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月 日 曜日 開始時間 内   容 場  所 主  催 要 項 

2 6 土 10:00 

第１次元気なまちづくり事業助成等

のプレゼンテーション 

※新型コロナ対策のため公開しません 

健康文化センター1F 

多目的室 
大口町地域協働課  

3 21 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 

✾ｸﾚﾖﾝｸﾗﾌﾞ 活動日  2/3･10･17・24 3/3･10・17(令和 3 年度入会説明会)水曜 10:30～  

3/13(お別れ会)土曜 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 2/22 3/22 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 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 まかせて広場 

✾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 

 

 

 

まつり２０２０～今できることをやれるだけやってみよう～ 

11月 7日(土)、8日(日)の 2日間、 まつり 2020が開催

され、約 260 名の方にお越しいただきました。 

当日は感染症対策に配慮しながら、団体等の活動紹介パネル

や作品の展示、手作り品や物産の販売を行い、来場いただい

た皆さんに楽しんでいただきました。 

出展、ご来場いただいた皆さん、ありがとうございました。 

月間 団体イベント 

11月を 月間とし、下記の団体にご協力いただき、町内の皆

さんに楽しんでいただけるような事業を実施していただきまし

た。 

🌼 チームダッシュ「大口町謎解き周遊ゲーム」 
🌼 ＮＰＯ法人子どもと文化の森「親子の happy spot」 

悪疫退散！花火でまちに元気を！ 
大口町の「悪疫退散」「無病息災」を願い、皆さんに笑顔と元気を届

けるため、12月 5日(土)に花火の打ち上げを行いました。「花火を見て

元気が出た」「感動した」「ありがとう」などの声が多く聞かれまし

た。 

ご協賛や、募金をしてくださった皆さん、近隣の方々、周辺警備や

翌日の清掃ボランティアにご協力いただいた皆さんのおかげで、無事

打ち上げることができました。誠にありがとうございました。 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

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ので、施設の利用や困り事

の相談など、お気軽にお越しください。 

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。 

 

0 

 

 利用説明会中止のお知らせ  

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、来年度の利用説明会を

中止とさせていただきます。登録・更新手続きは個別にて２月から行いますので、

町民活動センターへお越しください。 

✿ 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） 

※閉館時間が変更になる場合がありますので、お問い合わせ

ください。 

✿ サービス内容 

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（ラミネータ―・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 3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） 

Vol.75 

まちづくり情報誌 ２０２1年２月１日 発行 
２月 ＆ ３月   のイベント案内 

令和３年度 町民活動センター 利用案内 

月間 開催イベント  



 

 

 

ランチ 550 円 

（プラス 100 円でドリンク付） 

野菜たっぷり！ 

美味しい＆身体にやさしいです♪ 

 

  

 

 

 

「新しい生活様式」の中で活動の幅を広げよう 

 YouTube など動画の配信を利用した、新しい活動を応援するために、講師に映像作

成のプロフェッショナルをお迎えし、動画の作り方と発信の方法について学びます。 

日 時：２月７日（日） 

13:15～14:45 基本講座 動画の編集と YouTube へのアップロード 

15:00～16:30 応用講座 撮影のコツと編集のステップアップ 

場 所：大口町民活動センター まかせてルーム 

定 員：各８名 

 

 

 

12月 20日（日）健康文化センター４階ほほえみホールに

て「あなたと創る大口（まち）の未来～協働から総働へ～」

集う×つながる→できる²をテーマに、つながり支え合うま

ちづくりについて考えました。 

 

 

課題に対する関係者がみんなで協力して、話し合い取り組む

「総働」でまちづくりをしていくため、実際に円卓会議の手法で

まちづくりをしている東近江市中野地区の事例から学びました。

ゲスト出演の小梶氏から、どのように活動を進めているかをうかがい、自分たちのことに置

き換えて考えてみました。コロナ禍でできなかった事業の中でも、やらなくてもあまり影響

がなかったもの、やれないことで、必要性が見えたものなど、事業を精査し、よりよい事業

にするための準備期間にすることも提案されました。 
 

 

 

「コロナ禍で見えた、地域で本当に必要なこと」

をテーマに、団体で行っている事業を整理し、対象

となる人が、本当に困っていること、必要なことを

洗い出しました。その後、それぞれが記入した

ワークシートを見て回り、感想やアイデア、ア

ドバイスを送り合いました。 

それにより、一緒に取り組むことで解決で

きないか、支え合うことでできる取り組みが

ないかを考える機会となりました。 

 

 
 

 

8月にスタートしたスタンプラリーは、11月 30日で終了いたしまし

た。350名を超えるたくさんの方にご参加いただき「行ったことのない

お店に行くいい機会になった」「いつもと違うお客様に来てもらえ

た」等のお声をいただきました。景品を協賛くださった団体・企業・

住民の皆様、ご協力くださった飲食店の皆様、スタンプを集めてくだ

さった皆様、ご参加どうもありがとうございました！  

 

 

大口町内の方にお仕事をご紹介 

事業所・公共団体・家庭などから引き受けたお仕事を会員登

録していただいた 45歳以上の方にご紹介しています。 

仕事の内容は、剪定・草刈・除草作業等の外作業をはじめ清

掃・施設管理・企業の軽作業・家事サービス等いろいろあり自

分の希望に合った働き方ができます。 

安全第一で楽しく仕事をしてもらえるように努めています 

80代の会員さんも元気にご活躍中です。「生活に張り

合いが出た」「いい緊張感を持てるようになって健康作り

にも役立っている」と言っていただくことも多く、働く

ことで人とのつながりもできます。第二の人生の生きが

い作りにもぜひお役立てください。 

カフェきんもくせい 営業中です！ 

施設内には、“カフェきんもくせい”があります。 

朝はモーニングを、昼にはランチもご提供しています。 

テーブル間の距離を開け、対面になる座席にはアクリル板

を設置し、安全にご利用いただけるように努めています。 

ぜひお気軽にご利用下さい。 

 

 

団体紹介 Vol.39 『 大口町コミュニティー・ワークセンター 』 

第 13 回大口町まちづくり協働フォーラム  

   「大口町かってに応援団」スタンプラリー終了 活動団体向けスキルアップ講座「動画編集・発信講座」   

・コロナ禍でも新たにやれることを拠点

でやっている取り組みが勉強になった。 

・1つの課題に対し、多機関で連携して取

り組む必要性を改めて実感した。 

・同じように活動に困っている団体も多

く、協力して続けていければと思う。 

 

アンケートより 

第１部 講演 

第２部 事業を棚卸し！～個人ワーク～ 

✿ カフェきんもくせい 営業日 ✿ 

月・水・金 ８：30 ～ 15：00 

モーニング ８：30 ～ 11：00 

ラ ン チ 11：00 ～ 14：00 

 

☆ お仕事をご希望の方は入会説明会にお越しください ☆ 

入会説明会 毎月 第３火曜日 ９：30～ 

場     所 大口町コミュニティー・ワークセンター内 

      下小口六丁目 48 番地１  

お 問 合 せ 0587-95-8101 

講師： 

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 


