堂鱗林(講談) 

子ども落語家・講談師（小学生以上） 

大口町余野学習等 

共同利用施設 集会室 
子どもと文化の森 

前売り 1,500 円 

当日 2,000 円 

22 土 10：00 体操教室 町民会館 1F会議室 SHIP大口 子ども 500円 
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7 土 10：00 町民活動センター利用説明会 
健康文化センター1F 

多目的室 
まちねっと大口  

8 日 8:10 桜並木健康ジョギング 総合運動場 大口町教育委員会 要予約 

22 日 9：00 スイムフェスティバル 大口町温水プール 
NPO 法人ウィル大口

スポーツクラブ 
要予約 

有料 

桜開花中の週末

(金、土、日) 
おおぐち光燈路 堀尾跡公園 チーム GOGO大口 

Facebook を 

ご確認ください 

✾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) 

のびのび健康体操教室   第 1･2･3 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 2/14、3/13 金曜 10:30～11:30  2/29、3/28 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 2/23(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  2/5･12･19･26 3/4･11･18(令和２年度入会説明会) 水曜 10:00～   

3/14(お別れ会) 土曜 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 2/17 3/9 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」 第 3 金曜 9:30～ 健康文化ｾﾝﾀｰ 1階ﾛﾋﾞｰ 

✾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 

 

お困り事はありませんか?  

報告書や総会資料等作成の時期が近づいてきました。 

・グラフが作れない ・写真を取り込めない ・ワードやエクセルができない 

そんな、イライラしたお悩みで時間を無駄にしていませんか？ 

まちねっと大口では、そんなあなたのご相談を承っています。お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

大口町民活動センターは、NPO 団体を始め、行政区、地域自治組織、子ども会、文化協会、

体育協会、スポーツ少年団等多くの方にご利用いただいております。これからも多くの方に

気持ちよくご利用頂けるよう、丁寧な対応を心がけてまいります。 

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。 
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 利用説明会ご案内  

来年度の利用説明と登録・更新手続きを行います。まだセンターに登録して

いない団体の皆さんも、この機会にぜひ登録をご検討ください。 

● 日 時 ３月7 日（土）10:00～11:30 

● 場 所 健康文化センター1F 多目的室 
 

✿ スタッフ対応時間と開館日     

 時    間 休  館 

町民活動センター 

スタッフ 

対応時間 

9:00～12:00 13:00～17:00 （月曜～土曜）（祝日除く） 

 ※上記以外の時間でも、健康文化センターの開館時間内は自由

に利用できます。 

※スタッフ不在時の入退室は健康文化センター1 階総合案内にて

受付簿へ記載し、鍵の受領及び返却をお願いします。 

健康文化 

センター 

休館日 

(年末年始) 

健康文化センター 9:00～21:00 （月曜～日曜） 

✿ サービス内容 

協働のまちづくりを推進するため、『活動サポートの場』として様々な情報やサービスを

提供しています。サービス内容の詳細は、町民活動センターで配布している利用案内をご確

認いただくか、直接お問い合わせください。 

♪施設利用（まかせて広場・まかせてルーム①②）♪備品利用（ラミネート・裁断機等） 

♪印刷（パスワードが必要）  ♪大型印刷（Ａ１・Ａ２・ステージ看板・立て看板） 

♪受付代行  ♪印刷代行  ♪業務代行  ♪用紙販売  

♪備品貸出  ♪チラシ・ポスター掲示  ♪各種相談  ♪セルフカフェ 

✿ 運営協力金     

多くの皆さまのご協力をいただき、町民活動センターを運営してい

ます。令和 2年度も継続してご利用になる団体の皆さま、新規で登録

を希望される団体の皆さまは、運営協力金を添え、ご登録ください。

印刷にはパスワードが必要ですので、各団体でご確認ください。 

年間（1口） 
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２月 ＆ ３月   のイベント案内 

令和 2 年度 町民活動センター 利用案内 

http://machinetoguchi.com/


 

 

 

 

12月 14日(土）扶桑文化会館にて、第 5回２市３町ふれあい協働フォーラムを開催しました。 

 

過去 4回のフォーラムでもコーディネーターを務めていただいた、加藤武志氏をお迎えし、

約 100名が参加。大口町からは 20名のご参加をいただきました。 

 

第１部では、今まで各市町で開催された「２市

３町ふれあい協働フォーラム」のあゆみを、１回

目から、それぞれの開催

地の職員がリレー形式で

ふりかえり、参加者の

方々と共に今まで広域で

行ってきたフォーラムの

意義について、改めて確

認しました。 

 

 

 

第２部では、広域の協働の事例発表として、第３

回より始まった活動が継続して行われている事が

報告されました。発表の終わりには、コーディネー

ターの加藤氏により、広域でつながり続けることに

ついて、評価をいただきました。 

第３部の交流会は、「さあ！協働の舞台へ！」とい

うテーマに沿って、参加者全員が会場の舞台に上が

り、これまでのフォーラムに参加して得たものや、

これからの広域での活動などについて、グループご

とに自由に意見交換を行いました。 

第４部は締めくくりとして、“2市 3町へのエール”。あらためてな

ぜ協働が必要なのか、協働とは何かを講義いただき、協働の中心は

「人」であり、それぞれの良さや強みを持ち寄って、ともに考え行動

する「ONE TEAM」であるべきこと、お互いにＷｉｎ-Ｗｉｎの関係でなくて

は、協力者は現れないこと。また、協働することで、１＋１が２以上

にならなくては意味がないことなどを教えていただきました。 

今回で、フォーラムとしては区切りの会となりましたが、今

後も広域での取り組みが広がるよう、２市３町でつながり続け

ていきます。 

 
 

かこ 

住民団体（地域自治組織、地縁団体、大口町ＮＰＯ団体、大口町まちづく

り団体）が行う公益性のあるまちづくり事業、公益性のある事業を推進する

ために必要な施設等の整備および改修に対する助成金を申請する団体の「公

開プレゼンテーション」を行います。皆さま、ぜひお越しください。 

公開プレゼンテーション 

✿２月８日（土）10:00～   健康文化センター1階 多目的室 

 

 

 

おおぐち合唱祭の“はじまり” 

大口町生涯学習講座から発足した、おおぐち少年少女合

唱団の発表の場を作りたいと、大口町スタインウェイ友の

会の社本さんとグリーンコーラス（大口町）、女声合唱団

ジョイフル（扶桑町）の指揮者である小倉さんが話し合い、

2008 年に第１回おおぐち合唱祭が開催され、社本さんが

所属する南山ゴールデンメイルクワイヤー（名古屋市）を

加えた４グループが参加しました。 

 テーマは ～ 届け、心のハーモニー！ ～ 

その後、同じく生涯学習講座から発足した「ヴォーカルパ

フォーマンスグループ櫻組」などのチームが増え、第 12回

おおぐち合唱祭（2019 年４月）には女声合唱４、男声合唱

２、混声合唱１の合計７グループが参加しました。合唱祭の

テーマは、“届け！心のハーモニー！”。今後も、「若さあふ

れる青年たちの歌声」や、「まだまだ元気な熟年の歌声」を

みなさまにお届けします！ 

企画から当日運営まで、メンバーで分担 

開催前、実行委員会を５回～６回行い、半年かけてみん

なで準備を進めます。当日運営も含め会議で話し合い、分

担してメンバーで行っています。市町村単位で開催する合

唱祭は近隣になく、実行委員会と生涯学習課（大口町）と

の協働主催で、毎年開催しています。 

 

団体紹介 Vol.35  『 おおぐち合唱祭実行委員会 』 

第５回 ２市３町ふれあい協働フォーラム  令和 2年度 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 

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 

グリーンコーラス 

ｳﾞｫｰｶﾙﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ櫻組 

12回企画「みんなで歌おう」 

第 13回おおぐち合唱祭 ～届け、心のハーモニー！～ のご案内 

日 時：令和２年４月 19日（日） 13時 30分開演（予定） 

場 所：大口町民会館 町民ホール 

生涯学習講座から発足した Smileハーモニーを含めた新規２グループが増え、全９グル

ープが参加予定です。美しい旋律と迫力あるハーモニーをぜひお楽しみください！ 

～プログラム～ 

【第 1 部】  

過去のフォーラムのふりかえり 

【第 2 部】 事例発表 

「2 市 3 町防災ひろめ隊」 

「尾張小牧なべ」 

【第 3 部】 交流会 

 「さあ！協働の舞台へ！」 

【第 4 部】 講座  

講師 加藤武志氏 

  “2 市 3 町へのエール” 

  

 第 1 回 大口町にて開催 


