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扶桑町住民活動支援センター 会報紙 

 

令和 4 年 6 月１日発行 

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/ 

年３回発行（６.10.２月） 

 

 

 

昭和 27年(1952)8月 1日をもって扶桑村は､扶桑町となりました｡この年､柏森､高雄､山名の保育園が

開設され､昭和 30年(1955)には､端折傘が愛知県無形文化材に指定されています。昭和 34年(1959) 

9月 26日には、伊勢湾台風襲来で東海地方が大被害を受け､扶桑町でも神社寺院の樹木倒壊をはじ

め家屋にも甚大な被害がありました｡その時の記憶が､脳裏に焼きついて 

いる人もおられることでしょう｡自然災害の恐ろしさは､いつの世でも同じ 

です｡昭和 35年(1960)に､高雄の消防 8分団が統合され高雄分団に編 

成されました｡この年､カラーテレビ放送が開始｡昭和 39年(1964)には､ 

長泉塚古墳が､愛知県指定文化財となりました｡昭和 47年(1972)､町制 

20周年を迎え人口は 21,317人､戸数は 5,061戸｡昭和 49年(1974)､ 

県立丹羽高等学校が開校しました｡                        儀典用長柄端折傘(山那･尾関家) 

『愛編む扶桑､このまちが好き♡』(町制 70周年記念ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ：酒井外美江さん作) 

 

 

「扶桑の歴史文化を探る・20」 祝・扶桑町制 70 周年！（2）

桑町と木曽川史（3） 

 

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｡１０～２月の活動予定をはじめ､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｡８月２５日
（木）締切｡尚､内容によっては掲載できない場合があります｡ 

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

あなたが住み、通い、関わるまち扶桑町で「こんなことがあったら素敵だな」、「こんな関わりができ
たら楽しそうだな」、と考えてみませんか？世代や所属を越えた人々と話すための話し合いの土壌づ
くりのスキルを身につけながら、あなたらしい扶桑町への関わり方をじっくり見つけていく講座です。 

 

 

講師：林 加奈（はやし かな）氏 ／ NPO 法人せき・まちづくり NPO ぶうめらん 
岐阜県関市出身。滋賀大学経済学部企業経営学科卒。学生時代から「関市まちづくり市民会議」や同法人
の活動に参加し、地元関市やまちづくりに関心を持つ。2017 年、関市主催の「グラフィック・ハーベスティング講座
基礎」にて対話の重要性に関心を持ち、グラフィックレコーディングなどの手法を学びながら地域に還元している。
関市市民活動センター事務局長。 

住民活動に関するご相談をぷらねっと扶桑で承ります 
(予約制､開催日の 1 週間前までにお申込みください) 

開催日 時 間 場 所 

7 月 9 日(土) 

9 月 10 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 

 

扶桑町住民活動支援センター  
令和 4 年度 Next Leaders 育成事業 

 

～まちづくりの先輩のストーリーを聴いてみよう～ 

～あなたの「やりたい」を、みんなで深めよう～ 

～あなたの「楽しい」って？話して､聴いて､かいてみよう～ 

＜会場＞ 
 扶桑町役場 2 階 会議室 

＜対象＞ 
扶桑町在住在勤の 60 代迄の方 

＜定員＞ 
20 名(原則 3 日とも出席できる方) 
定員を超えた場合は令和元年度 
まちづくり入門講座を受講していな 
い方を優先します 

＜受講料＞ 
  無料 

「このたび､NPO 法人スぺイス･
21は目的を達成いたしましたの
で､令和 4 年 3 月 31 日をもち
まして解散いたします｡1998 年
活動開始以来 24 年余りにわ
たり賜りましたご厚情に感謝し
厚くお礼申し上げます｡」 
 

予定は変更になる場合があります。 

NPO法人 スぺイス・21様よりお便りが届きましたので
以下に抜粋して紹介します。 

 

長きにわたり、扶桑町のためにご尽力頂き、感謝
申し上げます。 

 

活動スケジュール（6月～9月） 
団   体 日  時  ・  場  所 活 動 内 容 

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/ 

6/4（土）9：00～10：30 タイムハウス スタディサポート（寺子屋）  参加費 500円 

7/23（土）・7/30（土） 
8/ 6（土）  9：30～ 

タイムハウス 読書感想文          参加費 500円 

8/11（祝） 10：00～ いこいの家 ハッピーフェア            入場無料 

笑  夢 
（詳細はお問合せください） 

毎月 第 1日曜日 
13：30～15：00 

扶桑町総合体育館 
ダンスセラピーで楽しく運動              
つぼみクラブ          参加費 500円 

毎月 第 1･3月曜日 
13：30～15：00 

扶桑町中央公民館 サロン活動                 無料 

毎月 第 2月曜日 
13：00～15：00 

扶桑町中央公民館  
グラスアート 

参加費１回 500円（材料費別途） 
毎月 第 2日曜日 

10：00～12：00 
扶桑町総合福祉センター 絵画教室 絵夢クラブ   参加費 500円 

毎月 第 3土曜日 
13：30～15：00 

扶桑町総合福祉センター 指人形劇練習 つくし座          無料 

毎月 第 4日曜日 
13：30～15：30 

扶桑町総合体育館 
ダンス運動で美姿勢と健康をゲット！          
扶桑 M           参加費１回 500円 

本の QQたい 6/6 (月)・7/11(月) 
8/1(月) 

扶桑町図書館会議室又は 
扶桑町中央公民館 

本の修理ボランティア                      

ねこさと～nyamuzu company～ 
毎月 第 2日曜日 MEGA ﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ UNY 大口店  

飼い主のいない猫の譲渡会 
毎月 第 4日曜日 綿半ホームエイド 江南店 

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   

ふそうおもちゃのお医者さん 6/18(土)・7/16(土) 
8/20(土)・9/17(土) 

10：00～11：30 
扶桑町中央公民館 

13：00～15：00 
イオン扶桑 ウェストコート 

おもちゃの故障修理               無料 

ＳＤＧｓ 
木曽川流域の地産地消を楽しむ会 

毎月第１・第 3日曜日 
6：30～ 

扶桑町木曽川河畔 木曽川河畔清掃活動  

扶桑の福祉を考える会 
あんばよう 

6/26（日）14：00～ 
8/28（日）10：30～ 
9/25（日）14：00～ 

（国登録有形文化財） 
川田家住宅 

思い出わくわくサロン      参加費 200円 

Social studio ATHENA 
（ｿｰｼｬﾙ･ｽﾀｼﾞｵ･ｱﾃﾅ） 

毎月第 4日曜日 
扶桑町山那宮東 533 

ｽﾀｼﾞｵｱﾃﾅ 
アテナマルシェ（Pazari）        入場無料 

［地元をもっと盛り上げ隊］ 
フレフレフソウ    

9/24（土） 
扶桑駅・扶桑文化会館 
文化の小径 

謎解きイベント 

お知らせコーナー 

扶桑町多文化共生センター 

ボランティア募集中！  毎週日曜日 13：30～15：00  
現在、扶桑町内には約 500 名の外国人が住んでいますが、多くの外国人が日本語を話せません。日本
語の分からない外国人を支援していく活動をしています。英語などの外国語ができなくても、特別な資格
がなくても、日本語ができれば大丈夫です! 
誰にでもできる身近な国際交流です。あなたも国際交流に参加してみませんか！ 

扶桑写友会 行事、その他イベント写真記録承ります。気軽にお申込み下さい。お待ちしています。 

南山名扇太鼓 
メンバー募集中！  土曜日、日曜日（月 4回）19：00～21：00山名西学供で練習を行っています。 
和太鼓演奏を通して健康作りをしてみませんか。地元地域の行事を中心に近隣市町でのイベント、施設
訪問をしています。太鼓経験がない方でも大丈夫、すぐできます。見学大歓迎！  

音のひろば 
音楽療法を体験してみませんか？ 
音楽を聴く､音楽に合わせて体を動かすといった活動を通じて、心も体もリフレッシュ｡懐かしの音楽や簡単
な楽器を使ったプログラムを用意しています｡幼児～高齢者まで｡少人数でも可｡場所､日時は応相談｡ 

マルベリー～畑､ときどき楽食♪～ 扶桑町内にて田植え体験､収穫体験､スイカ割りなどを予定｡日時､会費など詳細は SNS をご覧下さい｡ 

本のQQたい メンバー募集中！ 本の好きな方、手を動かすのが好きな方ぜひ一度おいで下さい。 

 

掲  示  板 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和４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！！ 

 

ひまわりプロジェクト 2022 「フォト・メッセージ展」のご案内 

でららぶ♡FUSOでは「私と向日葵」と題し､昨年に続き種の斡旋をしました｡黄色・白・赤の 3 色の向日葵の種がセ

ットされています。花が咲くのが楽しみですね！また､皆さんが育てた向日葵をはじめ､扶桑町内に咲く向日葵の写真

にメッセージを添えた「フォト・メッセージ展」を開催します。 

＜作品募集について＞ 

・募 集 期 間：8 月 1 日（月）～31 日（水） 

・募 集 内 容：扶桑町内で撮影したひまわりの写真とメッセージ（一人 2 点まで） 

        写真のサイズは最大 A4 まで（額･パネル貼り不可） 

        応募用紙に必要事項とメッセージを記入 

（チラシ及び応募用紙は ぷらねっと扶桑、扶桑町図書館他、町内施設に設置） 

・提 出 先：ぷらねっと扶桑（扶桑町中央公民館 1 階／☎ 0587-75-3082） 

＜作品展示について＞ 

・展 示 期 間：9 月 16 日（金）～21 日（水） 

・展 示 会 場：イオンモール扶桑 1 階 ウエストコート 

 

七賀
な か

十郎
じゅうろう

一座
い ち ざ

 
「生の歌舞伎を多くの方々に披露｡ 

一座の若返りをはかる｡」 

明治時代に活躍した「中村七賀十郎」

の地歌舞伎を引き継ぎ活動していま

す｡敬老会での披露のほか､新人の初

舞台や小学生を主役にした演目の公

演を企画実現し､一座の若返りをはか

り､継続発展できる基礎作りに努めま

す｡役者･裏方ともに幅広い年齢層に

参加を広げ､地域の活力を生み出しま

す｡ 

 

ボランティア団体｢笑夢
え む

」      
「アートで発見!心の宝～扶桑町木曽川

流域の風景を心に刻む取り組み～」 

 

扶桑緑地公園の成り立ちや景観保全

のために官民の取り組みをSNSで発信

し､扶桑町の魅力を伝えます｡河川敷

や緑地公園の「推し風景」と「思い出」

をアートで表現する活動を通して郷土

愛を育み､アート作品を展示し扶桑の

宝を広くアピールします｡ 

［地元をもっと盛り上げ隊］ 

フレフレフソウ 

「謎解きウォークラリー」 

18～28 歳のメンバーで､若さを活かし

た発想力と行動力で今までの扶桑町に

なかった新しい価値を創造していきま

す｡その一つとして「謎解きウォークラリ

ー」を実施します｡扶桑町を改めて知っ

てもらう機会とし､様々な仕掛けで､若

者がまちづくりに興味を持ってくれるよう

なイベントを目指します｡ 

 

はじめに参加者が自己紹介。その後、各自が思う「扶桑町のいい 

ところ」を発表し、続いて、プログラムにより講座が進みました。 

1.今さら聞けない･･･SDGs って何？ 

 SDGs ができるまでの歴史や 17 の目標について学びました。 

2.日頃の活動と SDGs の関係性について考えてみよう！ 

 自分の活動がどの目標に当てはまるのかを各自で考えました。 

3.SDGs について話し合い、交流しよう！ 

 4 人 1 グループになり、各々が自分の活動を発表した後、ワークシートを用いて他のメンバーから当てはまると思う目標のアイコンに印を 

つけてもらいました。自分が思っていた以上に多くのアイコンに印がつき、活動の違った側面に気付くことができました。 

受講者からは、「大変わかりやすかった」「他の団体との情報交換ができた」など、SDGs の知識はもちろんのこと、交流も

でき、今後の活動のさらなる発展が期待できる有意義な講座となりました。 

｢でららぶ❤FUSO｣では現役世代が月１回集まり､交流をしています。町制 70 周年を迎える今年は話し合いが

一段と盛り上がっています。今後の予定は 6/17(金)、7/15(金)、8/17(水)、9/22(木)のいずれも 19時か

ら、扶桑町中央公民館で開催します。お仕事や学校の帰りにお気軽にお立ち寄りください。 

 

 

 

はじめての  

2月 10日(木)、26日(土)に住民活動を行っている方

を対象に開講、講師はNPO法人小牧市民活動ネットワ

ークの清水麻生さん。各日程 8名ずつが受講しました。 

 

 ねこさと 〜nyamuzu
ニ ャ ム ズ

company
カ ン パ ニ ー

〜 🐾 

扶桑町、大口町、江南市を拠点とし活動しています。活動内容は大きく分けて 3 つ｡ 

１つめは､「地域猫活動（TNR活動）」 

  所有者はいないけれど、生活環境はある、いわゆる野良猫に避妊去勢手術をして見守ります。 

２つめは､「保護動物のお世話と里親の募集活動」 

  新しい家が決まるまでの生活管理、体調管理を行い定期的に譲渡会を開催しています。 

  里親探しだけでなく飼育相談も行っています。 

3 つめは､「啓発活動」 

  地域猫活動により不幸な命が減ることが動物の虐待や殺処分ゼロに繋がる事、動物の習性を正しく知ることが人間にとっ 

ても大切な事をとり多くの方に伝えたいと思い、人間側の知識と意識の向上の啓発活動として譲渡会とともに、パネル展示

や飼育相談、地域の野良猫相談も受け付けています。 

 

動物自身に罪はなくても悲しい事件が多い現在､犯罪のスタートが動物虐待で 

あったというニュースをたくさん見ます。動物の次は幼い子どももあり得ます。そんな 

不安定な世の中に少しでも不幸な動物を減らすことが、地域の子ども達、私達の 

安全にも繋がります。自分たちの住むこの地域だからこそ願いを込めながら日々、 

お世話と活動を頑張っています。 

 

団体名 活動内容

NSLAふそう
“より安心・安全な食をこどもたちへ”を目指した団体です。
“オーガニック給食”の実現に向けた活動をしています。

サウンド・ヒラツカ
クラシックから日本の懐かしい名曲まで、弦楽器で演奏します。歌声喫茶のよう
に、弦楽合奏の伴奏で歌を一緒に楽しんでいただくことや実際に弦楽器を手に
取って体験することもできます。

扶桑マルシェ
扶桑町を盛り上げたい！という思いで毎年1回マルシェを行います。子どもからお
じいちゃん､おばあちゃん世代まで、幅広い年代で楽しめるようなマルシェを目指
します｡

Sosial Studio ATHENA
ソーシャル　スタジオ　アテナ

スタジオアテナを拠点としてマルシェやストレッチ教室・生活よろず相談や、芸術・
スポーツ･料理教室を開催し､地域の活性化や集う人々の自発的な共助関係の
構築（たすけあいの輪）と生きがい発見の場を目指します｡

[地元をもっと盛り上げ隊]フレフレフソウ
扶桑町を盛り上げるために、みんなで話し合いをします。そこからイベント企画や
インスタ映えスポット創設などの活動を行います！(18歳～28歳限定）

令和３年度登録団体

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合せください。


