
●活動スケジュール（６月～９月） 

団     体 日  時 会  場 活 動 内 容 

ＳＤＧｓ 
木曽川流域の地産地消を楽しむ会    
（詳細はぷらねっと扶桑までお問合せください） 

毎月  

第 1、第 3日曜日 

8:30～12：00 

扶桑町木曽川河畔 
よみがえれ！木曽川河畔の原風景

プロジェクト（流木除去､竹林伐採､清掃） 

          無料 

ＮＰＯ法人ママ・ちょこ 
（詳細はホームページをご覧ください）

http://mamachoco.net/ 

6/6（日）6/20（日） 

7/4（日） 

タイムハウス 
（扶桑町高雄羽根西 44） 

スタディサポート(寺子屋） 
参加費１人１回 500円 

6/22（火） 高雄学習等供用施設１Ｆ そふとヨガ     参加費 500円 

本のＱＱたい 
6/7（月）7/12（月）

8/2（月） 

13：30～17：00 

扶桑町図書館 図書館の本の修理 

Ｇ&Ｂクリーン隊 
毎月 第 2火曜日 

8：30～9：30 
扶桑町中央公民館駐車場 

扶桑北中周りを中心にクリーン
活動しています 

朗読グループ あいうえお 

6/12（土） 

①13：30～②14：30～ 
扶桑町図書館 

夏のお話会 
小学生以下の子供向けの内容 

7/10（土）8/14（土） 

9/11（土） 
扶桑町図書館 幼児コーナー 

おはなし会 
子供向けの読み聞かせ 

マルベリー 
～畑、ときどき楽食♪～ 

6/20（日） 

9：00～12：00 

ここいも畑 
＆北新田の水田 

さつまいも苗の植え付けと田植え
体験。片方の申し込みでもＯＫ  

           参加費未定 

ふそうおもちゃのお医者さん 
6/19（土）7/17（土）

8/21（土）9/18（土） 

10：00～11：30 

扶桑町中央公民館 
13：00～15：00 

イオンモール扶桑 

おもちゃの故障修理 
                 無料 

音のひろば 7/30（金）8/27（金） 扶桑町中央公民館 音楽療法模擬実践活動 

扶桑の福祉を考える会あんばよう 
6/27（日）8/29（日）

9/26（日） 

14：00～15：00 

（国登録有形文化財） 
川田家住宅 

思い出わくわくサロン      
無料 

笑  夢 
（詳細はぷらねっと扶桑までお問合せください） 

毎月 第 1日曜日 

13:30～15：00 

扶桑町総合福祉センター 

2階 
つぼみクラブ 
ダンスセラピー    会費500円 

毎月 第 4日曜日 

9月のみ第 3日曜日 

扶桑町体育館 
トレーニングルーム 

美姿勢でステップ 
ダンスうんどう    会費 500円 

8/3（火）8/4（水） 

10：00～17：00 

イオンモール扶桑 
セントラルコート 

イオンでわくわく❤素敵な出会い 
            無料 

●お知らせコーナー 

朗読グループあいうえお パソコン活用で音訳ＣＤを作成しています。簡単なパソコン操作ができる会員を募集しています。  

アクティブシニア 
７名の実行委員で概ね６５歳を対象としたイベントを企画・準備中です。 
詳細は次号（１０月１日発行）にてご案内します。 
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扶桑町の木曽川堤を散策すると､渡船場史跡が二つもありますがもともとは「山那渡」一つでした｡「山

那渡（山名渡）」跡は､山那神社裏近くの堤防に建つ常夜灯が目印､もう一つは緑地公園堤に建つ大きな

自然石に「渡し跡」と刻まれた場所です｡「山那渡」から「小渕渡」に移動した理由は､木曽川の流路が大 

洪水で変わったことが原因だと言われています｡ 『張洲府志』には「山名渡 自北山名 航到濃洲前渡

邑」とあり､『尾張名所図会』には「北山名村より美濃の前渡村に至る木曽 

川の舟渡しなり」とある｡『地方古義』は「北山名にも自分渡出来候得共川 

越稀に候故役所筋之達なし」と記し、また『尾張徇行記』には「山名渡府 

志津梁条曰 自北山名航の濃洲前渡」とある｡ 常夜灯の前面には「奉献 

常夜灯」､左面には「金毘羅大権現」､右面には「水神宮」､背面には「文化 

１２年□□･･･」と見られます｡前渡渡跡は各務原浄水場公園にあります｡ 

 

 

「扶桑の歴史文化を探る・17」  扶桑町と木曽川史（3） 

 

・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（１０月１日発行）に掲載する住民活動情報を募集しています。 

１０～１月の活動予定をはじめ、メンバー募集など、住民の皆さんに広くお知らせしたい内容を

お寄せください。締切は８月２５日（水）。尚、内容によっては掲載できない場合があります。 

 

★ 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。 

など 

お問合せはぷらねっと扶桑まで ☎0587－75－3082 
                           ホームページはこちら☞ 

 

『SDGs de 地方創生』ゲーム体験会 in 扶桑町 
～扶桑町の未来をゲームでかんがえよう～ 

 

扶桑町住民活動支援センター Next Leaders育成事業 

 

 

 

 

SDGsは国連で採択された地球規模の課題｡そして「地方創生」は持続可能な日本社会をつくるための課題です｡ 

カードゲームを体験しながら SDGs を学び、将来の扶桑町について考えてみませんか？ 

プログラム 

● アイスブレイク、イントロダクション 

● ゲーム体験会、振り返り 

● SDGsで考える扶桑町 

・事前に申し込みが必要です（窓口･電話･メール･FAX） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に関して 

   ①当日に発熱など体調のすぐれない場合は参加をお控えください 

   ②マスク着用でお越しください 

   ③感染拡大状況によっては、開催を延期もしくは中止する場合があります 

 

講師 深田 英揮 氏 
(一社)SDGsアクション・ラボ理事長 

『SDGs de地方創生』カードゲーム 

公認ファシリテーター 

 

掲  示  板 

                     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。開催日の 1 週間前までにお申込み下さい。） 

開催日 時 間 場 所 

7 月 10 日（土） 

9 月 11 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 

 

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


令和２年度下半期登録団体 

団    体 活  動  内  容 

SDGs 

木曽川流域の地産地消を楽しむ会 

木曽川流域の人づくり・まちづくり等々。ＳＤＧｓの観点から持続可能
な開発目標を掲げ地域住民の皆様と共に考える場を設け、解決の手助け
をします。木曽川流域の旬の産物を味わい地域の魅力を再発見します。 

扶桑子供将棋クラブ 
将棋を学ぶことで、子どもが自分で考え結果を認めるなど、自律心を養
い成長するのを手助けします。扶桑将棋クラブの指導により、大人と子
どもの交流を深め、子どもが楽しく将棋を学ぶことを目指します。 

マルベリー ～畑、ときどき楽食♪～ 
無農薬畑に関わることで自然に触れあう楽しみを感じ、無農薬野菜を味
わうことで食への関心を深め、安心安全な食を学び、心身ともに健康な
あり方を考えていきます。 

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合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和３年度 ぷらねっと扶桑 まちづくり助成金 
３団体への交付が決定しました！！ 

つぶやき伝言板 

交流会などの中止が相次ぐ 

中でも、人と人がつながるきっ 

かけになればと思い、壁面に 

「つぶやき伝言板」を設けました。 

活動に関する事､やってみたい事などを付箋に記入し

掲示するというものです。さらに､つぶやきに対するメッ

セージを書いてみたり･･･。小さなつぶやきが活動に結

び付いたという事例もいくつか出てきました。ぜひ､つぶ

やきに来てくださいね！ 

ひまわりプロジェクト 2021 

来年の町制施行７０周年に向け「扶桑町を町の花ひまわり

でいっぱいに！」という扶桑町社会福祉協議会･扶桑町と

の協働企画｡でららぶ♡FUSOでは「私と向日葵」と題し､

多くの町民の皆さんのお家でひまわりの種を蒔き､育てて 

もらえるよう､種の斡旋を行 

いました｡背の高いものから 

ミニひまわりまで､黄色のほ 

か赤や白の珍しい品種の種 

も入っており､花が咲くのが 

待ち遠しいです｡ 

 

 

ウォーキングマップを作ろう 

「つぶやき伝言板」に書かれた一言が発端となり

動き出した企画｡歴史･防災･フォトスポットなど

を網羅した地図を目指し､ 

まずは町内を歩く事から始 

めようと視察ウォーキング 

を実施｡第 1 回は南山名～ 

木曽川方面を 8名で歩きま 

した｡今後も視察ウォーキ 

ングと話し合いを継続し､ 

実現に向けて活動します｡ 

 

花・花の会 

「町中花植栽と 

向日葵を育てる事業」 

扶桑町を花いっぱいにして町の彩り

づくりに貢献したいという思いから、

町内の花壇作りのお手伝いや植栽

の講習会を行うなどの活動をしてい

ます。今年度は新たな試みとして町

の花「向日葵」を多種類育て､花壇

に植栽します。花が町中に咲くことで

町民の皆様の癒しとなり、心豊かな

生活の一助となれば幸いです。 

 

ふそう 

災害ボランティアセンターの会  

「家具転倒防止啓発活動を分

かり易く説明できるグッズ作り」

今後、高い確率で起こりうる東南海

地震。家具転倒防止は我が身を守

るための重要な備えの一つです。家

具を固定することでいかに安全な住

まいになるかを体感してもらえる装置

を作成し、その重要性を一人でも多

くの住民に理解していただくと同時

に、災害への危機意識を持っていた

だけるよう啓発活動に努めます。 

 

マルベリー  

～畑、ときどき楽食♪～  

「畑体験を楽しもう！」 

スーパーで当たり前に買うことのでき

る野菜ですが、種撒きから収穫まで

農家さんの努力あってこそ、自然の

力があってこそです。無農薬畑で多

世代の方々が土に触れ農作業を体

験することで、畑の楽しさ、自然への

感謝、野菜の美味しさを感じ、「楽

食」＝食を楽しみながら食への意識

を高めていただけたらと思います。 

 

みんなの本箱 

以前より外出機会が減り､自 

宅で読書をする機会が増えた 

方が多いのではないでしょうか？ 

ぷらねっと扶桑にはまちづくりや 

NPO関連、経理などの実務的なテキストなど､現在

100冊程度の書籍があります｡冊数は決して多くは

ありませんが､これらを手に取って頂き､貸し出しもでき

るよう「みんなの本箱」として整備しました。お気軽にご

利用ください！ 

ぷらねっと扶桑では･･･コロナ禍の中、２つのコトを始めてみました！！ 

｢でららぶ❤FUSO｣では現役世代が月１回集まり､交流を行っていま

す。緊急事態宣言により中止した時期には有志によるオンラインミ 

ーティングが行われるなど､参加者のまちづくりに対する熱意は高 

まっています。時には謎のキャラクターが登場して盛り上げてく 

れることも！今後の予定は 6/18(金)、7/16(金)、8/20(金)、 

9/17(金)いずれも 19 時～、会場は高雄西学習等供用施設。 

 

ようこそ「ふるさと学サロン扶桑」へ！ 

□2019 年（令和元年）８月誕生しました。会の名前は会友が考えを出し合い「地域学にこ
だわらない。広く会員のふる里の話題も」、「歴史研究会ではなく文化や歴史について気
軽におしゃべりできる会にしたい」。そして、「歴史を広く学び合える会が扶桑にもあり

ますよ」との願いを込めて決まりました。 
□誕生のきっかけは、令和元年６月の扶桑町生涯学習講座「『扶桑村報』が語る扶桑の昭
和史」受講者の声でした。とんとん拍子に動き出して、ただ今１８名の会友がいます。 

  毎月、第１土曜日の午前９時半～11 時半まで。会場は、南山名に建つ国の登録有形
文化財「川田家住宅」。会費は、毎月 300 円。一度、例会をのぞいてみませんか。和気
あいあいの楽しいサロンですよ。 

□サロンでは大口町歴史民俗資料館秋の企画展～地域の 
災害を知る『入鹿切れ』～展示資料、Ｎ会友の西アフ 
リカ南下報告と調べてみれば実家の石垣は木曽川から 
遠路運ばれた飛騨流紋岩だった、Ｓ会友企画の招へい 
講師による戦争体験を語るなどを取り上げてきました。 

  そして、今夏にはＨ会友の「父の従軍日記を読む」 
が企画されています。話題大盛りのサロン扶桑です。 

 

 

 


