
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備 考 

2 19 土 10:00 
キッズスポーツ 

フェスティバル 
オークマ 

グラウンド 

ウィル大口 

スポーツクラブ 

年中・年長対象 参加費無料 

協賛：ひつまぶし備長 

3 20 日 9:00 スイムフェスティバル 
オークマ 

温水プール 

ウィル大口 

スポーツクラブ 

要申込み（2/6(日)まで） 

大人 300 円＋1 種目 400 円 

子ども 100 円＋1 種目 400 円 

✾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  2/2･9･16 3/2･9･16 水曜 10:00～ 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 2/21 3/14 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 10:00～11:30（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 17:30～ カフェＡｎｔ愛北市場内 100 食限定お弁当 

 

 

 

11月 28日(日)に、SDGsって何だろう？～「SDGs de 

地方創生」カードゲーム体験会～を開催しました。 

講師は、SDGs de 地方創生 公認ファシリテーターで

ある安田真紀さん。地方創生と SDGsについてのお話の

後、カードゲーム体験会を行いました。 

住民と行政のグループに分かれ、それぞれの目標を

達成し、安心して暮らし続けられるまちを目指して、

活動に取り組みます。はじめはどう動いたらよいか分

からなかった方たちも、後半になると他のグループと

協力しながらゲームを進め、最終的にとても暮らしや

すい理想的なまちをつくることができました。 

また、ゲーム後の振り返りの中で、自分たちの活動

が SDGsのどの取り組みに当てはまるのかを考え、パネ

ルに貼り出しました。 

今回体験したことをこれからの活動に活かしていただ

けたら嬉しいです。ご参加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、企業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。 

３月には大口町のまちづくりの仲間が一堂に会す「第 14回まちづくり協働フォーラム」を

開催します。皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師・コーディネーター 

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 

総働(みんなで支え合う)によるまちづくり 

みんなで支え合い、住み続けたいと

思える町を実現していくために、いろ

いろな人たちが話し合いながら事業を

進めていくプロセスを考えます。 
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丹羽郡大口町伝右一丁目 35 番地 健康文化センター2 階  

月～土 9 時～12 時、13 時～17 時 （祝日、健康文化センター閉館日を除く） 

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

( 問合せ先 
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「第 14 回大口町まちづくり協働フォーラム」開催します 

SDGs って何だろう?～「SDGs de 地方創生」カードゲーム体験会～  

ご案内 

令和４年 

３月 13 日(日) 
13:30～15:30 

健康文化センター４階 

 ほほえみホール 

第１部 講演 

総働によるまちづくりの実現に向けて 

❖ 地域カルテから見えるまちの現状とこれから 

 地域協働課

❖ 実践から学ぶ、みんなで進めるまちづくり 

 講師：北村 隆幸 氏 

第２部 パネルディスカッション 

実践者に聞く、実現のためのプロセス 

❖ 関市武芸川町まちづくり協議会、美濃加茂市

古井
こ び

地区の実践者から学ぶ 

活動団体パネル 

展示します！ 

✿ ✿

まかせて広場に掲示中 

カードゲーム体験中！ 



 

 

大口フットボールクラブ 
 

場 所：上小口グラウンド 

活動日：土・日 5・6年 8～10時 

    1～4年 10～12時 

連絡先：生涯学習課 0587-95-3155 
 
サッカーを基本に、スポーツ少年団の理

念を尊び、少年期にしか養えない心の礎

を育んでいます。皆さん大口 FCの Tobira

をたたいてみませんか！！ 

大口チェリーズ 
 

場 所：大口町内の小学校体育館 

活動日：木 19～21時 

    土 13～17時 日 8～12時 

連絡先：伊藤 090-6595-0359 
 
地域社会との交流を通じて、協調性や 

創造性を養い、社会のルールや思いやり

の心を学びます。ひとつのボールをチー

ムで繋いで絆が深まるスポーツ、一緒に

楽しもう！ 

 

 

 

大口タイガース 
 

場 所：主に大口北小学校 
活動日：土・日（夏季は半日） 

8～12時、13～16時 
連絡先：酒井 090-9896-6639 
 
野球を通じて、体力作りはもちろん、挨

拶・礼儀等のマナーや協調性、チームワ

ークの大切さを学ぶことができます。 

心ひとつに全員野球！みんなで野球しよ

う！友達と一緒に体験に来てください。 
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利用説明会ご案内  

来年度の利用説明と登録・更新手続きを行います。子ども会及び行政区、また

担当者が交代される団体の方はご参加ください。まだセンターに登録していない

団体の皆さんも、この機会にぜひ登録をご検討ください。 

● 日 時 ３月５日（土）第 1部 9:30～10:30 子ども会 

第 2部 10:30～11:30 団体・行政区等 

● 場 所 健康文化センター1F多目的室 

✿ 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。お問い合わせください。 

✿ 利用登録・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４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。 

✿ サービス内容 

協働のまちづくりを推進するため、『活動サポートの場』として様々な情報やサービスを

提供しています。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（ラミネート・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 

       令和４年度第１次『元気なまちづくり事業助成金』 

プレゼンテーションのご案内        

２月 19日（土）10:00～  

健康文化センター１階多目的室 

 

 

 

大口町スポーツ少年団は、スポーツ少年団相互の親睦と交流、大会の開催、町の社会体育教

育に関するイベントの協力や奉仕活動などを行っています。対象は小学生で、今は 4 つの団

が所属して楽しく活動しています。入学、進級の春はもうすぐです。新しい活動をスポーツ少

年団で始めてみませんか。ぜひ各団にご連絡ください！ 

 

 

 

令和４年度 町民活動センター 利用案内 団 体 紹 介 Vol.45 『大口町スポーツ少年団』 

年間（1 口） 

大口オールキングス 
 

場 所：大口南小学校 
活動日：土 13～17時 

日  8～12時 
連絡先：生涯学習課 0587-95-3155 
 
スローガンは「全員野球」。団員をはじめ、

監督、コーチ、団員家族一丸となって、い

つも笑顔で勝利を目指しています。 

ティーボールは柔らかいボールを使うの

で低学年から楽しめますよ！ 

ご案内 


