
 

 

 

✾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 まかせてルーム 

✾クレヨンクラブ 活動日 水曜 10:30～ 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 10/26 月曜 11/30 月曜 10:30～11:30 西児童ｾﾝﾀｰ１回 500 円  

予約制 090-6087-1872 親子とも検温、マスク着用 

✾子どもと文化の森  ちゃいるどすぺーす 限定 5 組（要予約）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 

 

 

 

 

  外国につながりのあるこども(おもに小中学生)のための、日本語・学習サポート教室が

スタートしました。こどもたちの日本語の勉強や、学校の宿題などをボランティアがサポー

トします。学校からのプリントや、日本の文化、習慣など保護者の皆さんも支援します。 

一緒に活動してくださるボランティアの方も募集しています。 

・日時：毎週木曜日 15時 30分～17時 30分 祝日、お盆、年末年始はお休み 

・場所：余野区集会場（大口町中地域自治組織事務所）※場所が変更になりました 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のために欠かせないマスクを必要としている方々にお

届けするため、使わないマスクの寄付募集を８月末まで行い、布マスク 321 枚・不織布マ

スク 234枚・手作りマスク 25枚、合計 580枚のご寄付をいただきました。 

集めたマスクは、大口町で活動する団体や福祉施設にお届けしました。 

ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 

 配布先 共生ホーム結、SHIPおおぐち、わたぼうし、ひまわりの会、 

大口ケアセンターあかり、Ｋライン、ゴールドエイジ大口、 

あいうえ Oguchi 
 

おおぐちモード掲載の団体活動情報を募集しています  

大口町民活動センターに登録されている団体の皆さんの活動情報

をおおぐちモードに掲載します。「こんな活動を行います」「こん

な活動を行いました」などの情報がありましたら、まちねっと大

口までご連絡ください。 

※スペースの都合により掲載できない場合もありますので、ご了承ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

秋も深まり、心地の良い季節になりました。過ごしやすくイベントや催しが盛りだくさん

の時期ですが、今年は新型コロナウイルスの影響で多くの行事が中止となっています。です

が手法を変え、感染症対策を徹底して、こんな状況でもできることをいろいろ企画していま

す。11 月には、中止となったふれあいまつりに代わるイベントとして、団体のパネル展示を

メインとした「YYまつり 2020」を開催しますので、ぜひお越しください。 
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 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。 

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 13回目を迎えます。 

今年度はコーディネーターに、ＮＰＯ法人せき・まちづくりＮＰＯ

ぶうめらん 代表理事 北村隆幸氏をお迎えし、みんなで大口の未来

を考えます。詳細は、おおぐちモード 12月号をご覧ください  

 

 

 

 7月 28日(火)大口町中央公民館Ｃ会議室にて団体向けスキルアップ講座「新しい生活様式

の中で活動を考える」を実施しました。 

 参加者は 30名。まち楽房有限会社代表取締役、加藤武志氏を 

コーディネーターにお迎えし、コロナ禍で、活動に制限がある 

中でも意欲的に活動を継続するために、「困りごと」「活動で 

工夫している事、新しく始めたこと」を共有し、これからの 

活動に活かしたいアイデア・ヒントについて話し合いました。 

        ★イチオシ活動 

         ・新しいことを覚える。SNSの活用。（YouTube・Facebookなど） 

         ・原点に立ち返り郵送・お手紙。 

         ・柔軟に前向きに、工夫し安全保ち実行！ 

         ・知識を蓄える。次への準備期間と考える。 

Vol.7３ 

まちづくり情報誌 ２０２０年１０月１日 発行 

「第 13 回大口町まちづくり協働フォーラム」開催します 

 

 
 

こどもの日本語・学習サポート教室 あいうえＯｇｕｃｈｉ 

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 

 

    団体向けスキルアップ講座「新しい生活様式」の中で活動を考える  

年 

月 日(土) 
13:30～16:00（予定） 

マスク回収のご協力ありがとうございました  

１０月 ＆ １１月   のイベント案内 

加藤氏持参のパーテーションを 

設置してのワーク 

フェイスシールドをしての講座 



 

 

 

              

11月 7日(土)・8日(日)に、町民および町内で活動する団体や事業所の PR

や発表の場として、「 まつり 2020～今できることを (やれるだけ) (やってみよ

う)～」を開催します。また、11月を 月間とし下記のイベントを実施し

ます。各団体とも、感染症対策に配慮して開催してくださいますので是非ご

参加ください。 

日 曜日 時間 イベント 場 所 主 催 内  容 

1(日)～30(月) 
大口町謎解き 

周遊ゲーム 
大口町内 チームダッシュ 

謎を解きながら大口町を巡り、 

秘密結社ﾀﾞﾗｰｸの野望を打ち砕こう 

7 土 
10:00～ 

15:00 
まつり 2020 

中央公民館 

集会室 

大口町／ 

NPO 法人 
まちねっと大口 

パネル展示・作品展示・ 

代行販売（団体等で制作した品物） 
8 日 

8 日 毎日運行便 
コミュニティバス 

無料 DAY 
大口町内 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽｻﾎﾟ隊

／大口町 
どれだけ乗っても無料！ 

11 水 
10:00～ 

13:00～ 
親子の happy spot 

憩いの四季 

娯楽室 

NPO 法人 

子どもと文化の森 

「木のおもちゃで遊ぶコーナー」 

「お母さんの癒しコーナー」 

「手作りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(お名前ﾌﾟﾚｰﾄ)」 

未就園児親子各 15 組(要申込) 

21 土 
18:00～

21:00 

おおぐち光燈路 

 ～祈りの燈路～ 

大口町役場 

駐車場 
チーム GOGO大口 

コロナウイルスが、一日も早く 

収束するように願いを込め、 

行灯を展示 22 日 

   

 

 

コロナ禍で大人数が集まる会議や活動の開催が難しくなってい

る中、注目を集めているオンラインツールの基本的な使い方を学

ぶ講座を開催しました。 

8月 4日(火)に「基礎編 LINE」として、LINEの導入などの基礎

から、会議で活用できるグループビデオ通話の使い方を実践しま

した。また、8月 25日(火)には、「応用編 Zoom」として、Zoom で

の会議への参加の仕方や主催方法などを学びました。 

この他にも、8月 7日(金)に子どもと文化の森さんのご希望で

Zoom講座を行うなど、希望に応じて随時講座を開催しています。 

団体さんから「オンラインでの活動が始まっている」、「これから

オンラインで活動を始めようかと考えている」という声が聞かれま

す。今後も随時講座を開催しますので、ぜひご参加いただき、新し

い活動方法のひとつとして、ご活用いただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～大口町かってに応援団スタンプラリー～ 

第 2 期 「活動団体」編  
期間：10月 1日(木)～11月 30日(月) 

景品引換え：10月 1日(木)～12月 18日(金) 

※第 1期で集めたスタンプカードも有効です。 

※第 1期で景品をもらった方も参加できます。（1家族 1回） 

 

  

 

 

 

 

 ☆彡 活動を始めたきっかけは居場所づくり 

  代表が学校や社会生活の中で居場所がなかった経験から、 

同じように居場所がないと感じている人たちに居場所を提供

したいという思いで、2016年に団体を立ち上げました。 
 

☆彡 誰もが暮らしやすくなるように 

昨年までは、フェスやマルシェ・ワークショップ、さらに講演活動や

LGBT学習会など様々な活動を行ってきましたが、現在は新型コロナウイ

ルス拡散防止のために、人の集まる催しはできないので、代わりに Zoom

を使って、講演活動・勉強会・イベント等を行っています。 

他にも、マイノリティの人たちへの理解を広げるために、啓発ポスター

を募集して展示したり、SNSやメディアから情報発信する活動も行ってい

ます。いじめ撲滅ポスターの優秀作品を FC2ブログで掲載していますの

で、ぜひご覧ください。  
 

☆彡 これからやっていきたいこと 

今後は、活動範囲を広げ、各市町がそれぞれ発信している情報を 1つにまとめ各市町の枠

組みを超えて皆が共有できる仕組みを作りたいです。 

そして、大きな夢は、学校に行けない子どもたちの居場所となるフリー

スクールとお年寄りやいろいろな障がいのある方、応援してくれる地域の

方が誰でも来られる交流サロンが一緒になった場所を作ることです。 

皆が輝ける居場所を作れるようにこれからも活動を続けていきたいです。 
 
● サンタクロースの家族のポスターを募集中です ● 

 詳しい募集要項は、FC２ブログに書いてありますのでご覧ください。 

FC2 ブログ          https://starsrainbow.blog.fc2.com/         

スターレインボーホームページ https://starsrainbow0126.com/ 

団 体 紹 介 Vol.３７ 『尾張輝虹会スターレインボー』  

 やってみよう！オンラインミーティング 

 

 

月間 開催イベント  大口町かってに応援団スタンプラリー  

講座の参加を希望する方は、ご希望の日時をご相談ください。 

内容：基礎編【LINE】 ・ 応用編【Zoom】 ／時間：1回 約 1時間 30分程度 

場所：大口町民活動センター まかせてルーム／定員：５名程度 

景品引き換え・お問合せ 

NPO法人まちねっと大口（大口町健康文化センター2階）  

TEL・FAX 22－6642 

第 2期の景品は、各参加店舗に 

掲示しています。 

https://starsrainbow.blog.fc2.com/
https://starsrainbow0126.com/?fbclid=IwAR2dIUIWxj-I4EoeXFXJQbX1YoD4QEglhT8J9sV5jz3bAHn3xNVHS2J8HwE

