
団  体 日  時 場  所 活  動  内  容
毎週 日･火・水 囲碁体験

木･金･土曜日 初心者から段位保持者まで、会員がお相手

13：00～17：00 を致します（要予約）

毎週木曜日 定例合唱練習
19：30～21：30 見学・体験自由

10/29(土) 国民文化祭 愛知室内オーケストラとの共演

14：00～15：30 （主催）国民文化祭実行委員会

11/6(日) 扶桑町文化祭

9：00～16：00 (主催)扶桑町文化協会

9/10(土)10/8(土) おはなし会
11/12（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～

11/6(日) 扶桑町文化祭
9：00～16：00 (主催)扶桑町文化協会

12/10(土) 冬のおはなし会

14：00～ 子供向けのお話　大型絵本、紙芝居等

9/13(火) 29(木) おやこヨガ教室
10/12(水) 25(火) 未就園のお子様とママのヨガ教室

11/8(火) 24(木) 参加費 1組(ママとお子様) \600

10：00～11：00 託児費 1人 \300

9/13(火) 大口町ほほえみプラザ4階 物々交換イベント
10：00～11：30 ほほえみホール 10月､12月も開催予定

11/20(日) いのちの授業
詳細はお問い合わせ下さい

9/22(木･祝) 扶桑町中央公民館 Shall we Dance?  障がい者の方､車いす

14：00～15：00 2階 講堂 の方､一般の方､皆で社交ダンスをしましょう

9/25(日)10/23(日) 思い出わくわくサロン
11/27(日)12/25(日) 高齢者サロン　

14：00～15：45 参加費　\200

9/30(金)10/28(金) 読書会
11/25(金)12/9(金) 福住正兄「二宮翁夜話」

18：00～20：00 参加費 \300

10月毎週水曜日 やろまい総踊り練習
19：30～21：00

10/22(土) やろまい大祭
(主催)ふそう町民まつりプロジェクトF

10/2(日)15(土) YOSAKOI、運動
11月以降はお問い合わせ下さい

10/22(土) やろまい大祭
(主催)ふそう町民まつりプロジェクトF

10/29(土) スナッグゴルフ大会
13：00～ 参加費　会員\250 非会員\300 小学生無料

11/13(日) グラウンド・ゴルフ大会
9：30～ 参加費　会員\250 非会員\300 小学生無料

11/5(土) 大口町ふれあいまつり2016  防災クイズ

9：00～ (主催)ふれあいまつり実行委員会､大口町

11/6(日) 扶桑町文化祭
9：00～16：00 （主催）扶桑町文化協会

11/25(金) 歌謡舞踊マジックショーと　
13：00～16：00 　　　　　　カラオケおしゃべり会

12/18(日) 国際交流パーティー
13：30～ 　　　　　　～さよなら2016～

大口町ほほえみプラザ

木曽川扶桑緑地公園グラウンド

扶桑町総合グラウンド

扶桑読書会
扶桑町中央公民館

講義室

歩　 ～あゆみ～

斎藤学習等供用施設

扶桑文化会館前広場

艶女　 (30歳以上女性対象)

向日葵　（小学生までの男女対象） 扶桑文化会館前広場

時間・場所はお問い合わせ下さい

扶桑町福祉センター
囲碁同好会

扶桑町多文化共生センター
扶桑町中央公民館

2階 講堂

わっと楽らくスポーツふそう

歌謡舞踊マジックIMVC 扶桑町総合福祉センター

南山名扇太鼓 扶桑文化会館

シェアサポート　和ごころ
会場未定

扶桑混声合唱団

扶桑町図書館2階　会議室

朗読グループ　あいうえお

川田邸
(扶桑町南山名前ノ前49番地)

扶桑町総合福祉センター3階

防災ボランティア D･サポート丹羽

扶桑の福祉を考える会
あんばよう

高雄西学習等供用施設

笑夢

扶桑文化会館

扶桑文化会館

扶桑文化会館

NPO法人 ママ・ちょこ
扶桑町総合福祉センター

または
タイムハウス
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 円空は､寛永 9(1632)年美濃国(岐阜県)に生まれた木食僧･仏師です｡生涯に約 12万体の仏像を彫った 

と言われています｡現在までに約 5300体が発見されています｡ 

幼いころ､美濃国竹ヶ鼻で起きた長良川の洪水で母を失い､その菩提を弔うために出家し､修業を重ね､近

畿から北海道まで各地を遊行し人々の幸せを願い仏像を彫りました｡そして､誓願の 12万体を彫り還暦を迎

えた円空は､母の命を奪った長良川畔を入定の地と決め､元禄 5(1692)年より千日行 

を行い､元禄 8年､64歳の時､関の弥勒寺境内で即身仏になったといわれています｡ 

扶桑町では､福塚の郷中にあった観音堂の｢聖観音｣が､現在公民館で保存されてい 

ます｡また､斎藤の正覚寺の｢十二神将｣の仏像があり､丸太を二つに割り荒彫をして仕 

上げた個性的な彫法は､他に見られず感動をよぶものです｡｢十二神将｣は､薬師如来 

の守護神といわれ円空仏の中でも数少ない貴重な彫像といわれています｡ 

 

「扶桑の歴史文化を探る 3」  円空さんと木彫り仏像 

 

登録団体の活動予定 9～12月 

  「平成 28 年 ぷらねっと扶桑 通常総会」 開催 

 去る 5月 20 日､「平成 28 年通常総会」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､続いて千田勝隆町長および千田利明町議会議長より祝辞

を賜りました｡その後､平成 27年度の事業報告･決算報告及び平成 28年度の事業方針･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｡(出席者 21名) 

平成 28 年度新役員の紹介 

理 事 長：千田成年 

副理事長(兼ｾﾝﾀｰ長)：遠藤芳男 

理  事：谷口美紀生 小島雅之 

     谷田潔   早岐優一 

監  事：鈴井清司  片岡功 

 

理事長あいさつ  

今年度の理事長を務めることになりました｡宜しくお願い致します｡ 

本センターは､住民活動を支援し､まちづくりのための協働拠点と

して昨年 7月にスタートしました｡この 1年を振り返りますと､会員及

びスタッフの熱意と努力により初期の目標はほぼ達成でき､初年

度の活動は満足のいくものであったと思います｡ 

今後は､本センターの使命である｢出会いの場｣｢つながりの場｣

｢活動サポートの場｣を皆様にご提供することにより､住民活動の交

流･拡大が実現できますよう､いっそう努めます｡ 

賛助会員としてご支援いただいた多くの皆様に感謝するとともに

｢ぷらねっと扶桑｣の運営に対し､今後とも､格別のご理解とご支援

を賜りますようお願い申し上げごあいさつとします｡ 

理事長 千田成年 

備品貸出サービス開始 

会員や住民活動団体向けにプロジェクタ

ーの貸し出し（一部有料）を始めました。 

また、センターにはラミネーターも備え

てありますので、ご活用ください。 

 

情報登録会員(団体)募集中! 

ぷらねっと扶桑の提供するさまざまな特典

（情報受発信､ホームページ､備品利用等）を

受けられます。皆様のご入会をお待ちしてい

ます。（入会無料） 

 

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 

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


あいちモリコロ基金募集説明会 

開催日：6 月 11 日(土) 

場 所：扶桑町中央公民館 1階 講義室 
あいちモリコロ基金 募集説明会を開催しました。 

当日は講師役として モリコロ基金相談コーナーの 

中尾さゆり氏(NPO法人ボランタリーネイバーズ理事) 

より基金の概要、応募書類の書き方のポイント等詳し 

い説明が行われました。扶桑町及び近隣市町の住民活 

動団体やボランティア関係者が出席し、熱心に聴取さ 

れ、有意義な説明会でした。 

今年度募集は締切となりましたが、平成 29 年度の 

募集は 10月頃に予定されております。(出席者 24名) 

10 月～12 月 講座 住民活動一日体験入門 

 住民活動団体の活動に参加し、体験を通じていろいろな活動を知り、自分の興味のある

事を探す講座です。楽しく活動する団体の皆さんのお話を聞いて、実際に体験し、最初の

一歩を踏み出してみませんか？ 

実施期間：10 月 1 日(土)～12 月 25 日(日) 

受け入れ団体名（8団体） 

・笑夢                        

・花・花の会                    

・扶桑町赤十字奉仕団                

・扶桑の福祉を考える会あんばよう       
※ 詳細につきましてはチラシにて別途ご案内しております。 

伝えるコツを身につけよう!! 

住民活動団体のための広報スキルアップセミナー 

一緒に活動する仲間を増やしたい！私たちの活動をもっと知ってもらいたい！ 

そんな皆さんのために、この講座では仲間が増える広報のコツや、読む人に思いが伝わ

る表現のポイントをテキストを使って学びます。ワークを通して、自分達の活動をどう伝

えれば良いのかを考えてみませんか？ 

講  師：寺子屋プロジェクト代表 井上淳之
あ き の

典
すけ

氏（寺子屋塾） 

開催日時：10 月 1 日(土)13：30～16：30 

場  所：扶桑町中央公民館 1階 講義室 

参 加 費：無料 

テキスト代：500 円 

※詳細につきましてはチラシにて別途ご案内しております。 

 

 

 

 

1 団体 2 名以上で

の参加をおススメ

します！ 

 

・シェア・サポート和ごころ 

・ふそう災害ボランティアセンターの会 

・扶桑町多文化共生センター 

・朗読グループあいうえお 


