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かつて木曽川は大の暴れん坊で一夜の洪水で流路も変わるほどであったそうです｡大小様々な枝川が

南下し｢木曽七流｣と呼ばれました｡慶安 3年(1647)9月､大洪水で全流域死者三千余名が出たそうです｡ 

小淵や般若あたりに伝わる話です｡『何日も降り続いた雨が激流となり音をたてて川幅一杯に流れた。

村人総出の水防作業が続き､人々は精も根も尽き果てていた｡その時､濁流の彼方から｢やろうか！やろう

か！｣と呼ぶ声｡川の主の呼び声か｡荒れ狂ううなりの中にその声がせまってくる｡「よこさば､よこせ！」と

一人の若者が叫んだ｡たちまち濁流怒涛となって､どんと音をたて堤は決壊 

した｡』そうです。家屋や田畑の流出､溺死者など多くの犠牲を出した大洪水 

の思いがこのような伝説を生んだのでしょうか｡ 

 他に｢山那切れ･光明寺流れ｣の話にも注目したい｡｢入鹿切れ」の｢聞き書 

き｣(大口村付近の人の話)にもこれに似た話があります｡（参考『扶桑町史』） 

 

「扶桑の歴史文化を探る 10」  やろか水 って何？ 

 

登録団体の活動予定 2～5月 ※予定は一部変更になる場合があります 

※ ぷらねっと扶桑では、次号（2019 年 6 月 1 日発行）に掲載する 6 月～9 月の活動予定を

募集しております。締切は 4 月 26 日（金）。 

また、「登録団体紹介」コーナーに記事を掲載してくださる団体も募集します。申込締切は４

月 10 日（水）。申し込み多数の場合は抽選により掲載団体を決定します。（過去に掲載されて

いない団体を優先します。） 

いずれも、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。 

 

ぷらねっと扶桑まちづくり助成金 
 

扶桑町住民活動支援センター(ぷらねっと扶桑)では、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積極的に応援したいとの思いから、ぷ

らねっと扶桑まちづくり助成金の助成を希望する団体を募集します。 

今年度は活動年数に応じて２つの部門を設けました。 

初期活動部門 
（活動年数 満５年未満） 

活動強化部門 
（活動年数 満５年以上） 

１団体につき２万円（３団体） １団体につき３万円（４団体） 

助成の対象は、営利を目的としない公益的・社会的な活動を持続的に行い、 

ぷらねっと扶桑に登録(もしくは平成 31 年 1 月 31 日までに登録完了見込み)の

団体です。 

 また、より多くの団体の皆様に応募していただけるよう、助成金募集説明会

を開催します。説明会後には個別相談も行います。 

   日時：平成３１年２月１６日(土) 午後１時３０分〜 

   場所：扶桑町中央公民館 講義室１ 

 お申し込み・お問い合わせは、ぷらねっと扶桑まで。 

尚、助成金説明会に参加しなくても助成金の応募は可能です。 

 

  

山那裏堤の燈明台 

平成 29 年度 第 8 回 住友理工「夢･街･人づくり助成金 in 

北尾張」において活動実績を審査委員会が評価・検証し、優秀 

な事業を行った団体に贈られる奨励賞を、ぷらねっと扶桑登録 

団体の笑夢様が受賞されました。 

（写真は助成金交付が決定した時の様子） 

お問い合わせはぷらねっと扶桑まで ☎０５８７－７５－３０８２ 
 

おめでとうございます!! 

 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

指人形
（みんないっしよで楽しいサロン)

　  参加費 ￥300

参加費￥500

ダンスうんどう
(みんないっしょで楽しいサロン)

参加費￥500

2/9(土) 3/9(土) おはなし会

4/13(土) 5/11(土)  小学生以下の子供向けの本の読み聞かせ

14:00～  紙芝居等　　～大人の同伴歓迎　～　     無料

朗読発表会
文芸作品、エッセー等を持ち寄り

毎年・年度末に発表する恒例行事　　　　　　　無料

2/9(土) 文化講座

13:30～15:00 『聴覚障害者と日本語』　　　　　　　　　　　　　　無料

おもちゃの修理 　　　　 

依頼によっては修理できない場合があります

取扱説明書があればなるべくご持参ください

                                       　修理費 原則無料

子育てイベント　　　　　　　　　　　　

マルシェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　入場無料

　　　　2/24（日） ふそう学講座第一弾

　　　　　14：00～ 「これほんと?戦前の扶桑、庶民のくらし」     　無料

3/23(土） しだれ桜お花見サロン

10:00～ 参加費￥200

3/10(日) 小牧にぎわいフェスティバル

10:00～ 白華輪チャリティーライブ出演　   (主催)駆気乱　　　　　　　　　　　　　　　　  

旧 川田稔邸
(扶桑町南山名前ノ前49番地）

七賀十郎一座
毎週木曜日

13:30～
山名西学習等供用施設

歌舞伎練習
見学（無料）大歓迎 　　 　　　 　  　会費￥1000/月

2/9(土) 3/14(木)

5/11(土)

13:30～15:00

笑　夢
創作活動
(みんないっしょで楽しいサロン)

　扶桑町総合福祉センター

朗読グループ　あいうえお

扶桑町図書館2階　会議室3/2(土)　14:00～

扶桑町多文化共生センター

 2/14(木） 3/30(土)

4/11(木)  5/9(木)

13:30～15:30

扶桑町総合体育館トレーニング室
2/24(日) 3/31(日）

4/28(日） 5/26(日）

13:00～15：00

扶桑町図書館 幼児コーナー

扶桑町中央公民館　講義室1

扶桑の福祉を考える会
あんばよう

小牧市ラピオ周辺の中心市街地やろまい・扶桑　艶女(アデージョ）

メリーママ

扶桑町中央公民館１階ふそう おもちゃのお医者さん

2/16(土) 3/16(土)

4/20(土) 5/18(土)

10:00～11:30
引渡は受付翌月

2/24(日)

10:00～14:00
大口町健康文化センター

ほほえみプラザ1階　多目的室

mailto:planet-fuso@md.ccnw.ne.jp
http://planetfuso.web.fc2.com/


 

 

ＮＰＯ視察研修 
 

開催日 ： 平成３０年１１月１３日（火） 

見学先 ： ①ＮＰＯ法人 サポート日進 

   ②ＮＰＯ法人 リビングサポートあいあいの家 

   ③日進市にぎわい交流館 
 

ぷらねっと扶桑 初の試みとして、住民活動に関心の 

ある住民や団体関係者を対象とした「ＮＰＯ視察研修」 

を開催、23名が参加しました。（扶桑町職員・ぷらねっ 

と扶桑関係者を含む） 

最初に、「NPO法人サポート日進」を訪問。ここは 

自治会ＯＢが立ち上げ空き家を利用した住民憩いの場で、地域のための生活支援事業や防災事

業を主体に活動しています。次は「NPO法人リビングサポートあいあいの家」を訪ねました。

常に地域の課題に目を向け、行政に先駆けて行動する姿勢を貫き、困りごとの相談は断らず乳

幼児から高齢者までを対象としたきめ細やかな福祉に関する事業を展開。担当者の「あなたも

なる 私もなる きっとなる認知症！」は印象深い言葉でした。最後に訪れたのは「日進市にぎ

わい交流館」です。日進市の市民活動センターとして見事に機能していました。こちらでは視

察の振り返りを行いました。 

一日がとても短く感じられ、また、参加者同士の交流もできた有意義な研修となりました。 

 

昨年 12月 16日（日）豊山町あいち航空ミュ

ージアムで開催、２市（小牧・岩倉）３町（大口、

豊山、扶桑）をはじめとして参加者約 140 人が

集い、地域の課題について話し合いました。 

まず最初に、前回のフォーラムで発足した『２

市３町防災ひろめ隊』の協働事例発表が行われ、

その後、８つのテーマに基づき『はじめるグルー

プ』『かなえるグループ』に分かれての話し合い発

表をしました。終始、和やかな雰囲気のフォーラ

ムでした。尚、来年度は扶桑町で開催予定です。 

 

ふそう団体交流会 
 

開催日 ： 平成３１年１月１３日（日）  

場  所 ： 扶桑町中央公民館２階 講堂 
 

ぷらねっと扶桑登録団体と扶桑町ボランティア連絡協議 

会登録ボランティアグループをはじめ、まちづくりに関心 

のある人たちや行政関係者など約 110名が参加しました。 

第 1部は朗読グループあいうえおの協力のもと、ボラン 

ティア勉強会「よりよい朗読をめざして」が行われました。 

発声や発音など、参加者も一緒に体験して学びました。また、グループのメンバーによる朗読

も披露され、参加者は耳を澄まして聴き入っていました。 

 第 2部は「活動を広める会」。15団体が日頃の活動を PRしました。それぞれの個性あふれ 

るスピーチと七賀十郎一座の小椋さんによる進行で会場は 

盛り上がりました。その後の交流タイムでは、参加者がいろ 

いろな人たちと話をして楽しみました。 

参加者の方からは「町内の様々な活動を知ることができ、 

                勉強になった」との声を多く頂きました。 

皆様のご協力により、楽しい交流会となりました。ここ 

での交流をきっかけに新たな協働が生まれることを期待し 

ています。 

扶桑町を拠点に活動する
 七
な

 賀
か

 十
じゅう

 郎
ろ う

 一
いち

 座
ざ

 
チョン 東西 東西     

まずもって、新参者でございますが七賀十郎一座の自己紹介でありんす。 

 芝居を始めるきっかけは、山那神社にあった回り舞台花道付きの本格的な芝居小屋が老朽化

の為、取り壊し（2013 年 7 月）、何かを残さねばと一発奮起、明治の頃、中部地方一円で一

座を引き連れて活躍した中村七賀十郎の名前をお借りして結成 7年目の一座です。 

年金生活者ばかりの貧乏一座でもあり、舞台の松羽目は校長先生がデザイン、一座でペンキ

塗り、大名の長袴はこの地域の名産のカーテン布地で作成、姫らの打掛は大須の古着屋さんで

手に入れ、姫のかんざしは厚紙にペンキを塗って仕 

上げる、まったく手作りの地歌舞伎一座です。 

今まで舞台で演じてきた作品は「釣女」、「白波五 

人男」、「傾城阿波の鳴門どんどろ大師」、「浮気婿」 

の 4つですが、3月下旬のしだれ桜祭りで「墨塗 

り」を上演します。いまは日本舞踊の先生にお願い 

して踊りの基本を学び、日夜精進しています。 

チョン チョン チョン  

 

 

連絡先  小室博文    ☎ ０５８７-９３-３９８０  ０９０-９９４２-６２３７ 

昨年 10 月 20 日（土）のふそう町民

まつりにおいて、ぷらねっと扶桑では中

央公民館１階に、団体活動を紹介するパ

ネルやポスター等を展示しました。 

今回は、9 月に行われたポスター制作

講座を受講し、大型印刷サービスを利用

して制作されたポスターも新たに加わり

20団体が参加しました。色とりどりの 

力作が、来場 

者の興味を引 

き、目を楽し 

ませてくれま 

した。 


