
 

 
 

月 日 曜日 時間 内 容 場 所 主 催 備 考 

2 4 土 15:00 
極める大人のチャレンジ講座 

『身体を整えて若返ろう！』 

中央公民館 

娯楽室 

まちねっと大口 

/大口町 
参加費無料 

3 

4 土 17:00 
極める大人のチャレンジ講座 

『体を動かして健康になろう！』 

健康文化ｾﾝﾀｰ 

1 階多目的室 

まちねっと大口 

/大口町 
参加費無料 

18～31 土～金  
戦国時代のぬり絵ｺﾝｸｰﾙ作品展・ 

ｽﾀｰﾚｲﾝﾎﾞｰの活動パネル展 

MEGA ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ 

UNY 大口店 

輝虹会ｽﾀｰﾚｲﾝﾎﾞｰ 

大口支部 
 

19 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(2/5 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  2/1･8･15･22 3/1･8･15(お別れ会)･29(説明会)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 2/6 3/6 余野学共 2/20 3/20 西児童ｾﾝﾀｰ 月曜 10:30～11:30１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  2・3 月は休み 

 

 

健康や生きがいづくりのため、地域での活動を始めるきっかけとして「極める大人のチャ

レンジ講座」を開催しています。Vol.５、Vol.６の様子を報告します。 

 11/26（土）司法書士・相続アドバイザーの、石原隆次氏

をお迎えし、相続について何が重要で、何が必要かを、ご

自身の体験も含めて、分かりやすく説明いただきました。 

 関心が高く、定員を増やしての実施となり、「相続のい

ろいろな知識がわかった。」「普段聞くことのできない話を

聞けた。」という感想をいただきました。 

 12/9（金）みほほ工房 吉田美穂さんによる、遊字ア

ートで作るカレンダーの講座を行いました。 

 来年の目標や、好きな言葉などを、自由な感覚で書き、

楽しく自分だけのオリジナルカレンダーを作りました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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。 

 

0 

 

 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４日（土）9:30～11:00 活動センター説明 

● 場 所 健康文化センター４Fほほえみホール 

 

✿ 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５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。 

✿ 料金改定について 

価格の上昇により令和５年 1月より下記のとおり、コピー用紙の一部料金を改

定させていただくことになりました。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

サービス内容 改正前料金 改正後料金 

Ａ４ ５００枚（白） ３５０円 ４００円 

Ａ３ ５００枚（白） ８００円 ８５０円 
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まちづくり情報誌 ２０２３年２月 発行 
２月 ＆ ３月   のイベント案内 

令和５年度 町民活動センター 利用案内 

極める大人のチャレンジ講座 vol.５・６ 

年間（1 口） 

ご案内 

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 

（０５８７） 

２２－６６４２ 

報告 

https://machinetoguchi.com/


 

 

 

12月 11日（日）に、あなたと創る大口（まち）の未来

「60周年まちづくりマーケット」と題し、60年のまちづ

くりを振り返り、今後のまちづくりを一緒に進める仲間と

の交流・商談会(マッチング)を行いました。 

年末の多忙な時期に関わらず、団体・地域・行政・各種

学校や町会議員など、30団体 70名にご参加いただきまし

た。皆さま、ご参加・ご協力ありがとうございました！ 

         地域協働課大森課長から、懐かしい写真と 

        と共に、商業や工業もなかった貧しい村だっ 

た頃の逆境から、50年後を見据えたまちづくりに挑戦し、

企業誘致や五条川を住民の憩いの場とすべく先人たちが築い

た自立の礎の話を伺いました。 

 そして、大口町のまちづくりを特徴づけているキーワードは「人」であり、参画と協働に

よる取り組みがこのまちの元気の源となっているまちづくりの 60年を振り返りました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

第２部では、まち楽房（らぼ）の加藤武志さんのコーディネートで、「まち

づくり見本市（ショーケース）＆商談会と題し、交流会を行いました。 

  

                   １５分間×４団体 

                                        と交流しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 民生委員・児童委員の集まりです 

大口町には 33名の民生委員・児童委員がいます。厚生労

働大臣から委嘱され、地域の子どもからお年寄りまで皆が

元気で安心して暮らせるように見守りや相談支援を行って

います。この協議会は、民生委員・児童委員が協力・連携

して、地域社会福祉の増進に寄与できるように資質の向上

に努めるための集まりです。 

✿ 地域にいる身近な相談相手・つなぎ役 

65歳以上の単身高齢者・75歳以上の高齢者世帯への訪問、

見守りをする「高齢者見守り事業」、5か月児、1歳児の訪問に

より子育てを応援する「大口町ドアノッキング事業」、高齢者

施設を訪問する「友愛訪問」、「あいさつ運動」等の活動を行っ

ています。また、町にはいろいろな福祉制度や支援サービスが

あるので、困りごとがある方が必要なサービスが受けられるよ

うに関係機関とつなぐ「つなぎ役」もしています。ぜひ気軽に

相談して下さい。秘密は厳守します。 

✿ コロナ禍でもできることを 

対面でする活動が多いので、ここ数年は思うように活動できず、そんな中でも何かできる

ことをと考え、昨年度は高齢者施設、障がい者施設、保育園、幼稚園、小学校にタオル、手

作りぞうきん等の寄付を行い、喜んでいただきました。コロナ禍はいつまで続くかわかりま

せんが、できることをして、地域の中でお互いを思いやる人間関係を育て、誰もが住みやす

いまちづくりにつなげていけるよう、役割を果たしていきたいです。 

 

 

 

極める大人のチャレンジ講座 vol.８・９ 

 

 
 

 団 体 紹 介 Vol.５１ 『大口町民生委員・児童委員協議会』』  

☆ 大口町民生委員・児童委員協議会 

ほほえみプラザ 1階 福祉こども課 

     (０５８７)９４－１２２２ 

   

   

ご案内 「第１５回大口町まちづくり協働フォーラム」 

 

 
 

報 告 

▲ あいさつ運動 

▲ 高齢者見守り事業 

🔶プログラム🔶 

第１部 

大口町のまちづくり 

～60年を振り返る～ 

第２部 

まちづくり見本市＆ 

商談会 

★団体パネル展 

★町内小中学校展示 

第１部 

第２部 

    感想     

・大口町の地域活動が活発な理由がよくわかった。 

・長い年月の歴史が今の大口町のまちづくりに生きている

のだと感じた。 

・先人の努力をつなげていきたい。 

・常に先進性を持って行動する。 

    感想     

・色々な方との「はじめの一

歩」を踏みだせたと思う。 

・活動を知らない方に知って

もらうことができた。 

    感想     

・団体、企業と手を組んで事

業を行える兆しが見えた。 

・もっと多くの団体と交流し

たかった。 

 

 2 月４日(土) 15:00～16:00  3 月４日(土) 17:00～18:00 


