登録団体の活動予定
団 体

日 時

場 所

10/5 11/2･16
12/7･21 (土)
9:00～10:30

タイムハウス
(扶桑町高雄羽根西44)

10/8 (火) 11/12 (火)
12/10 （火）
NPO法人

ママ・ちょこ

10～1 月

※予定は一部変更になる場合があります

ぷらねっとジャーナル

活 動 内 容
スタディサポート
小学生の自主学習を元教師がサポート

ｐｌａｎｅｔ ｊｏｕｒｎａｌ

小さな子連れママへ飲食可能な「場」の提供

本のＱＱたい
(本の修理ボランティア)
Ｇ＆Ｂクリーン隊

朗読グループ あいうえお

扶桑町住民活動支援センター 会報紙

そふとヨガ

ふそう おもちゃのお医者さん

南山名扇太鼓

音のひろば

扶桑の福祉を考える会
あんばよう

10/19 (土) 11/16 (土)
12/21 (土) 1/18 (土)
10:00～11:30
引渡は受付翌月
10/20 (日)
12:00～13:00
12/15 (日)
10/25 (金) 11/29 (金)
1/31 (金)
10:00～11:30
12/20 (金)
10:00～11:30
10/27 (土) 11/24 (日)
12/22 (日) 1/26 (日)
14:00～

扶桑町多文化共生センター

12/15 (日)

シェアサポート 和ごころ

毎月1回

扶桑町文化祭活動発表会
主催：扶桑町文化協会

10/27(日)
開演 9:40

小学生以下の子供向けの内容

無料

おもちゃの修理
扶桑町中央公民館 1階

状態によっては修理できない場合があります

ご好評につき今年も開催します!!

前利神社（斉藤）

NPO 視察研修のご案内
住民活動に関心のある方を対象に『ＮＰＯ視察研修』
を実施します。
町外のＮＰＯ団体を視察することにより、住民活動を
より理解し、推進する事を目的としています。今回は、
岐阜県関市で活動する団体を視察します。
この機会に、ぜひご参加いただき、皆さんの活動に
お役立てください。

２０１９年１１月１９日（火）
集合時間 ： 午前８時５０分（午後４時頃帰着）
集合場所 ： 扶桑町中央公民館
参 加 費 ： １，１００円（昼食代のみ）
※研修当日に集めます

取扱説明書があればご持参ください

10/19(土)は町民まつりと同時開催 (9時～16時）
山那神社（南山名）

http://planetfuso.web.fc2.com/

参加費￥600(大人1人/子供連れ1組)

11/23 (土)
森の探検 ２歳～未就学児 保護者同伴
扶桑緑地公園
参加費子供１人\500
10:00～11:30
詳細未定
11/24 (日)
クッキング
決定次第ママ・ちょこＨＰ掲載
9:15～12:00
ダンスセラピー「 つぼみクラブ」 と健康体操
10/6 （日） 11/3 （日）
扶桑町総合福祉センター 2階
参加費￥500
12/1 (日) 1/5 (日)
10/13 (日) 11/10 (日)
「友舞」と民踊を楽しもう
扶桑町総合福祉センター 2階
参加費￥300
12/8 (日) 1/12 (日)
11/16 (土) 12/14 (土)
指人形を楽しもう
扶桑町総合福祉センター 2階
無料
1/18 (土)
11/6.13.27 (水)
民踊の練習をしよう
扶桑町総合体育館トレーニング室
12/4.11.18 (水）
月￥3000
1/8.15.22.29 (水)
11/24 (日) 1/26 (日) 扶桑町総合体育館トレーニング室 ダンスうんどうを楽しもう
１回￥500
10/7 (月) 11/11 (月)
本の修理 興味のある方､どなたでも大歓迎
扶桑町図書館会議室
13:00～17:00 都合の良い時間においでください
12/2 (月) 1/6 (月)
10/8 (火) 11/12 (火)
Ｇ＆Ｂクリーン隊合同活動日
扶桑町中央公民館駐車場
8:30～9:30活動中
12/10 (火) 1/14 (火)
10/12 (土) 11/9 (土)
おはなし会
扶桑町図書館 幼児コーナー
子供向けの読み聞かせ
1/11 (土)
12/14 (土)
冬のお話し会
扶桑町図書館

電話/FAX 0587-75-3082

女性ならどなたでも参加可能な簡単なヨガ
(託児￥300/1人)

笑 夢

vol. １２

〒480-0107 扶桑町高木稲葉 63 扶桑町中央公民館内

E-mail planet-fuso@md.ccnw.ne.jp

飲み物1つ￥50～(持ち込み自由)

扶桑町総合福祉センター

運営機構

元保育士による相談受付

10:30～14:00
10/17 (木)
10:00～11:00

扶桑町住民活動支援センター

参加費１人１回￥500

ポレポレるーむ
タイムハウス
(扶桑町高雄羽根西44)

令和元年 10 月１日発行

山那神社秋祭り和太鼓奉納
社殿竣工祝奉納
音楽療法勉強会

定

員 ： １５名（先着順）

「扶桑の歴史文化を探る 12」

扶桑町中央公民館

扶桑の養蚕（１）

参加費￥300

扶桑町中央公民館
国登録有形文化財
川田家住宅
扶桑町中央公民館 2階
扶桑町総合福祉センター
大会議室

扶桑町文化会館

音や音楽を使ってクリスマス交流会
参加費￥300

思い出わくわくサロン

扶桑町は、昭和 27 年までは「扶桑村」でした。明治 39 年に高雄村、柏森村、豊国村（斎藤・高木）、山
名村が統合されて「扶桑村」となります。明治以前は、扶桑でも自然育成の桑で蚕を飼っている人がい

参加費￥200

2019国際交流パーティー
無料

たようです。明治になって、自家用の桑が栽培されるようになり年々増加し、簡単な作り方で生糸が作ら
れていました。 明治 36 年になって、柏森村で蚕の育て方について講習会が開催されています。

物々交換イベント （見学もできます）

大正 2 年に扶桑に初めて製糸会社ができ、4 年には 8 つの模範桑園

広報ふそう「ゆずります さがしています」参照

が作られました。大正 9 年には、大正館組合製糸ができ扶桑の養蚕が

朗読グループ あいうえお／笑舞

発展していきます。大正 12 年には、繭 1 貫（3.75 ㎏）が 13 円 50 銭で

扶桑混声合唱団／南山名扇太鼓

売れます。ところが、昭和元年の世界的な不況のため繭 1 貫が 2 円と

※ぷらねっと扶桑では、次号（2020 年 2 月 1 日発行）に掲載する 2 月～5 月の活動予定を募集しており
ます。締切は 12 月 26 日（木）
。掲載を希望される団体は、ぷらねっと扶桑までお申し込みください。

お問い合わせはぷらねっと扶桑まで ☎０５８７－７５－３０８２

なります。昭和 5 年になりますと扶桑村では養蚕最盛期を迎え、養蚕農
家が 1191 戸もありました。

住民活動

れ

相談会

第５回 ２市３町ふれあい協働フォーラム

ふそう町民まつり 2019

さあ協働の舞台へ!!

共に未来へ！
住民活動に関するご相談をぷらねっと扶桑で承ります（個人・団体は問いません）。
下記の日程で開催いたします。
皆さんのお越しをお待ちしております！
日にち

時

間

９月 14 日（土）
11 月 9 日（土） 午前 9 時 30 分～
１月 18 日（土）

11 時 30 分

場

所

例えば・・・
★ 日頃の活動の話を聞いてほしい。

扶桑町中央公民館１階

★ 他の団体と一緒に活動をやってみたい。

ぷらねっと扶桑事務局

★ 何か新たな活動を始めたい。

３月 14 日（土）

扶桑町まちづくり入門講座

★ 扶桑町で行っている住民活動についての
情報を知りたい。

集まれ!! Ｎext Ｌeaders～

現役世代に向けた３回連続講座「扶桑町まちづくり入門講座 集まれ!! Ｎext Ｌeaders」
を開催しました。講師にはＮＰＯ岡崎まち育てセンター・りた 事務局次長 三矢勝司氏を
お招きしました。

12 月 14 日（土）
13：30～16：40
場 扶桑文化会館

開催日時

開催日時 10 月 19 日（土）9：00～15：00

会

ぷらねっと扶桑は、扶桑町中央公民館２階講

参 加 費 無

堂において登録団体の活動紹介パネルを掲示す

料

る他、
「２市３町ふれあい交流フェア」では小牧・

平成 27 年度から毎年度開催し、これまで、各

岩倉・豊山・大口の紹介ブースも設けます。ま

市町で活動する人や団体が出会い・知り合い、一

た、ボランティア連絡協議会と合同で「みんなで

緒にまちの課題を解決する方法について考え、取

チャレンジ！」を開催します。

り組んできました。
第５回のフォーラムは、開催地が２市３町を一

体験ブースを設け、
それぞれの団体の特

巡する区切りの回になります。過去のフォーラム

色を出してお待ちし

を振り返る場として、また、分野が異なる団体と

ています。

交流し、新たな視点で協働について考え、活動の

存分に

ヒントを得られる場として開催します。

お楽しみください！

※詳細については広報ふそう 11 月号をご覧ください。

昨年の様子

７月２６日(金) 第１回「まちづくりの先進的な事例を学ぶ」
参加者 26 名（受講者 16 名 団体関係者 10 名）
「“私”から始まるまち育て」と題して、三矢氏がこれまで
に関わった５つの事例が紹介されました。
「私の日常＝他人の
非日常」であり、
“私”から始まる異日常こそが暮らしを楽し
く、まちを豊かにするということがポイントでした。違った
視点でものを見る大切さに気付かされました。また、
「何かを
始めるには、少人数から徐々に共感の輪を広げていくこと」
が、これからのまちづくりに欠かせないものだと学びました。

扶桑町に彩りを！
高木吉山交差点に花を！

人が集まる町づくりを！
花

８月２３日(金) 第２回「扶桑町における住民活動の最前線を学ぶ」
参加者 31 名（受講者 16 名 団体関係者 15 名）
前回の振り返りから始まり、行政担当課からまちの概要や
今後の課題についてのレクチャーと５つの団体（福塚祭ばや
し保存会青年部、
（特非）わっと楽らくスポーツふそう、NPO
法人ママ・ちょこ、
「くすの樹」サロン、花立自主防災会）よ
り活動事例と今後の課題についてのプレゼンがありました。
その後のポスターセッションでは、活動における質問など
で受講者と団体関係者との会話が弾み、会場は大いに盛り上
がりました。
次回は、受講者の皆さんが、これまでの講座で得た知見か
ら「私がやってみたいこと」のプレゼンを行います。
なお、第３回の講座については次号でご報告いたします。

花の会

生涯学習講座で寄せ植え作り
メンバー募集 080-5120-3437（澤木）

