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扶桑町住民活動支援センター 

運営機構 

〒480-0107 扶桑町高木稲葉 63 扶桑町中央公民館内 

電話/FAX 0587-75-3082 

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

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

南山名に在る「川田家住宅」が平成 30年 11月 2日を以って「国登録有形文化財」に指定され､扶桑

町の歴史的建造物に仲間入りしました。木造２階建て､入母屋造桟瓦葺き､１階 195.78㎡、２階 137.83

㎡の住宅です。この川田家住宅は三代目川田伊兵衛が孫の五代目川田稔の誕生に合わせて、羽黒村

（現、犬山市羽黒）の町家を購入し､大正 6年（1917）に移築したものです。当時､愛知県でも盛んであっ

た養蚕が､この川田邸でも昭和 30年頃まで行われていました。 

 川田家は代々､畑作農業､種屋､貸金や保険代理店などを営んだ 

家柄でした。現在は､地域の高齢者が集う思い出わくわくサロンや講 

演会にと数々の催事を実施され「扶桑の福祉を考える会 あんばよう」 

がその管理運営にあたっています。場所は南山名「前野公民館」の北 

側にあり､しだれ桜でも知られています。 

「扶桑の歴史文化を探る 11」  国の登録有形文化財 川田家住宅 

 

登録団体の活動予定 6～9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（10 月 1 日発行）に掲載する 10 月～1月の活動予定を募集して

おります。締切は 8 月 26 日（月）。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 8月 8 日（木）。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）。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。 

お問い合わせはぷらねっと扶桑まで ☎０５８７－７５－３０８２ 

扶桑町まちづくり入門講座 

集まれ!! Ｎｅｘｔ Ｌｅａｄｅｒｓ 
 扶桑町にお住まいの現役世代（１８～６０歳）向けのまちづくり入門講座。「こんなまちになったらいいな」「今関わって

いる住民活動をもっと発展させたい」等、扶桑町のまちづくりへの思いが膨らみ、レベルアップできる３回連続講座で

す。講師には岡崎市を中心に愛知県内各地のまちづくりのアドバイザーとして活躍中の三矢勝司氏をお迎えします。 

第 1 回  

まちづくりの先進的な事例を学ぶ 

第 2 回  

扶桑町における住民活動の最前線を学ぶ 

第 3 回  

扶桑町でやってみたい活動を語り合う 

※講師※ 三矢 勝司（みつや かつし）氏 

   博士（工学） ／まちづくりコーディネーター 

NPO 岡崎まち育てセンター・りた事務局次長 

名古屋工業大学コミュニティ創成教育研究センター 

非常勤研究員 

 

６月１日（土）～申込受付開始 

定員２０名（先着順） 

※原則３回とも参加できる方 
全ての参加が難しい場合はご相談下さい｡ 

 

 

■お申込み・お問合せ■ ぷらねっと扶桑 Tel/Fax ０５８７－７５－３０８２  E-Mail planet-fuso@md.ccnw.ne.jp 

 

７／２６（金）19：00～20：30 

会場：扶桑町中央公民館 

８／２３（金）19：00～20：30 

会場：扶桑町役場 

９／２７（金）19：00～21：00 

会場：扶桑町役場 

尾北コーラス合唱祭　　 　　　 入場無料 虹夢

主催：尾北コーラス連絡協議会 扶桑混声合唱団

第３５回 町民音楽祭 虹夢

主催：扶桑町町民音楽祭実行委員会・ ハーモニカ　ラプソディー

扶桑町・扶桑町教育委員会 扶桑混声合唱団

扶桑町文化会館
6/23（日）

開演 13：00

扶桑町文化会館7/7（日）

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

6/1（土） 敬労会

13：00～ 歌舞伎の見学（詳細はお問合せ下さい）

扶桑町中央公民館 植え替え

高木吉山交差点 詳細はお問い合わせください

「友舞」と民謡を楽しもう
参加費￥300

「扶桑Ｍ」とダンスうんどうを楽しもう
参加費￥500

民謡のお稽古に参加しよう
参加費￥3000/月

9/22(日)　13：30～ 扶桑町中央公民館 アートでわくわく❤心の出会い

夏のおはなし会

 小学生以下の子供向けの内容

　　～大人の同伴大歓迎～　　　　　　　　　　無料

おはなし会

子供向けの読み聞かせ

6/13(木)　 14：00～ 扶桑苑 高齢者音楽療法

6/28（金）　7/26（金） 音楽療法学習会

8/30（金）　9/27（金） 扶桑町中央公民館 どなたでも大歓迎

10：00～ 　 参加費１回につき￥300

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

扶桑の福祉を考える会 思い出わくわくサロン

あんばよう 参加費￥200

ギター＆歌謡舞踊マジックショー
無料

6/30（日） 扶桑緑地公園 森のたんけん 　　　　　　    参加費￥500

毎月第2火曜 タイムハウス ポレポレるーむ 　　　　　　　   参加費￥50

詳細はＨＰで紹介　http://mamachoco.net/ 毎月１回 扶桑町総合福祉センター そふとヨガ          　　　　　　　　 　参加費￥600

ハーモニカ ラプソディー 6月予定 扶桑町 安穏寺 あじさいコンサート演奏会

ママと子どもたちのふれあい交流会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　無料

マルシェ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無料

南山名盆踊り納涼祭

（主催）南山名コミュニティ推進協議会

8/17(土)～9/1(日) 扶桑町図書館 扶桑町とカイコ展

8/25(日) 扶桑町図書館 カイコふれあいたいけん教室

流しそうめん会　事前申込が必要です

参加費　男性￥500 女性￥300 子供無料

やろまい・扶桑 9/7(日) 大口町役場前 大口やろまい大祭　　 （主催）大口やろ舞

「つぼみクラブ」とダンスセラピーを
楽しもう　　　　　　　　　　  　 参加費￥500

8月予定

扶桑町総合福祉センター2階

扶桑町総合福祉センター2階

扶桑町総合体育館

扶桑町総合体育館

扶桑町図書館

扶桑町図書館

山名保育園 園庭

ダイエ建築ショールーム

大口町健康文化センター
ほほえみプラザ

小渕神明社 横広場

（国登録有形文化財）
川田家住宅

歌謡舞踊マジックＩＭＶＣ 扶桑町総合福祉センター

6/23(日)　7/28(日)

9/22(日) 　8月休み

6/28(金)

13：00～15：30

メリーママ

6月予定

6月

笑　夢

音のひろば

特定非営利活動法人

ママ・ちょこ

6/8(土)

14：00～

南山名扇太鼓 8/3(土)　 18：00～

小渕健脚クラブ 8/18(日)

扶桑愛蚕会

扶桑町中央公民館2階

ふそうおもちゃのお医者さん

6/15(土) 　7/20(土)

8/17(土)　 9/21(土)

10：00～11：30
引渡は受付翌月

扶桑町中央公民館１階

6/2(日)　 7/7(日)

8/4(日)　 9/1(日）

6/23(日)　7/28(日)

8/25(日)　9/29(日)

毎週水曜日

13：00～15：00

6/9(日)　7/14(日）

8/11(日) 　9/8(日)

七賀十郎一座

7/13(土）  8/10（土）

14：00～

朗読グループ　あいうえお

花・花の会

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


 ぷらねっと扶桑が重点的に取り組む５つの分野（まちづくり・住民協働・子育て・安心安全な社

会づくり・社会福祉）に貢献した住民活動団体に助成を行う「ぷらねっと扶桑まちづくり助成金」。 

第 3回となる平成 30年度（平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 15日の活動が対象）は、

説明会や個別相談を行った事もあり、これまでで最も多くの応募がありました。 

今回は、活動期間 5 年未満の初期活動部門と活動期間 5 年以上の活動強化部門を設け、それぞ

れの部門で 3団体と 4団体の計 7団体を選ばせて頂きました。 受賞団体は以下の通りです。 

 ～～～初期活動部門（3団体）～～～ 

 ・音のひろば 

・ふそう おもちゃのお医者さん 

・NPO法人 ママ・ちょこ 

 ～～～活動強化部門（4団体）～～～ 

 ・笑夢 

・七賀十郎一座 

・福塚祭ばやし保存会 青年部 

・朗読グループ あいうえお 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

4月 5日（金）には、扶桑町役場にて、受賞団体・ぷらねっと扶桑・行政関係者が出席し、助

成金贈呈式を行い、受賞の栄誉を称えました。 

ぷらねっと扶桑では、今年度も「まちづくり助成金」を継続実施する予定です。どうぞ、ご期

待ください。 

 

 

 

 

 

「扶桑」の語源となった、カイコと養蚕のことを再認識 

してもらいたくて３年前からこの活動を始めました。 

町内小学校や図書館での出張教室をはじめ、町民まつり他 

イベントでのふれあい展示などを各種行っています。 

扶桑愛蚕会 ふそうあいさんかい 

http://fusokaiko.web.fc2.com/ 

「扶桑愛蚕会」で検索できます 

ただいま、 

・当日アシスタントさん 

・カイコ飼育ヘルプさん 

も募集中。詳しくなくても直接触れない方でも大丈夫です。 

みんなで「扶桑カイコライフ」を楽しみましょう♪ 

 

ぷらねっと扶桑 平成 31年度のおもな予定 
 

■ ふそう町民まつりでの展示・実演（10月 19日） 
   扶桑町内の団体をはじめ、近隣市町の紹介パネルや作品の展示・体験ブース出展、活動の 

実演を行います。 
 

■ ＮＰＯ現場見学会（11月頃予定） 
   バスで他市町を訪問し、住民活動の現場を見学します。 

 

■ 第 5回 ２市３町ふれあい協働フォーラム（開催日未定） 
   近隣市町と交流会を行い、協働の実現に向けての意見交換をします。 

 

■ ぷらねっと扶桑まちづくり助成金（募集期間：令和 2年 3月 1日～3月 15日） 
   団体の 1年間の活動に対し、厳正なる審査を行い、助成金を交付します。 

 

■ 会報紙「ぷらねっとジャーナル」発行（6月、10月、2月） 
   ぷらねっと扶桑が主催するイベントの案内や報告、登録団体の情報をお届けします。 

 

◆ ご案内 ◆ 
    扶桑町住民活動支援センターでは、大型印刷サービス（有料）・プロジェクター貸 

出（一部有料）・ラミネーター貸出（無料／ただし館内での使用に限る）を行ってお 

ります。詳細はお問合せ下さい。 

 

平成 30年度 新規登録団体 
平成 30年度は 5団体にご登録いただきました。 

 

今年度も引き続き、新規活動会員（登録団体）を募集します。また、個人の方には得意分野でまちづくりの

お手伝いをするぷらねっと扶桑サポーターに登録し、ご活躍いただいております。詳しくは、ぷらねっと

扶桑までお問い合わせ下さい。 

団体名 活動内容

羽根きずな会
今の時代に合った地域社会を再構築し、世代間交流を図り、互いに助け合
えるような、安全で安心して暮らせるまちを作っていくために、皆さんと一緒
に考えていきたいとおもいます。

音楽集団ゆかいな仲間たち
老人ホームや、児童館での各種イベントなどで演奏活動をしています。活動
を通して音楽の素晴らしさ、人と人との繋がりを紡いでいきたいと思っていま
す。色々なイベントに対応いたします。

七賀十郎一座

　
南山名村の名士「中村七賀十郎」の歴史・文化を継承することを目的として
います。各地のコミュニティ団体に歓迎されるよう技量を高めます。各地の
地歌舞伎一座に学び伝統文化を継承発展させます。

Ｇ＆Ｂクリーン隊
気になったところのゴミを拾ったり、草を引いたりして、私たちの住んでいる
町をきれいにすることを目的に活動しています。

本のＱＱたい（本の修理ボランティア）
図書館の本は多くの人が利用するので傷んでしまうこともあります。破れた
り糸が緩んでしまった本をもう一度書棚に並べられるように、利用者の喜ぶ
顔を、思い浮かべながら、修理をしています。


