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12
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日

10:00

もちつき大会

堀尾跡公園横
八剣社グラウンド

ボーイスカウト

親子同伴（保育園・幼稚園～小学
3 年生位まで）
参加費なし・要予約 090-8180-1248

1

17

日

9:30
集合

親子ハイキング

大口町役場前集合

ボーイスカウト

親子同伴（保育園・幼稚園～小学
3 年生位まで） 持ち物:おにぎり
参加費なし・要予約 090-8180-1248

✾ｸﾚﾖﾝｸﾗﾌﾞ

活動日 12/2･9･16 1/13･20･27 水曜 10:30～ 余野学共 2 階集会室(会員制)見学歓迎 担当 江口
ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 12/14 月曜 1/25 月曜 10:30～11:30 西児童ｾﾝﾀｰ１回 500 円
予約制 090-6087-1872 親はマスク着用、親子とも検温
✾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
✾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
✾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
✾ひまわりの会
ぽっかぽか子ども食堂 第３土曜 17:00～ カフェＡｎｔ愛北市場内 100 食限定お弁当

早いもので、今年も残すところあと 1 ヶ月になりました。
今年は新型コロナウイルスの影響で、生活様式が大きく変わり、活動の仕方や地域との関
わり方を改めて考えるきっかけとなりました。
12 月には大口町のまちづくりの仲間が一堂に会す「第 13 回まちづくり協働フォーラム」を
開催します。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。

「第 13 回大口町まちづくり協働フォーラム」開催します

2020 年
活動団体向けスキルアップ講座

１２月 2０日(日)
13:30～16:00
場所：健康文化センター４階
ほほえみホール

『動画編集・発信講座』

大口町は、住民自治による地域社会の確立

「新しい生活様式」の中で活動の幅を広げよう

を目指し、住民一人ひとりが我が事として主
体的に参加するまちづくりを進めています。

YouTube・インスタグラムなどを利用した、新しい活動を応援するために、動画の作成
や、有効な発信の方法を学ぶ講座を企画しました。
講師に、ふれあいまつりの音響を担当していただいている、映像作成でもプロフェッショ
ナルである「アズオン」をお迎えし、動画の作り方と発信の方法について学びます。

今年のフォーラムは、他地域の先進事例を
学び、コロナ禍でもぐらつくことがない「み
んなで支え合う地域づくり」を考えます。
●

１．0 からの動画づくりとＳＮＳ・YouTube 投稿

大口町民活動センター

まかせてルームにて開催

／ 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
ホームページ https://machinetoguchi.com
E-mail：machinet@heart.ocn.ne.jp

オンラインゲスト

開催予定

※受付開始など詳細はチラシにてご案内いたします。

発行：特定非営利活動法人まちねっと大口

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

２月

２．動画編集ステップアップ講座

講師・コーディネーター

TEL/FAX：22－6642

●

東近江市中野地区まちづくり協議会
小梶 猛さん

プログラム
第１部 講演会
拠点を活用し、つながり支え合うことでできること
第２部 事業を棚卸し！
コロナ禍で見えた、地域で本当に必要なこと
活動団体パネル展

講師：北村

隆幸

氏

定員
５０名
(町内活動者優先、先着順)
●

※マスクを着用ください。
本人または、ご家族の体調
が悪い方はご遠慮ください。

令和３年度第１次

元気なまちづくり助成事業

大口町で活動する住民団体が行う公益性のある事業について、助成申請の受付を行います。
「元気なまちづくり事業」のうち、事業費の確保が困難な時、
元気なまちづくり事業助成金の制度で、事業実施の応援をします。
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１日（火）～１月 15 日（金）
🌼 公開プレゼンテーション 2 月 6 日（土）10:00～ 健康文化センター１階多目的室

やってみよう！オンラインミーティング

今後も随時講座を開催しますので、使い方を
知りたい、もっと活用する方法を知りたいな
ど、皆さんのご参加をお待ちしています。

第 11 回「住友理工

◆随時講座を開催しています。参加を
ご希望の方は、日時をご相談ください。
内容：「LINE 講座」・
「Zoom 講座」
時間：1 回 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

夢・街・人づくり助成金 in 北尾張」

10 月 11 日(日)に、大口町健康文化センターほほえみホールにて、第 11
回「住友理工 夢・街・人づくり助成金 in 北尾張」の第 2 次審査会が開
催されました。
6 団体から事業内容や想いをお話しいただき、審査委員
会による審査を行った結果、以下の団体への助成金交付
が決定しました。
◆助成金交付決定団体
部 門

団 体 名

事 業 名

魚が棲める川にする会

魚が棲める川にする事業

あいうえ Oguchi

外国につながるこどもの日本語、学習サポート事業

おもちゃの図書館「まごころ」

おもちゃの図書館「まごころ」事業

花・花の会

町角、花の植栽事業

街・人づくり

チーム GOGO 大口

おおぐち光燈路事業

部門(10 万円)

みんなのお家 ひなたぼっこ

地域が繋がり守る子育て事業

夢づくり
スタート部門
(5 万円)

８月 27 日、「愛知県内市民活動支援センター情報交流会 2020」が、オンラインにより開催
されました。今回は 24 団体が参加し、「地元企業のＣＳＲ活動・地域貢献活動にセンターと
してどう付き合い、どうつながっていくか」「地元企業とＮＰＯ・ボランティアとの協働に
ついて考える」について意見交換し、コロナ禍での各市町の市民活動センター再
開後の状況の情報交換を行いました。ブレイクアウトセッションの機能を使い、
各グループで交流を深め、情報を交換し合う機会となりました。

団体紹介

Vol.38

『大口町消費生活クラブ

創立から 37 年 環境に良いことをしています
昭和 58 年に、界面活性剤で汚れた川や田んぼの水をもう一度きれい
にしようと活動を始めました。そこから地産地消、ごみを減らす等、環
境に配慮した生活を送るための消費生活全般に関わる工夫を広める活
動を続けてきました。商品量目検査という食品の商品の計量が公正か
を調べる検査も愛知県から委託され行っており、大口町の消費生活の
エキスパートとして幅広く活動をしています。

9 月に、コミュニケーションスキルアップ講座
「やってみよう！オンラインミーティング」の
「LINE 講座」を土曜クラブと中地域ポールウォ
ーキングの皆さんに、「Zoom 講座」を SHIP おお
ぐちの皆さんに向けて開催しました。
参加者からは、「丁寧に教えていただけた」、
「すごく便利で活用していきたい」などの声が
聞かれました。

愛知県内支援センター交流会 2020

消費生活講座を開催
これまでに、大根一本を使い切る料理教室や米袋で買い物袋を作る
教室等、捨てられるものを活かす方法の講座を毎年開催してきました。
今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため行えませんが、でき
る時が来たら再開しますのでぜひご参加下さい。

せっけん作り

EM 菌入り廃油せっけんの販売
家庭から出される廃油を利用してせっけんを作り販売して
います。汚れ落ちが良いのでぜひ一度お試しください。
また、手作りマスク、手編みのアクリルたわしも制作し販売
しています。
世の中のためになる活動をしながら、人生も楽しく
メンバーの平均年齢は 80 歳。月に２回楽しく活動しています。
常に新しいことを吸収するために、これまで年に２回、研修に出
かけていました。仲間で行った研修の思い出は宝物です。
仲間を大切に、活動の時間がメンバーにとっても楽しい時間に
なるように活動しています。みんな元気に末永く活動を続けてい
きたいです。
手作りのＥＭ菌入り廃油せっけん（固形・液体）
マスク、アクリルたわしの販売
日 時： 毎月 第 1・３水曜日 １０：００～１２：００
場 所： 役場玄関ホール
＊メンバーを募集しています。販売の時に直接お越しください。

