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〝木曽川〟と聞いてみなさんはどのようなことをお考えになられます 

か｡ある講座で〝命の水。経済の源〟と言われた参加者がおられまし 

た。木曽川流域に住まう私たちです。先人たちは清流木曽川とどのよ 

うに関わってきたのか、「扶桑町と木曽川史」と題して考えてみます。 

初回は「現代編」です｡①木曽川は１級水系・１級河川です｡②延長は 

229㎞｡平均流量は 169㎥/s（犬山観測所）｡流域面積は 5,275㎢｡ 

③水源は長野県飯盛山。その標高は 2,446ｍ｡④河口合流先は伊勢湾｡⑤流域県は長野県(３町２村)・ 

岐阜県(８市５町)・愛知県(６市１町)・三重県(１市１町)｡⑥木曽三川の一つ｡上流にはダムが 10カ所｡ 

⑦源流部では味噌川(みそがわ)とも呼ばれ､吉蘇川､岐蘇川など異字の他､場所により広野川､鵜沼

川､境川､美濃川､墨俣川､尾張川などとも呼ばれました｡木曽川を学ぶ｡木曽川に学ぶ｡ 

 

「扶桑の歴史文化を探る 15」  扶桑町と木曽川史（１） 

 

登録団体の活動予定 10月～1月 

令和２年度の折り返し地点となりましたが、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、さまざまなイベント

が中止や延期になりました。町内で活動されている団体の皆様も思うように活動できない状況が続いている

のではないでしょうか？このたび、ぷらねっと扶桑では「はじめよう！スマホ de 会議」と「JKD55～住民活動

団体紹介展～」を企画しました。皆様の活動にお役立ていただければ幸いです。 

● 予定は変更になる場合があります。 

情報をお寄せください！ 

ぷらねっと扶桑では、次号（令和 3 年 2 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・

個人は問いません）。令和 3年 2月～5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 12月 26日（土）。尚、内容によっては掲載できない場合があります。 

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12月12日（土）。

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）。原稿

は掲載決定後に準備していただきます。 

 

 はじめよう！スマホｄｅ会議  受講料無料 

コロナ禍の折、メンバーが集まる事が難しい時期ですが、離れた 

場所に居ても話し合いができる方法を体験してみませんか？ 

●開催日時：１０月  3日（土）午後 2：００～3：３０ 

          １０月２４日（土）午後 2：００～3：３０ 

※両日とも同じ内容です。お一人様１回の受講となります。 

●開催場所：扶桑町中央公民館 講義室 1 

●対 象：扶桑町内で住民活動を行っている団体関係者 

●定 員：各回 10名（定員になり次第〆切） 

●講 師：CODE for AICHI 南谷 真 氏  

●内 容：ミニ講義「オンライン会議のあれこれ」 

スマホ会議をやってみよう！  

受講者同士でグループを作り、自分のスマホを使って会議を体験します（LINE アプリを使用） 

●持ち物：スマートフォン 

                        

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。 

（予約制です。開催日の 1 週間前までにお申し込み下さい。） 

開催日 時 間 場 所 

11月14日（土） 

1 月 16 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 

 

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。 

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☞ 

 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

Ｇ＆Ｂクリーン隊合同活動日

8：30～9：30活動中

おもちゃの修理　  　　　　　修理費原則無料

・状態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

11/14(土) おもちゃの無料抽選会　　 参加定員70名

13:30～ ※詳細は広報１１月号をご覧ください　　　　　　

思い出わくわくサロン

参加費￥200

音楽療法勉強会

どなたでも大歓迎　　　　　   　   参加費１回￥300

つぼみクラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加費￥500

友舞

参加費￥300

楽しいサロン

※場所と時間は変更になることがあります　　　　　　

毎月最終日曜日 ダンスうんどう

参加費￥500

扶桑町総合体育館
トレーニング室

時間については
お問合せ下さい

ふそう おもちゃのお医者さん

扶桑町中央公民館　２階

10/13(火)　11/10(火)
12/ 8(火)　  1/12(火)

8：30～9：30

扶桑町総合福祉センター

10/17(土)　11/21(土)
12/19(土)　 1/16(土)

10：00～11：30

10/25(日）　11/22(日）
12/27(日）    1/24(日）

14:00～

10/30(金)　11/27(金)
12/25(金)　  1/29(金)

10：00～

笑　　　夢

扶桑の福祉を考える会
あんばよう

Ｇ＆Ｂ　クリーン隊 扶桑町中央公民館駐車場

国登録有形文化財
川田家住宅

扶桑町中央公民館　１階

音のひろば

毎月第１日曜日
13：30～15：00

毎月第4火曜日
13：30～15：00

毎月第2日曜日
13：30～15：00

扶桑町中央公民館

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

音や音楽を通して心身の健康回復や向上を目指して活動しています 

生涯学習講座から発足し音楽療法に興味、関心の深い仲間です 

現在、新型コロナ感性拡大防止のため、三密回避を基本として出来る範囲の 

訪問セッションを個人様向け音楽療法士とアシスタントで行う予定です 

 

  

 

お問い合わせは ぷらねっと扶桑まで 

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 Next Leaders 育成

事業を行っています。昨年度に行われた「扶桑町まちづくり入門講座 集まれ！Next Leaders」がきっかけで誕生した

「でららぶ♥FUSO」。ちなみに、名付け親はなんと！高校生です。ここでは現役世代(高校生〜60代)が毎月１回集

まり、扶桑町をより良くするために自分たちでできる事はないかという話し合いや交流が行われています。 

7月 20日（月）参加者 13名 

5ヶ月ぶりの再開。第 2回のメインテーマは「でららぶ♥FUSO」の今後の方向性を明確にすること。

参加メンバーの気持ちを共有し、町民の皆さんに周知してもらうには？とい 

った話し合いが行われました。扶桑を良くするための課題に取り組み、気軽 

にプロジェクトの提案ができる雰囲気の中、「この指止まれ」方式で各自が 

参加したいものに自由に参加する。参加者の意思を尊重したゆるい繋がりを 

大切にするという形にまとまりました。また、ＳＮＳを活動のツールとし 

て活かしたいという意見もあり、今後の課題となりました。 

 

8月 17日（月）参加者 12名 

はじめに事務局からのワークショップ「でららぶ♥FUSOってなに 

？」を実施。でららぶの名前を広め、参加したくなるキャッチコピーを 

参加者目線で考えました。たくさん出てきたワードの中から共感するも 

のにシールを貼り、熱い想いが伝わるイメージマップが完成。これらの 

成果は PRポスターとなりました。その後、 

参加メンバーによる新たな提案や情報提 

供など活発な意見交換が行われました。 

 

これからも定期的に「でららぶ♥FUSO」を開催します。今後の予定は 

10月 21日(水)、11月 19日(木)、12月 16日(水)、 

令和 3年 1月 22日(金)、いずれも午後７時～です。 

見学も大歓迎！ お仕事や学校帰りにお気軽にお立ち寄りください。 

 

 

 

住民
J

活動
K

団体
D

紹介展 

 

現在、55 の住民活動団体がぷらねっと扶桑に登録して

おり、扶桑町を中心に活躍しています。 

どんな団体があるのか・・・ 

どのような活動をしているのか・・・ 

各団体のメンバーが作った想い溢れるポスターやパネルをご

覧ください。 

 

期間：Vol.1 10月 14日(水)～19日(月) 

Vol.2 10月 21日(水)～26日(月) 

9:00～17:00（いずれも最終日は正午まで） 

会場：扶桑町中央公民館 1階 

令和 2 年度のおもな予定を「ぷらねっとジャー

ナル Vol.14」に掲載しましたが、以下の行事を

中止および延期いたします。ご了承ください。 

・ふそう町民まつり（中止） 

・NPO現場見学会（中止） 

・アクティブシニア向け講座（延期） 

住民活動支援センターとして現状の把握と今

後の運営の参考にさせていただくため、登録団

体の皆様を対象にアンケートを実施いたしました

(期間:5 月 27 日〜6 月 30 日)。関係者の

皆様にはご協力をいただきありがとうございまし

た。集計結果はぷらねっと扶桑ホームページに掲

載しております。ぜひご覧ください。 

 

アンケートについて 

予定の中止および延期について 

団体名 活動内容

虹夢
グループでコーラスをすることにより、個人の生きがいとなり、日々を意欲的に
過ごしています。また、介護施設等への慰問活動を行うことで、福祉活動や
住民交流にも積極的に参加しています。

ふそう食堂‘ありがとう’
子どもから大人までを対象に、今まで培った調理技術等を以って料理の提供
を行います。食堂を通して世代間の交流を図り、地域の健康福祉の増進を目
指します。

（N）Tags New
尾張地方にて“コミニュケーション型移動市場”を主催。“繋がる社会・楽しむ
文化”の増進に寄与することを目的としています。

ふるさと学サロン扶桑
会員相互のふるさとの歴史　また、扶桑町の歴史を話し合い学びあう。学び
あったことを郷土扶桑の元気づくり、仲間づくりに役立てる。特に町内の各種
グループに出前講座として出かけます。

（一社）シオン終活支援協会
終活に関する相談業務を行い、安心でゆとりある老後生活に寄与することを
目的とします。要望に応じて終活講座・セミナーの開催を行います。

扶桑町写友クラブ
写真愛好家が趣味を活かし、扶桑町の皆さんの笑顔を永遠に残したいとの想
いから、町内の様々な行事の写真撮影を行っております。

令和元年度～令和２年度上半期登録団体

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ご登録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。
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