掲

●活動スケジュール（２月～５月）
日

Ｇ＆Ｂクリーン隊
本のＱＱたい
ふそうおもちゃのお医者さん
音のひろば
でららぶ ♥ ＦＵＳＯ
（詳細はお問い合わせください）

朗読グループあいうえお
扶桑の福祉を考える会あんばよう
扶桑子供将棋クラブ
扶桑町福祉センター囲碁同好会

示

時

板
場

2/9 （火） 3/9（火）
4/13（火）5/11(火)
8:30～9：30
2/1 （月）3/ 1（月）
4/5 （月）5/10（月）
13:00～17:00
2/20（土）3/20（土）
4/17（土）5/15（土）
10:00～11:30
2/26（金）3/26（金）
4/30（金）5/28（金）
10：00～12：00
3/6（土）
9：00～12：00
3/6（土）
14：00～
3/27（土）
14:00～15:30
4/25（日）5/23（日）
14:00～15:45
毎週土曜日
9：30～11：30
毎週火曜～日曜日
13:00～17:00

・予定は変更になる場合があります。

所

活動内容

扶桑町中央公民館
駐車場

扶桑北中周りを中心にクリーン活
動しています

扶桑町図書館
2 階 会議室

図書館の本の修理

毎月第２日曜日
毎月第４土曜日

夢
（詳細はお問い合わせください）

ｐｌａｎｅｔ ｊｏｕｒｎａｌ

朗読グループあいうえお
ふそう防災リーダー会
笑夢
扶桑写友会
扶桑子供将棋クラブ
扶桑町赤十字奉仕団

扶桑町中央公民館

参加費 300 円

扶桑町総合グラウンド
扶桑町体育館
扶桑町図書館
2 階 会議室

名人と一緒に竹とんぼを作ろう
会費 一組 1,000 円
朗読発表会

～扶桑町の未来をゲームでかんがえよう～

斎藤学習等供用施設

将棋対局

扶桑町総合福祉センター
3 階 娯楽教養室

自由対局

SDGs は国連で採択された地球規模の課題｡そして「地方創生」は持続可能な日本社会をつくるための課題です｡

つぼみクラブ/リズムでストレッチ
会費 500 円
友舞/民踊を楽しむ
無料
つくし座/指人形にチャレンジ無料
絵夢クラブ/だれでも画伯
会費 500 円
ダンスうんどう/美姿勢で社交ダン
スに挑戦
会費 500 円

カードゲームを体験しながら SDGs を学び、将来の扶桑町について考えてみませんか？

無料

（予約制。開催日の 1 週間前までにお申込み下さい。
）

7 月 10 日（土） 午前９時 30 分～
9 月 11 日（土） １１時３０分

『SDGs de 地方創生』ゲーム体験会 in 扶桑町

川田家住宅しだれ桜を賞でる会
会費 200 円
思い出わくわくサロン
会費 200 円

扶桑町総合体育館

場

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

（国登録有形文化財）
川田家住宅

毎月第２土曜日

間

電話/FAX 0587-75-3082

扶桑町住民活動支援センター Next Leaders 育成事業

隊員を募集しています。本の好きな方大歓迎です。
修理の方法も皆で相談しながら楽しく活動しています。いつでも見学ＯＫです。
朗読を活かしたボランティア活動を行っています。常時 会員募集中。
地域に役立つ防災活動を一緒にやりませんか。私達「ふそう防災リーダー会」（現在８名）は町
の防災行事・自治会行事に参加、啓発・訓練の支援を行っています。
２月９日（火）・１０日（水）イオンモールでイベント開催します。
取材先（撮影先）募集！団体のイベントがあればご一報下さい。お待ちしています。
将棋を楽しく学び、自立心を養い成長するのを手助けします。メンバー募集中（子供）。
献血や小中学校の保健室でボランティアを行っています。一緒に活動して下さる方を募集中｡

時

〒480-0107 扶桑町高木稲葉 63 扶桑町中央公民館内

音楽療法勉強会

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。
開催日

運営機構

無料

●お知らせコーナー
本のＱＱたい

vol. 16

扶桑町住民活動支援センター

扶桑町住民活動支援センター 会報紙

おもちゃの修理

扶桑町中央公民館

扶桑町総合福祉センター

毎月第４日曜日

ぷらねっとジャーナル

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

毎月第１日曜日

笑

令和 3 年 2 月１日発行

所

扶桑町中央公民館１階
ぷらねっと扶桑事務局

★
★
★
★

日頃の活動の話を聞いてほしい。
他の団体と一緒に活動をやってみたい。
何か新たな活動を始めたい。
扶桑町の住民活動について知りたい。
など

プログラム
● アイスブレイク、イントロダクション
● ゲーム体験会、振り返り
● SDGs で考える扶桑町
・事前に申し込みが必要です（窓口･電話･メール･FAX）
・託児も承ります（申し込み時にお問合せ下さい）

講師

・新型コロナウイルス感染拡大防止に関して
①当日に発熱など体調のすぐれない場合は参加をお控え下さい
②マスク着用でお越し下さい

ぷらねっと扶桑では、次号（６月１日発行）に掲載する住民活動情報を募集しています（団体・
個人）。６～９月の活動予定をはじめ、メンバー募集など、活動で広く周知したい内容をお寄せく
ださい。締切は４月２６日（月）。尚、内容によっては掲載できない場合があります。

お問い合わせはぷらねっと扶桑まで ☎0587－75－3082
ホームページはこちら☞

氏

③感染拡大状況によっては、開催を延期もしくは中止する場合があります

「扶桑の歴史文化を探る 16」

扶桑町と木曽川史（２）

昔､犬山辺りから下流にかけて木曽川の分流が３６の自然流となって尾張平野をうるおしていました｡
今も各所に三角州･半月形･沼と思われる場所が残っていて､帯状の田圃（川田）ができています｡その
せいか､地名にも「野」や「島」の字のつく所が多くあります｡笠松付近から西南に流れて羽島郡の南部に
至り二つに分流し､一つは尾張に入って佐屋川となり､一つは羽島郡小藪村で長良川に合流し､また飛
騨川とも合流､再び分流して加路戸川となり熱田の海に注いでいます｡
濃尾の境を流れて 140 ㎞｡私達の祖先は原始時代から木曽川の水と

情報をお寄せください！

深田 英揮

(一社)SDGs アクション・ラボ理事長
『SDGs de 地方創生』カードゲーム
公認ファシリテーター

戦い､また水の恩恵を受け営々と暮らしを築いてきました（『扶桑町史』
鈔）｡今年９月､水害リスクに備えるため「木曽川水系流域治水協議会」
が結成され､愛知･岐阜･三重･長野４県 66 市町村が参加し､流域治水
計画の中間とりまとめ案を確認しました｡もちろん扶桑町も参加しました。

令和３年度

ぷらねっと扶桑 まちづくり助成金

よりよいまちづくりのために熱心に活動されている住民活動団体を応援したいとの思いで始まった「ぷらねっと扶
｢でららぶ❤FUSO｣では現役世

桑 まちづくり助成金｣。多数の会員様のご理解とご協力により５回目を迎えます。今回より内容をリニューア

代が月１回集まり、話し合いや交流を行って

ルし、これから実施したい事業に対して助成を行うこととなりました。助成の対象は、ぷらねっと扶桑に登録(も

います。最近では参加者の提案による事業が

しくは令和３年１月３１日までに登録見込)の住民活動団体です。ご応募をお待ちしています。

少しずつ動き出しています。今後の予定は
3/19(金)､4/21(水)､5/19(水)いずれも

応募期間：令和３年３月１日(月)～３月１５日(月)必着
交付金額：1 団体あたり 5 万円

交付団体数 3 団体

対象活動期間：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日（令和３年度）
※詳しくは募集要項をご覧ください。

J

K

19 時～、会場は扶桑町中央公民館講堂。

D

住民活動団体紹介展
Vol1：令和２年 10 月 14 日(水)～19 日(月)、Vol2:10 月 21 日(水)～26 日(月)
会場：扶桑町中央公民館
コロナ禍でも住民活動を知ってもらうために、ＪＫＤ55～住民活動
紹介展～を開催。ＪＫＤ55 とは、「Ｊ＝住民・Ｋ＝活動・Ｄ＝団
体・55＝ぷらねっと扶桑に登録している団体数」の略です。各団体の
皆さんがそれぞれの思いを込めて作ったポスターやパネルを展示しまし
た。開催中は天候にも恵まれ多数の方々にご来場いただきました。色
とりどりのポスターはとても鮮やかで来場者の目を楽しませていました。

はじめよう！スマホ de 会議
令和２年 10 月 3 日（土）、24 日（土）
※新型コロナ対策として同じ内容の講座を２グループに分けて開講

会場：扶桑町中央公民館
登録団体を対象にスキルアップセミナー「はじめよう！スマホ de 会議」を開講しました。募集開始から反響があ
り、両日とも定員いっぱいの 10 名が受講しました。講師は Code for
AICHI の南谷真氏。最初に ZOOM など最新の情報ツールについての
講義があり、その後、自分のスマホを使い、先生の説明を聞きながら、
LINE のグループを作って TV 会議を体験しました。受講者からは「早速
団体の LINE グループで会議してみます。」「こんなに簡単にできると思わ
なかった。」等の感想が聞かれました。コロナ禍の中、団体の連絡や打
合せに一役買うことが期待できそうな充実した内容でした。

扶桑駅前花壇プロジェクト

竹とんぼサポーター養成講座

扶桑駅は扶桑町の玄関口。駅前の空地に花壇を作り

「自然･子供･生きる力」をテーマとし、竹とんぼを

訪れた方々や電車を利用する方々に楽しんでもらお

楽しんでもらおうという企画。町内在住の竹とん

うという企画です。地主さんには活動にご理解の上、

ぼ名人の力をお借りし、12 月に竹とんぼサポータ

花壇を整備して頂きました。メンバーと花･花の会の

ー養成講座を行いました。まずは名人のデモンス

合同で９月に土入れ、

トレーションを見学し、

10 月には苗の植付け

竹とんぼを飛ばす体験、

を行いました｡メンバー

そして竹とんぼ作りを

が着ている黄色いベス

学びました。３月６日

トはでららぶ♥FUSO

(土)には一般向けの講

のユニフォームです。

座を行う予定です。

