
■新理事長挨拶■ 皆さん こんにちは！ 令和 2 年度理事長を拝命した 

谷口
たにぐち

美
み

紀生
き お

でございます。賞味期限が怪しい後期高齢者 

5 年生・79 歳。扶桑台在住、元甲子園児・今は甲子園爺。 

私の役割は、ショートリリーフピッチャー。試合を壊さ 

ず、次世代へつなぐ役です。 

 ぷらねっと扶桑の役割は、行政の施策「協働」の一環 

で「住民活動の中間支援」。新型コロナウィルス感染防止 

対策という大変な時期ではありますが、これまで培った 

成果・ご苦労に感謝し、また大切にし、さらに「ぷらねっと扶桑の存在価 

値・魅力」の工夫を、理事及び事務局スタッフと共に進め、「私たちのふ 

るさと扶桑」に役立つ存在で有り続けたいという思いです。それには、行政・住民・企業・学校・有識 

者等のご意見も尊重し、連携も大切と考えております。ぷらねっと扶桑は 2015 年 7 月誕生・5 年目。

幸い人財に恵まれ、一部世代交代、女性の参加もいただきました。次世代グループ「でららぶ FUSO」

の活動も楽しみです。高齢者向けの「地域デビュー・社会参加」も検討しております。一緒にやりまし

ょう。助け合いましょう。よろしくお願いいたします。 
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今回は､中部短歌会同人･扶桑読書クラブ会長をなさった故参沢よし子様の書かれた『尾張今昔村のよ

め入り松』から､扶桑町の養蚕の一端を紹介をしましょう｡－「明治後期には熱心な蚕種製造家も現れて

扶桑村はこの頃から養蚕の全盛期に入った｡農地の大部分は桑畑で､春
はる

蚕
ご

の掃き立てに始まって晩
ばん

終
しゅう

蚕
さん

の終るまで､農家の人々はお蚕さまに酷使された｡繭値が良い予想が立つと、手いっぱいに掃き立て

するから、蚕が育って大きくなると、人間の寝る場もない。蚕が上簇
じょうぞく

する 

頃人々は､蚕
さん

棚
だな

の下で布団を柏餅にしてくるまって寝たそうである｡こうし 

て養蚕王国を誇るようになると､当然製糸業も盛んになる｡大正 8年､資 

本金百万円の株式組織をもって扶桑製糸が誕生した」－いかがでしょう。 

*明治 39年 10月 1日、高雄、山名(山那・南山名)､豊国(斉藤・高木)､柏森 

の 4村が合併して扶桑村となりました。町政施行は昭和 27年 8月 1日から｡ 

 

「扶桑の歴史文化を探る 14」  扶桑の養蚕（3） 

 

登録団体の活動予定 6月～9 月 

   「令和元年度 ぷらねっと扶桑 通常総会」 開催 

 去る 4月 24日､「令和元年度 通常総会」を扶桑町役場大会議室において開催しました。 

 はじめに､千田成年理事長の挨拶があり､その後､令和元年度の事業報告･決算報告及び令和 2年度事

業方針･活動予算､さらに新役員の選任について審議が行われ､それぞれ原案通り承認可決されました｡ 

■令和２年度新役員■ 

（50 音順） 

理 事 長：谷口美紀生 

副理事長：早岐 優一 

理  事：小島 雅之 

     千田 成年 

     鶴田 尚美 

     長尾 彰人 

監  事：遠藤 芳男 

西部 昭夫 

  

 

お問い合わせはぷらねっと扶桑まで ☎０５８７－７５－３０８２ 

● 予定は変更になる場合があります。 

 
報 告 

おおわき  つるた    さかい 

 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

毎月月末（水） 「修身教授録」を読む

18：00～19：30 参加費1回￥200

つぼみクラブと健康体操 　　　　　　　　　　  　 参加費￥500

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加費￥500

友舞と民踊を楽しもう

参加費￥300

つくし座と人形劇を楽しもう

無料

ダンスうんどうで美姿勢

参加費￥500

音楽療法勉強会

扶桑町中央公民館 どなたでも大歓迎

10：00～ 　 参加費１回￥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

思い出わくわくサロン

14：00～ 参加費￥200

8/16(日)～8/30(日) 扶桑町とカイコ展

8/23(日) カイコふれあいたいけん教室

11：00～ 無料

扶桑町中央公民館扶桑読書会

笑　夢

音のひろば

毎月第1日曜日
13：30～15：00

毎月第4日曜日
お問い合わせ下さい

毎月第4土曜日
13：30～15：00

毎月第2日曜日
13：30～15：00

6/26（金）　7/31（金）

8/28（金）　9/25（金）

扶桑愛蚕会

ＮＰＯ法人

ママ・ちょこ
詳細はママ・ちょこホームページをご覧ください

http://mamachoco.net/

扶桑町総合福祉センター

扶桑町総合体育館
トレーニング室

扶桑町図書館

6/28(日)　8/30(日)

9/27(日)
（国登録有形文化財）

川田家住宅
扶桑の福祉を考える会

あんばよう

ふそうおもちゃのお医者さん 扶桑町中央公民館１階

6/20(土) 　7/18(土)

8/15(土)　 9/19(土)

10：00～11：30
引渡は受付翌月

新型コロナウイルス感染拡大防止のための中央公民館臨時休館に伴い、

窓口業務を停止して３ヶ月余り…みなさんいかがお過ごしでしょうか？ 

活動の縮小や一時休止を余儀なくされているかと思いますが、活動でき

る日が１日も早く来ることを願っております。

再び元気にお会いできる日を楽しみにしています !! 

 

 

ぷらねっとは、住民参加の 
まちづくりのための「出会い、
ふれあい、つながり」の場を提
供しています。 
場所は、中央公民館１階 
玄関から入って左側二つ目の
部屋です。 
 

 

スタッフは女性３名。 
初めての方でも入りやす
い雰囲気作りを心掛けて
います。 
お気軽にお立ち寄りくだ
さい。 

※中央公民館臨時休館は５月３１日までの予定（４月２８日扶桑町役場発表） 

※ 

mailto:planet-fuso@md.ccnw.ne.jp
http://planet-fuso.seesaa.net/


 

 

 

 

 

  ぷらねっと扶桑まちづくり助成金 交付団体決定!! 

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」。 

令和元年度も多くのご応募をいただき誠にあり 

がとうございました。 

 今回は貢献性・独自性・発展性の審査基準項目 

をもとに６団体を選ばせていただきました。 

 

ぷらねっと扶桑 令和 2年度のおもな予定 

■ ふそう町民まつりでの展示・実演（10 月 17 日） 
   扶桑町内の住民活動団体等による、活動紹介展示・体験ブース出展・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。 

 

■ アクティブシニア向け講座（開催時期未定） 
   概ね 65 歳前後の住民に向けた地域デビュー支援講座を開催します。 

 

■ でららぶ❤ FUSO（毎月開催予定） 
   現役世代向けの意見交換・情報交換会、勉強会を行います。 
 

■ 住民活動あれこれ相談会（原則、奇数月の第 2 土曜日開催） 
   団体・個人問わず、住民活動に関する相談を承ります。 

 

■ ぷらねっと扶桑まちづくり助成金（募集期間：令和 3 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。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定が延期や中止になる場合もありますが、 

なるべく臨機応変に進めたいと考えております。 

 

受賞団体（５０音順） 

● 音のひろば 

● 七賀十郎一座 

● 福塚祭ばやし保存会青年部 

● 本のＱＱたい（本の修理ボランティア） 

● ＮＰＯ法人 ママ・ちょこ 

● 朗読グループ あいうえお 
 

ぷらねっと扶桑では、次世代のまちづくりの担い手の育成とまちづくり  

事業の実現を目的とした、現役世代向けの交流の場を提供しております。 

Ｎｅｘｔ Ｌｅａｄｅｒｓ交流会 
1 月 15 日（水）19:00～21:00                               

昨年 7～9 月に開催された「扶桑町まちづくり入門講座」の受講者を中心に 10～60 代の 11 名

が参加。司会進行を参加者の中から選出し、2 つのテーマについて話し合いました。 

■交流会の今後の方向性■ 

参加者同士の意見交換・情報交換の場とし、いずれは町に貢献 

すべく何らかの事業を企画し実現したいとの思いで一致しました。 

具体的に何を行うかは次回以降に話し合っていきます。 

■自分たちの活動を具現化する新しい名称■ 

「Next Leaders交流会」改め「でららぶＦＵＳＯ」に。地元 

扶桑への愛があふれ出る名前に決定しました。また、今回を記念 

すべき 第 0 回とし、次に繋げることになりました。 

 

 

 

2 月 16 日（水）19:00～21:00 

新体制で始まった第 1回は 30～60 代の 15名が参加しました。 

ユニークな試みとして最初にくじ引きで司会進行役を決定。自己紹 

介を兼ねてのアイスブレイク後「この会で何をする？」の本題に。 

身近なものから斬新なアイデアまで幅広い意見が飛び交い、大いに 

盛り上がりました。また、メンバーによる情報提供も行われ、扶桑 

町の住みここちランキング全国 71 位（令和元年 12 月 20 日 中日 

新聞掲載）の記事分析はとても分かりやすく好評でした。今後も定期的に「でららぶＦＵＳＯ」を開催し

ます。参加メンバーも随時募集中！！みなさんの情報交換の場としてご活用いただければと思います。 

今後の動きに、ますます目が離せません！！ 

 

私たちの会は会員 6名で、毎月第三土曜日午前 10時から 11時半まで中央公民館 1階

で故障したおもちゃの修理を受け付け、翌月に無料で修理してお返しする活動をしていま

す。また、同会場入口では不用となったおもちゃを修理・展示し、希望者に無料で提供する

活動もしておりますのでどうぞご利用ください。 

おもちゃの修理ができる方を募集しています。ぜひご入会下さい。 

お問い合わせはぷらねっと扶桑まで。 

      

 

                                  

 

   

第１回 


