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扶桑町住民活動支援センター 会報誌 

 

平成２9 年 1 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://planet-fuso.seesaa.net 

 

 

 

 

 柳街道(岩倉街道)は、織田信長の時代に造られた道を元に尾張藩が藩道として整備したものです｡犬山市

の出来町から､かつての上野村･下野村･高木村･柏森村を通り､江南市･岩倉市･旧西春町･旧西枇杷島町へ

と南下し庄内川を渡り名古屋城下に通じていました｡信長の命による街道整備は戦略上と物資の流通を確保

する上で重要な施策であり､柳街道は｢脇街道｣並みの道路でもありました｡  

 道の両側に柳が植えられたので柳街道と言われ､吉田家所蔵の『前野村絵 

図』によると､村内に柳が 156本植えられ道幅が 2間 2尺(約 4.25m)､村内の 

開作距離は 7町半(約 818m)に及ぶことがわかります｡柳街道は､名鉄犬山線 

｢犬山口駅｣付近から沿線南下して｢扶桑駅｣､そして､高木の｢恵心庵(えしん 

あん)｣前､｢扶桑中学校｣内を抜けて｢柏森交番｣の裏､｢柏森辻田｣交差点へ出    ※写真左側が柳街道 

て｢柏森商店街｣から｢柏森駅｣付近へと通じています｡さらに踏切を渡れば江南市前野へと向かう街道です｡           

 

 

 

 

「扶桑の歴史文化を探る ４」  柳街道（岩倉街道） 

 

 

 

扶桑町住民活動支援センター運営機構 

理事長 千田 成年 

新年あけましておめでとうございます。 

 皆様には希望に満ちた新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

扶桑町住民活動支援センターの運営も行政機関のご指導と皆様方の温か 

いご支援・ご協力をいただいておりますことに厚くお礼を申し上げます。 

 昨年は、延べ 1,200 名を数える多くの住民の皆様に本センターをご利 

用いただき誠にありがとうございました。本センターにおきましては、 

団体交流会・相談会等の開催､及びスキルアップ講座や団体の活動紹介の 

機会を提供するなど、本町の住民活動の推進に資するさまざまなサポート 

をさせていただいた実りある一年でありました。 

 さて、今年も本センターに求められている三つの機能｢出会いふれあいの場｣｢つながりの

場｣｢活動サポートの場｣を提供しながら､皆様の活躍の場がさらに広げられるよう応援をい

たしたいと存じます。今後とも、本町の住民活動の充実に向けて、団体の皆様とともに一緒

に歩んでいくことができれば幸いです。 

 最後になりましたが､本年も格別のご愛顧を賜りますとともに､皆様のご健勝とご多幸を

心より祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

登録団体の活動予定 1～4 月 
※予定は一部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 

あいちモリコロ基金の助成交付 
平成 28 年度の助成交付先として扶桑町住民活

動団体より「笑夢」「シェアサポート和ごころ」

「扶桑愛蚕会」の 3 団体が選出されました｡ぷら

ねっと扶桑では､説明会開催､申請書類の作成等応

募に関する一連の事務的サポートをさせていただ

きました｡上述の 3 団体の今後のご活躍をご祈念

申し上げます｡ 

 

 

 

２市３町ふれあい協働フォーラム 
2 市(小牧･岩倉)3 町(豊山･大口･扶桑)の行政､ 

住民団体関係者らが参加して協働交流会が昨年 

12 月 18 日(日)岩倉市で盛大に開催されました｡ 

本町の協働まちづくりには､近隣市町との広域連 

携による推進が重要であり､本センターもその先 

進役を担うことができました｡ 

（本町からの参加者 19 名） 

新年を迎えて 

 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

餅つき大会

大人￥400・小学生￥300・園児￥200

1/31（火）10：00～ 扶桑町総合福祉センター おやこヨガ　       未就園児とママ 1組￥600

1/14（土）2/11（土）

3/11（土）

11：00～

3/4（土）14：00～ 扶桑町図書館 2階 会議室 朗読発表会

1/22（日） 思い出わくわくサロン　

14：00～15：45 参加費￥200

扶桑の福祉を考える会 2/25（土）

あんばよう 14：00～16：00

3/26（日) 思い出わくわくサロン（お花見会）

14：00～15：45 参加費￥200

1/26（木）

10：00～11：30

犬山市（予定）

詳細はお問い合わせください

大口町(予定）

詳細はお問い合わせください

1/27（金）2/24（金） 読書会　福住正兄「二宮翁夜話」を読む

18：00～20：00 参加費￥300

1/29（日）3/26（日）

4/23（日）

13：30～15：00 参加費無料

3/12（日）

4/16（日）

13：30～15：00 参加費無料

小牧にぎわいフェスティバル

白華輪チャリティーライブ出演

（主催）小牧にぎわい隊

3/18（土） 高木吉山交差点プランターの植替え

10：00～12：00 参加費無料

花見＆バーベキュー
日本語教室に来ている外国籍の人と町民との
交流（詳細は広報ふそう3月号にて）

2月下旬（予定）

3月下旬（予定）

高雄学習等供用施設1/22（日）10：30～

扶桑町総合福祉センター

おはなし会
子供向けの読み聞かせ

チャチャチャでウフフ
　～社交ダンスで楽しくリハビリ～

チャチャチャでウフフ
　～車イスダンスで楽しくリハビリ～

物々交換イベント　         参加費無料

物々交換イベント　         参加費無料

物々交換イベント
小学生も参加できます　　　　　　参加費無料

誰でもできるロコトレ講習会
あんばようロコモ予防！   参加費無料

ガレージガーデンSAWAKI
(扶桑町高木福1430-1）

NPO法人　ママ・ちょこ

旧川田稔宅前畑

扶桑町図書館 幼児コーナー
朗読グループ　あいうえお

扶桑町中央公民館
2階 講堂

笑　夢

シェアサポート和ごころ

扶桑読書会

旧川田稔宅
(扶桑町南山名前ノ前49番地)

扶桑町総合福祉センター
2階 大会議室

扶桑町中央公民館
講義室

扶桑町多文化共生センター 扶桑緑地公園キャンプ場

扶桑町中央公民館
2階 講堂

花・花の会

3/26（日）

艶女
向日葵

3/12（日）
小牧市

ラピオ周辺の中心市街地

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


住民活動団体のためのスキルアップセミナー開催 

昨年 10 月 1日(土)､扶桑町中央公民館に講師の井上淳之典氏(寺子屋塾代表)をお迎えし開催しまし

た｡参加者の皆さんには､相手に｢伝えるコツ｣をゲームやテキストを通じて学んでいただきました｡ 

井上講師より｢コミュニケーションでもっとも重要なことは聞くことである｡話し上手よりも聞き上手｣

｢自分が伝えたいことは､相手の気持ちになって伝える｣等､伝えるコツに 

ついて貴重なアドバイスをいただきました｡また､出席者の皆さんからは 

｢グループワークもあり､とても楽しいセミナーでした｣と率直な感想を 

聞くことができました｡なお､セミナーの模様は後日 CCNet で放映され 

ました｡(参加者 27名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふそう町民まつりに参加 

ぷらねっと扶桑では､昨年 10 月 22

日(土)の町民まつりにおいて中央公民

館 1 階に展示スペースを設け､各団体

の写真やパネルを展示･出品し､活動を

PR しました｡たくさんの来場者に観て

いただきました｡(参加団体 23 団体) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民活動一日体験入門 

「何かを始めてみたいけど  

どうすればよいのかわからない･･･。」 

そんな住民に対し､昨年 10 月～12 月に､住民活動団体の

活動に参加する一日体験入門を実施しました｡体験者の中に

は､その後､団体の新入会員 

として活動を始めた方達も 

おられました｡ 

一日体験入門を通じて新 

たな活動の機会を提供する 

事ができました｡今年も継続 

実施して参ります｡ 

 
一日体験入門の様子 

ｲ募集  平成 28 年度 まちづくり助成事業 

ぷらねっと扶桑 まちづくり助成金は・・・ 

町内で活躍する団体の中から､ぷらねっと扶桑が支援する社会活

動に対して､平成
・ ・

28
・ ・

年度中
・ ・ ・

に特にその活動が顕著であった活動団

体を選考の上､助成を行い､住民協働を高めていくことを目的とし

ています｡ 

団体の皆さんのご応募をお待ちしています｡ 

応募期間 平成 29 年 3 月 1 日(水)～3 月 15 日(水) 

助成交付時期(予定) 平成 29 年 4 月下旬 

助成事業に関する詳細は､別途チラシでご案内しております｡ 

※募集要項および申請書は 1 月 11 日(水)よりぷらねっと扶桑事務局

窓口でお手渡しします｡ 

ぷらねっと扶桑では､今年も住民団体のための 

スキルアップセミナーの開催を予定しています。 

ぷらねっと扶桑だより 


