
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備 考 

４ 

18 

土 
17:00～

20:00 
ぽっかぽか子ども食堂 喫茶 アント ひまわりの会  

29 

祝 
10:00～  

12:00 
れんげまつり 

大口町役場東側 

田んぼ周辺 
大口町 小雨決行 

５ 

 

10 日 
9:30～ 

13:30～ 

第 5 回「斎藤公子のリズム遊

び」で楽しく遊ぼう学ぼう会 
大口町民会館 

ホップ・ステップ・

ジャンプくん 

午前・午後 

各 1,500円 

(要予約) 

 

16 土 
17:00～

20:00 
ぽっかぽか子ども食堂 喫茶 アント ひまわりの会  

16 土 14:00～ 
「管楽器 deコンサート」 

（ｵｰﾎﾞｴ・ｸﾗﾘﾈｯﾄ・ﾌｧｺﾞｯﾄ） 

健康文化センター4Ｆ 

ほほえみホール 
子どもと文化の森 

2,500円 

前売り有り 

4才以上有料 

✾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) ※4/26(日)～5/6(水)休み 

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 5/17(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 4/8･15･22 5/13･20･27 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 4/27 5/25 月曜 10:30～11:30 西児童ｾﾝﾀｰ１回 500円 予約制 96-0481 

✾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 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月中の活動は全て中止しています。 

状況により、５月の活動も中止、または延期することがあります。 
 

新しい職員が 3名入りました。よろしくお願いします！ 

🌸石岡 まちねっとに入り半年が経ちました。まだまだ勉強中です。

大口町の知らない事を知り、良い町だなって思います。これからも

よろしくお願いします。 

🌸山田 １月から新しく入りました。地域のことなど、色々教えてい

ただけると嬉しいです。１日も早く皆さんのお力になれるよう頑張

りますので、これからよろしくお願いいたします。 

🌸平野 同じく 1月から新しく入りました。私は大口町で育って 今

は大口町で子育てしています。早くいろいろ覚えて皆さんのお役に

立てるようにがんばります！よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大口町民活動センター利用者アンケートにご協力いただきありがとうございました。皆さ

まからいただいた意見を参考にさせていただき、新年度もよりご活用していただけるセンタ

ーをめざし、設備、サービスの充実を心がけて参ります。また、情報誌モード等で、皆さまの

活動をＰＲしていきますので情報をお寄せください。 

また今年度も、団体向け、住民向け講座を企画しておりますので、ぜひご参加ください。 

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。 

 

 

✽ つなぐ 

協働のまちづくりを推進するため、様々な情報を提供し、活動団体相互の交流と連携の促

進支援を行います。 

・まちづくり協働フォーラム 

1年に 1度、まちづくりの仲間が一堂に会し、講演会や交流会を行います。 

12月 20日（日）健康文化センター４階 ほほえみホール 

✽ 出会い、ふれあう 

新しい仲間づくりを応援し、団体同士の出会いの場をつくります。 

・夏休みチャレンジ講座 

活動団体が講師となり、子どもたちが楽しめるミニ講座を開催します。 

８月５日（水）健康文化センター４階 ほほえみホール他 

・住民向け講座 （全２回） 

仲間と力を合わせてまちづくり、地域づくりを始めてみたい方の講座を開催します。 

第１回「６５歳の同窓会」（７月予定）健康文化センター４階 ほほえみホール 

第２回「６５歳の同窓会」８月 30日（日）13:30〜 健康文化センター１階 多目的室 

・まちづくり情報誌『おおぐちモード』の発行（偶数月） 

大口町を元気にする団体の活動や、活動センターの情報をお届けします。 

・ボランティア活動の場の提供 

✽ ささえる 

皆さんの活動をサポートします。 

・活動団体向けスキルアップ講座（全２回予定） 

・活動センター利用者説明会 

令和３年３月６日（土） 

活動センターの上手な活用方法を丁寧にお伝えします。 

令和２年度 町民活動センター 事業計画 

４月 ＆ 5 月   のイベント案内 

Vol.70 

まちづくり情報誌 ２０２０年 4月１日 発行 

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 

延期 

中止 

中止 

中止 

中止 

中止 



 

 

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。 

✽ 申請受付期間 ４月６日（月）〜 ５月 22日（金） 

✽ 公開プレゼンテーション ６月 13日（土）10:00～ 健康文化センター１階 多目的室   

※詳細は広報おおぐち４月号をご覧ください。 

 

  

 

1月 25日（土）健康文化センター４階ほほえみホールに

て 116名にご参加いただきました。「あなたと創る大口（ま

ち）の未来～協働から総働へ～」をテーマに、第 1 部は講師

の北村隆幸氏の講演、第２部では、円卓会議の手法を用いて

地域課題の見える化と共有という構成で開催しました。 

 

 

行政と団体を基本とした２団体が協力して取り組む「協働」から、

課題に対する関係者の力を合わせてみんなで協力して取り組む「総働」

が今後の地域が必要としている姿です。講演では、この地域の未来像を実現するために、ま

ずは課題に対する関係者を全て洗い出し、その問題がどうして起こっているのかを考える必

要性について学びました。そして、関係者が一堂に会してそれぞれの取り組みを紹介し、学

び合い、議論する円卓会議について、関市での事例を交えてご紹介いただきました。 
 

 

 

「中地域で災害が起こったら

～地域で地震が起きた時の課題

を共有する～」をテーマに、円卓

会議の手法を用いた話し合いを

会場で実際に行い、どのようなよ

さがあるかを学びました。円卓会

議に参加した団体は、それぞれ日

頃の活動と、活動する中で感じて

いる課題を紹介したのち、意見交換を行いました。 

中地域自治組織会長の近藤喜昭さんは、

「この場だけにせず、これから問題点を

洗い出し、住民の意識向上を目指す」と決

意を新たにされるなど、それぞれが取り

組むべきことをより明確にすることがで

きたと感じます。 

 

 

 

２月８日（土）健康文化センター1階多目的室にて、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「ウィル大口スポーツクラブ」

「サラダボールＣｏ.」の２団体が、大口町まちづくり道具箱整備事

業に「ウィル大口スポーツクラブ」がエントリー。想いの伝わるプ

レゼンテーションが行われ、３事業とも承認されました。 

 

 

松江市市民生活相談課の佐藤亮輔と申します。大口町役場 

地域協働課に１月 14日から 25日まで派遣研修で来ていました。 

大口町と松江市 

大口町が「松江開府の祖」堀尾吉晴公の生誕地である縁で、  

平成 27 年８月に姉妹都市提携しました。これまでに６名の  

職員が相互に派遣されたほか、やろ舞い大祭やふれあいまつり

などでも交流しています。 

共創・協働のまちづくり 

松江市は、市民、町内会・自治会、ＮＰＯ法人、市民活動団体、企業などと行政が企画段階

から一緒になって知恵を出し合い、それをともに実行する「共創・協働」の姿勢を大切にしな

がらまちづくりをすすめています。現在は、主な事業のうち約６割が「共創・協働」の手法で

実施されています。 

 

～「共創・協働」を進めるための取り組み～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣研修の感想 

大口町には今回はじめて訪れましたが、とても住みやすそうなまちだと思いました。また、 

住民の皆さんと行政との距離の近さを感じました。 

派遣期間中に地域やＮＰＯなどを訪問した際は親切に対応いただき感謝しています。派遣

された「縁」を大切に、今後も大口町の皆さんと交流を続けていきたいと思います。 

・お互いを知り、つながりを意識することが大切

だと知ることができた。 

・活動内容の違う団体が集まって、１つのテーマ

で話し合うのを実際に見て、面白いと思った。

色々な方面からの意見が出ていてよかった。 

・円卓会議の具体的なイメージがつかめました。 

アンケートより 

団体紹介特別編  『 松江市役所市民生活相談課 』 

  

  
共創のまちづくり推進本部会議 共創・協働マーケット 

共創のまちづくり事業補助金 

地域協働課の皆さんと

（中央が筆者） 

宍道湖、嫁ヶ島を題材にした短編映画 

松江城堀川の生き物調査、 

藻刈り体験 

共創・協働の出会いの場 全庁的に連携・推進 

令和２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  

 第１２回まちづくり協働フォーラム  

第１部 講演～総働ってどういうこと？～ 

   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 
要請があれば出張します！ 

 

第２部 みんなで話し合ってみよう～円卓会議のすすめ～ 

 

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 

 

○参加団体〇 

大口町中地域自治組織・

防災部会、余野地区、さ

つきケ丘地区、垣田地

区、大口町立大口西小学

校、西小校区あんしんパ

トロール団、民生委員・

児童委員、ＮＰＯ法人子

どもと文化の森、大口町

役場町民安全課 


