
 

 
 

月 日 曜日 開始時間 内   容 場  所 主  催 要 項 

6 13 日 9:30 大口子どもカレッジ（全 4回） 中央公民館ほか サラダボール Co. 
要予約 

有料 

✾ｳｨﾙ大口ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 各イベントの開催日はウィル大口 (95-1313) へお問い合わせください 

健康麻雀  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   

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) 

✾ｸﾚﾖﾝｸﾗﾌﾞ 活動日  4/7･14･21 5/12･19・26 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 4/19 5/17 余野学共 2 階集会室 4/26 5/31 西児童ｾﾝﾀｰ 月曜 10:30～11:30 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   ぽっかぽかこども食堂  第 3土曜 17:00～ カフェＡｎｔ愛北市場内 100 食限定お弁当 

 

 

 

ふれあいまつりは、町内で活動する団体や企業が日頃の活動を PRすることで、他の団体や地域住

民または行政と交流しふれあえる場づくりを目的として開催しています。 

昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりましたが、今年度は感染症対策を徹

底したうえで、下記の日程にて開催を予定しています。 

出展者募集を６月頃に行います。詳細は広報おおぐち 6月号などで

ご案内しますので、ぜひお申し込みください。 

※例年より募集時期が早くなりますので、ご注意ください。 

🌼 開 催 日 令和３年 11 月６日（土）・７日（日） 

🌼 問合せ先 NPO法人まちねっと大口 TEL22-6642  

 

企業登録制度ができました！ 

大口町内で地域貢献活動を実施しようとする企業の登録ができるようになり

ました。地域貢献活動をお考えの企業の皆さん、町民活動センターに登録し

て、私たちと一緒にまちづくりに取り組んでみませんか？ 

※利用は非営利の活動に限り、内容によっては利用できない場合もあります

ので、ご相談ください。 

🌼 サービス内容 詳細は配布している利用登録の案内をご覧いただくか、お問い合わ

せください。（例：受付代行、業務代行、チラシ・ポスターの掲示、

備品貸出など） 

🌼 運営協力 金 一口 5,000円／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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 12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３日（火）～５日（木）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。 

９月開催予定 

・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） 

ＳＮＳ講座はご要望があれば開催しますので、お問い合わせください。 

・活動センター利用者説明会 

令和４年３月５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３年度 町民活動センター 事業計画 

４月 ＆ ５月 ＆ ６月   イベント案内 

Vol.76 

まちづくり情報誌 ２０２１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 

ふれあいまつり２０２１  

5月は第 4土曜 5/22（土）の開催になりました 



 

 

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、ＮＰＯ法人まちねっと大口へご相談ください。 

✽ 申請受付期間 ４月５日（月）〜 ５月 21日（金） 

✽ プレゼンテーション ６月頃  

※詳細は広報おおぐち４月号をご覧ください。 

 

  

 ２月７日（日）憩いの四季研修室及び、ZOOM での中継による第２会場まかせてルームをあ

わせ、13名にご参加いただき「動画編集・発信講座」を開催しました。 

 講師には、動画作成のプロフェッショナルであり、

12 月 5 日に実施した「悪疫退散！花火でまちに元気

を！」の撮影を担当していただいた、NEXT ARROW（株）

のスタッフをお迎えし、コロナウイルス感染症予防

対策として、検温、消毒、会場の人数制限、マスク、

フェイスシールドの着用など十分に対策をした上で

実施しました。 

iMovie を使った動画編集の体験講座として、第１部の基礎

編では、動画のカットや BGM の挿入の方法、映像の切り替え

効果などを学び、それぞれのオリジナル動画を編集作成し、第

２部の応用編では、さらに見ごたえのある動画にするための

撮影のコツと、画像の色の調整や、動画のつなぎ目を加工する

方法など、ステップアップした編集の方法と、YouTube へのア

ップロードを体験しました。 

参加希望者多数のため設けた第 2 会場の大口

町民活動センターでは、5名の方にご参加いただ

き、ZOOM での中継により、第 1会場の講座を受

講しながら動画編集を学び、同時に ZOOMの体験

をしていただく機会ともなりました。 

緊急事態宣言による公共施設の使用規制などにより、多くの団体の活動や、イベント等が

影響を受ける中、子育て団体、多文化共生団体、文化協会、体育協会、地域など様々な分野で

活動されている方にご参加いただき、ジャンルを問わず、「新しい生活様式」の中での活動へ

の意欲と、動画配信への関心の高さがうかがえました。 

これからの活動では、ＳＮＳでの発信が必要なものとなってきています。講座受講を機会

に、コロナ対策としてだけでなく、新しい活動の形として、動画を使ってのＰＲなど、活動の

幅を広げていただければと思います。 

 

 

 

 

２月６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の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「ひまわりの会」がエント

リー。当日プレゼンテーションが行われ、ぽっかぽかこども食

堂が承認されました。 

 

 

少年野球チーム『大口ファンキーモンキーズ（通称：ファンモン）』 

野球をしたい子ならどんな子でも野球ができる環境を提

供したいと思い、2013年に少年野球チーム「大口ファンキ

ーモンキーズ」をスタートしました。クラブチームなので

指導やお茶当番などの保護者の負担もなく、地区も限定し

ていません。現在は大口西小学校を中心に８つの小学校の

児童 38名が参加し一緒に活動しています。 

野球経験者が熱く指導します 

代表の大澤さんは日本体育大学野球部 OBで監督、その

他にも高校や大学の野球部出身の専属コーチ３名、少年野

球監督経験者 1名、野球が好きなお父さんコーチも参加

し、初めての子から本格的に取り組みたい子まで、その子

に合わせ丁寧な指導を行っています。また、練習は土日祝

日に行っていますが、時間を半日に限定し、質の高い練習

を集中して行うようにしており、練習のない時間には野球

以外にもいろいろな経験ができる事を優先しています。 

 

 

 
  

 

目標は大会優勝！ 

これからも練習に励み、力をつけて、どんな大会でもい

いので優勝することが今の目標です。団員全員で野球を全

力で楽しみ、強いチームを作っていきたいです。 

 

 

団体紹介 Vol.40   『 大口ボランティアベースボール 』 

令和３年度第２次 元気なまちづくり事業助成のプレゼンテーション  

活動団体向けスキルアップ講座「動画編集・発信講座」 

 

 

   令和３年度第 1 次 元気なまちづくり事業助成のプレゼンテーション  

☆ メンバー募集中！ 詳しくは ⇒ https://oguchi-funky-monkeys.crayonsite.com/ 

練習場所     大口西小学校 または 白山グラウンド（カネスエ東） 

活動日時   土日祝日 午前 9:00～12:00・午後 13:00～16:30 のどちらか半日（基本）   

メンバー   年少 ～ 小学６年生  

野球がやりたい子、誰でも大歓迎！まずは体験に来てください！  

代表・連絡先 大澤一人 090-3556-4486  

特に 

1・2・3 年生！ 

大募集！ 
 

最近の戦績 
2019 年度 愛知北新人リーグ第 3 位 
2020 年度 スギモト杯新人大会 3回戦進出 
2020 年度 愛知北新人リーグ第 3 位 
2020 年度 プライドジャパン新人大会 

2 回戦進出 


