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前回は、養蚕史の一端にふれました。今回は、倉橋旭禅氏（専修院元住職 

・元町教育長）の『扶桑風物』を引いて当時の養蚕の様子を紹介しましょう。 

「養蚕の季節になると、どこの農家でも昭和１５年頃までは畳を上げて座敷 

にまで蚕を飼った。猫の手も借りたいようになると、学校は「オカイコ休み」と 

いうのが７日間ほどあった。小学校の１年生や２年生でも桑取りを手伝った。 

その頃では、小さな子どもでも家の仕事は家族全員でやるものだと教育されていた。養蚕期になると、桑

問屋というにわか商売というか季節商売があって桑の仲買をした。桑の葉が商品になったのである。だか

ら、蚕は飼わなくても畑に桑の木を植えておけば桑の葉をとることができお金は入ってきたものである。」 

（*オカイコ休みになると町内小学校の先生方は他市町村の学校を訪問し授業研究などをしたと当時の

『扶桑村報』は伝えています。） 

 

 

「扶桑の歴史文化を探る 13」  扶桑の養蚕（2） 

 

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（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 27 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４月 10

日（金）。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）。掲載団体が決定後に原稿を作成して頂きます。 

いずれも、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、今年度も 

助成対象団体を募集します。団体の皆様のご応募をお待ちしています（対象はぷらね

っと扶桑登録団体）。お申込み・お問合せはぷらねっと扶桑まで 

 ◆ 交付金額：1 団体あたり３万円 交付団体数６団体 

◆ 応募期間：令和２年３月２日(月)～３月１４日(土)必着 

 

 令和元年度 愛知県多文化共生推進功労者として扶桑町多文 

化共生センター様が表彰されました。 

令和元年 11 月 23 日（土・祝）に名古屋国際センターにて 

表彰式が行われ、愛知県知事より表彰状が授与されました。 

※表彰状を「ぷらねっと扶桑」でご紹介しております。 

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!! 
 

令和元年度 

 

住民活動        相談会          
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）。                 

皆さんのお越しをお待ちしております！ 

日にち 時 間 場 所 

3 月 14 日（土） 午前 9 時 30 分～ 

11 時 30 分 

扶桑町中央公民館１階

ぷらねっと扶桑事務局 5 月 9 日（土） 

 

例えば･･･ 

★ 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。 

 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

2/1･15(土) スタディサポート　　　
3/7･21(土)  4/18(土) 小学生の自主学習を元教師がサポート

9:00～10:30 参加費1人1回￥500

2/18(火) そふとヨガ 女性ならどなたでも参加可能

10:00～11:00 参加費￥600(大人1人／子供連れ1組）

3/24(火) アートでわくわく心の出会い
10:00～17:00 無料

「つぼみクラブ」とダンスセラピーを楽しもう

「友舞」と民踊を楽しもう 　 

ダンスうんどうで美姿勢をゲット！

人形劇を楽しもう

2/8(土)　 3/14(土) おはなし会
14:00～ 子供向けの読み聞かせ　　　　　　　　　　　無料

3/7(土) 朗読発表会
14:00～ 無料

2/9(日) 日本語ボランティア入門講座
10:00～15:30 参加費無料　要申込み

3/29(日) 花見＆ＢＢＱ
11:00～ 参加費　大人￥500　子供￥200　要申込み

2/11(火)　3/10(火) Ｇ＆Ｂクリーン隊合同活動日
4/14(火)　5/12(火) 8:30～9:30活動中

2/15(土)　3/21(土) おもちゃの修理　　　   　修理費　原則無料

4/18(土)　5/16(土) ・状態によっては修理できない場合があります

10:00～11:30 ・取扱説明書があればなるべくご持参ください

2/22(土)　4/25(土) ふそう食堂　　　　12:00～無くなり次第終了

5/23(土) 中学生まで無料 高校生以上￥500

2/23(日) 国登録有形文化財 講演会「思い出の名鉄犬山線」
14:00～16:00 川田家住宅 無料

4/26(日)　5/24(日) 国登録有形文化財 思い出わくわくサロン
14:00～15:45 川田家住宅 参加費￥200

2/23(日)

12:00～
2/28(金)　3/27(金) 音楽療法勉強会　　　　 　
4/24(金)　5/29(金) 10:00～12:00　　　　　　　　　　　　 参加費￥300

3/1(日) 子育て支援マルシェ
10:00～14:00 無料

3/22(日) しだれ桜まつり　演目「釣女」

午後 (主催)南山名文化保護委員会　　　　　　　　無料

5/17(日) 尾北コーラス合唱祭
12:30～ (主催)尾北コーラス連絡協議会　　　　　　　　無料

5/31(日) 第６回 扶桑混声合唱団演奏会
14:00～ 無料

扶桑町中央公民館駐車場

扶桑町中央公民館　1階

扶桑町中央公民館音のひろば

タイムハウス
(扶桑町高雄羽根西44）

鷹羽講遷座祭

扶桑町総合福祉センター

ＮＰＯ法人

ママ・ちょこ

イオンモール扶桑セントラルコート

詳細はぷらねっと扶桑までお問い合わせください

笑夢

ふそう食堂‘ありがとう’ 扶桑町中央公民館　講義室1

扶桑町図書館　幼児コーナー

扶桑町図書館2階　会議室

扶桑町多文化共生センター
扶桑町中央公民館　講義室1

扶桑緑地公園　キャンプ場

朗読グループ　あいうえお

Ｇ＆Ｂ　クリーン隊

扶桑混声合唱団
犬山文化会館

扶桑文化会館

ふそう おもちゃのお医者さん

扶桑の福祉を考える会
あんばよう

七賀十郎一座 悟溪屋敷

北定松公民館～羽根公民館福塚祭ばやし保存会青年部

大口町健康文化センターメリーママ

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 本の修理ボランティア 

活 動 日  原則毎月第 1月曜日（13：00～17：00） 

活動場所  扶桑町図書館２階会議室 

問合せ先  扶桑町図書館 ☎ 93-8630 

✿ 扶桑町図書館のいたんだ本を修理します 

✿ 修理した本がまた書架に並び 利用者の皆様に借りてい

ただけることを喜びとしています 

                       

たいいん募集中！ 

 

開催日時：10月 19日（土）9：00～15：00 

「～共に未来へ！」をテーマにふそう町民まつり 2019 が開催され、ぷらねっと扶桑では例年の登録団体

展示紹介に加えて新たに 2つのイベントを行いました。 

「みんなでチャレンジ！」では扶桑町ボランティア連絡協議会と合同で、 

それぞれに所属する団体が体験ブースを多数出展し、来場者参加型の催し 

で大変盛り上がりました。 

「２市３町ふれあい交流フェア」では近隣２市 2町（小牧・岩倉・豊山・ 

大口）にもご協力いただき、それぞれの地域で活躍する団体や活動センタ 

ーについての紹介展示も行いました。 

また、登録団体の展示ポスターを熱心に見られる方も多く、住民活動に 

関心を持っていただくよい機会となりました。 

 

開催日時：12月 14日（土）13：30～16：40  

会  場：扶桑文化会館 

２市３町（小牧・岩倉・大口・豊山・扶桑）をはじめ近隣市町から 

約 110名が参加しました。 

今回は開催地が一巡する区切りの機会ということで、過去のフォー 

ラムの振り返り、協働事例発表を行いました。また交流会も行われ、 

どのプログラムも活気あふれるものでした。全体コーディネーターの 

まち楽房有限会社代表取締役 加藤武志氏の講演では広域で取り組む事の大切さを学びました。 

回を重ねるごとにフォーラムの成果は向上し、より身近に協働を感じられるものになりました。 

 

 

9月 27日（金） 第３回「扶桑町でやってみたい活動を語り合う」 

参加者２８名（受講者１６名 活動団体１２名） 

これまでに引き続きＮＰＯ岡崎まち育てセンター・りた事務局長三矢勝司氏を講師に迎えました。最終回

となる第 3回はこれまでの振り返りと学びから受講者自身によるプレゼンを行いました。その後に参加者同

士の交流が行われました。講師から、①批判の声は可能性の証②ビジョンありき③活動支援センターをつか

いたおせ‼の 3つのアドバイスをいただきました。また受講者から「このつながりを大切にしたい」とのご

意見を多数いただき、このご縁をきっかけにと交流会を開催する運びとなりました。 

 
11月 8日（金） 第１回「もっと知りたい！もっと聞きたい！」 

７月～９月にわたって開催した「扶桑町まちづくり入門講座」の受講者を 

中心に２１名が参加しました。ＮＰＯコミニュネット江南理事の齋藤雅治氏 

の協力により、アイスブレイクのゲームで楽しい雰囲気をつくり、その後の 

インタビューゲームでは個人対個人で自分がやってみたい事などについての 

意見交換を行いました。 

今後は毎月第２水曜日の開催を予定しております。次回は２月 19日（水）19:00～21:00 扶桑町中央

公民館１階で開催を予定しております。みなさんの自由な発想で「これから実現したいこと」について語り

合いましょう。今後の交流会の活動に乞うご期待！！ 

 

 

 

 

 

開 催 日：11月 19日（火） 

見 学 先：①「助産師の産前産後ケアつなぐ」 

②「せき防災の会」 

③「関市市民活動センター」 

今年度も住民活動に関心のある住民や団体関係者を対象に「ＮＰＯ視 

察研修」を開催しました。17名が参加し、岐阜県関市を訪問しました。 

「助産師の産前産後ケアつなぐ」では、メンバーがＭＹ助産師として 

妊娠中から出産・子育てまでをサポートしています。母子ともに自己肯定感を高められるような居場所作りに

も力を注いでいます。また、「せき防災の会」は独自に風水害の備えのアンケートを実施し「自助」と「公助」

の大切さを広め、社会福祉協議会との連携により活動をしています。どちらの団体からも、周囲に訴えかけ協

力して実現につなげていくといった日々の努力の大切さを学びました。 

最後に関市市民活動センターのスタッフから団体と中間支援組織、行政の連携についての話や、地域課題の

解決や地域活性化のために行う公益事業を助成する「関市市民活動助成金」の話は大変参考になりました。 

参加者はもちろん私たちスタッフにとっても大変有意義な研修となりました。 

みんなでチャレンジ！／２市３町ふれあい交流フェア 扶桑町まちづくり入門講座 集まれ!! Ｎext Leaders～ 

ＮＰＯ視察研修 

２市３町協働フォーラム さあ協働の舞台へ!! 

Next Leaders交流会 


