
団体 日時 場所 活動内容

防災ボランティア組織が集結し

防災ボランティア 6/5(日) 扶桑町総合福祉センター 　我が町の防災減災につなげる!!

D・サポート丹羽 14：00～16：00 2階大会議室 団体交流・発表・講演

講師　江戸滿氏

　　7/22(金) 夏休み自然教室
～ 岐阜市少年自然の家 1泊2日の体験教室　

7/23(土)　　 小学4～6年生対象

6、7、8月 料理教室
第3水曜日 扶桑町中央公民館実習室 60歳以上の男性対象

9：30～12：00 体験無料

6/26(日)7/24(日) 川田家　  思い出わくわくサロン

扶桑の福祉を考える会 14:00～15：45 (扶桑町南山名前ノ前49番地) 高齢者サロン　参加費　\200

あんばよう 7/31(日) 扶桑の福祉を考える講演会

14：00～16：00 講師　来島修志氏

6/11(日) 夏のおはなし会
14：00～ 子供向けのお話　大型絵本、紙芝居等

7/9(土) おはなし会
8/13(土） 扶桑町図書館　幼児コーナー 子供向けの読み聞かせ

14：00～
6/21(火） 扶桑町総合福祉センター 物々交換イベント

10:00～11：00 2階　大会議室

7/29（金） 大口町ほほえみプラザ4階 物々交換イベント
10:00～11：00 ほほえみホール 子ども物々交換も同時開催

6/26(日） 第32回　町民音楽祭
10：00～16：30 （主催）扶桑町町民音楽祭実行委員会

毎週木曜日 発声法と調和の練習
19：30～21：30 見学自由

6/26(日) 第32回　町民音楽祭
10：00～16：30 （主催）扶桑町町民音楽祭実行委員会

水、土、日 山名西学習等供用施設 練習 (見学自由）

6/8(水)6/24(金) 扶桑町総合福祉センター おやこヨガ教室
7/1(金)7/13(水) または 参加費　親子1組　\500

10:00～11：00 タイムハウス

7/23(土) 　平成の森 森のたんけん　（小学生対象）

ママ・ちょこハッピーフェア
パパクッキング・体験ヨガ・ソーイング

交換広場等

蚕に関する出展

6/26（日） 第32回　町民音楽祭
10：00～16：30 （主催）扶桑町町民音楽祭実行委員会

6/17(金)7/22(金) 鳴子踊り公開練習
18：00～20：00

8/27(土)8/28(日) 扶桑町役場 扶桑町盆踊り

わっと楽らくスポーツふそう

扶桑中高年料理同好会

朗読グループ　あいうえお

シェアサポート　和ごころ

扶桑混声合唱団

舞童やっちゃん場

　扶桑町中央公民館

扶桑文化会館

扶桑東学習等供用施設

　扶桑町総合福祉センター

扶桑町図書館2階　会議室

扶桑文化会館

高雄西学習等供用施設

扶桑文化会館

8/20(土)

南山名扇太鼓

（Ｎ）ママ・ちょこ

ハーモニカ　ラプソディー　80

扶桑愛蚕会 7月下旬 　髪工房HASEGAWA
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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://planet-fuso.seesaa.net 

 

 

 

 

 当山はもと真言宗で龍雲山･大道寺と号した｡一説によれば､後宇多天皇の弘安三(1280)年三月､定照東安

上人の開基となっている｡上人は讃岐国の人で､後に高野山に入り､顕密両教の秘法を極め､深く善光寺を信

仰し､幾多の苦行の中で金色の光の中から霊像があらわれ｢汝に聖徳太子の作り給う阿弥陀如来像を授けん｣ 

とお告げがあり､本尊として創建された｡その後､弘安七(1284)年の頃､円光大師の教示に感じるところあり､ 

他力本願を信じ､専修一行念仏に入り､浄土宗に転宗し､寺号を専修院と 

改め､一大伽藍を建立した｡しかし元亀(1571)年､織田信長の兵火にかかり 

多くを焼失｡天正五(1577)年に､九世秀南上人が現在地に本尊及び東安上 

人の本像を安置しこれを本堂としたと伝えられる｡現在の東門は､明治九 

年､愛知県の財政難のおり売りに出された犬山城の矢来門を購入したも 

ので､昭和四九年に扶桑町文化財に指定｡※所在地/柏森字乙西屋敷 62 

「扶桑の歴史文化を探る 2」 解脱山･専修院 知ってる？ 

 

 開催!! 
モリコロ基金とは？ 

公益信託愛･地球博開催地域社会貢献活動基金(愛称:あいちモリコロ基金)は､市民の自発的な社会貢

献活動に助成する基金です。 5 名以上の団体およびグループが対象です。 

募集内容 初期活動（上限 30 万円） 

内容：活動開始後 5 年以内の団体等の活動  対象期間：平成 28 年 10 月～平成 29 年 9 月 

 

・ 募集説明会 ・ 
■日時 平成 28 年 6 月 11 日（土）10 時～11 時 30 分 

■会場 扶桑町中央公民館 講義室 1 

■定員 20 名（定員に達し次第、 

申し込み受付終了） 

■内容 ①募集要項の内容説明 

②申請書記載上の留意点 

③事例紹介 

④質疑応答 

※説明会終了後、ご希望の方には個別相談に応じます。希望者多数の場合はグループ相談とします。 

主催：あいちモリコロ基金受託者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

運営：基金サポート組織（NPO 法人ボランタリーネイバーズ）    協力：ぷらねっと扶桑 

 

ぷらねっと扶桑では、今後も 

2 市 3 町協働フォーラム（12 月 18 日） 

まちづくりに関するスキルアップ講座 

住民活動一日体験入門など 

イベント開催を予定しています。  

お楽しみに!! 

※予定が変更になる場合があります 

 

 

 

お問い合わせは 

ぷらねっと扶桑 まで！ 

☎０５８７－７５－３０８２ 
 

登録団体の予定 6～8月 

申請書の書き方のポイント 

が分かります！ 

実際に助成金を獲得した団体

の方からお話が聞けます！ 

助成金にご興味のある方は、

ぜひご参加ください。 

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


2 市 3 町(小牧市、岩倉市、大口町、豊山町、扶桑町)の行政と中間支援団体が協力し、大口町

民会館ホールにて、「2 市 3 町ふれあい協働フォーラム 2016」を開催しました。約 250 人

が集い、新たな まちづくりの出会いの場となりました。 

 

 

 

 

 

「今こそ考えよう まちづくり」をテーマに、扶桑町中央公民館で交流会を開催し、団体・行政

及び住民 約 280 人が参加しました。 

 会場内に展示しました団体の活動紹介のパネルは、それぞれ 

の活動に対する思いが詰まっており 大変好評でした。 
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特定非営利活動法人  

高齢者・障害者の社会参画を支援します。 

大学実習生 

米寿を祝う会 

社員 AED訓練 

金婚式 

じい農園 
NPO喫茶 いこい 

指定管理 老人憩の家 

自主事業 9種の 

教室で社員活動中 

活動報告 
交流のための活動を行いました！ 

第 1 部 わがまち自慢 

各市町の活動団体の皆さんがわがまちの紹介をしまし

た。お互いの市町を知り、自分の市町の良さを再確認す

る良い機会となりました。 

第 2 部 テーマ別交流会 

「子育て･環境」「高齢者福祉」「健康･スポーツ」「防災･防犯」

「フリー」の 5 つのテーマに分かれてディスカッションを行

いました。近隣市町の活動のお話は大変刺激になり、これから

の活動を充実させるきっかけとなりました。 

 

 

また、活動団体の(Ｎ)ママ･ちょこ、扶桑愛蚕会、花･花の会、

扶桑の福祉を考える会あんばようの活動事例発表、扶桑町ボラ

ンティア連絡協議会の福地春生会長によるお話は、多くの住民 

           に日頃の活動を知ってもらう良い 

機会となりました。 

         

機会となりました。      

多くの方々に知ってもらう知るき

っかけとなりました。 

となりました。 

 

 
最後に、カレーハウス CoCo 壱 

番屋創業者の宗次德二氏により「助け合いこそが心と人生を豊か

にする」と題して講演が行われ、自身の生い立ちなどを交えなが

ら、住民活動への参加を呼びかけていただきました。  

 

2001年から「踊り」を主体にして、 

町民の「輪」づくり、扶桑町の活性化、 

他地域との交流を目指して活動しています。 

現在は各地域のお祭への参加協力、町民まつりで「やろまい大祭」の企画運営な

どが主な活動です。今年は新曲「いいね・扶桑」ができました。その普及活動を通し

て地域の皆様と交流、地域の活性化に寄与していきたいと、各踊りのチームや 

スタッフ一同張り切ってい 

ます。 

一人でも多くの方の 

ご参加を ぜひ 

お待ちしています。 


