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運営機構 
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 遠藤周作の『沈黙』が、巨匠マーティン・スコセッシ監督の手によって映画『沈黙－サイエンス』となり、今年

の１月 21日に全国公開されました。17世紀江戸初期、激しいキリシタン弾圧の中で棄教したとされる師の 

真実を確かめるためポルトガルから長崎にたどり着いた宣教師ロドリゴ。彼の目に映ったのは想像を絶する

現実でした。信仰を貫くか、棄教して信者たちの命を救うか。ぎりぎりの選択を迫られます・・・。 

映画と同じような世界が、かつて私たちの扶桑町にもあったのです。 

それが、切支丹史跡「恵心庵」です。当時、高木村では多くの切支丹信者 

が逮捕さ斬罪(首を斬る刑)に処せられました。「恵心庵」は、その殉教者の 

霊を弔うためのものとして建立されたお堂です。中には 2尺 7寸の船形 

地蔵尊が祭られています。詳しくは『尾張扶桑切支丹資料：千田金作』を 

参照されるとよい。扶桑町図書館にあります。                 （信号交差点｢髙木白山前｣付近） 
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まちづくり助成金の交付団体が決まりました 
 

 ぷらねっと扶桑が重点的に支援する５つの分野（街おこし・住民協働・子育て・安心安全

な地域づくり・社会福祉）に貢献した団体活動に対して助成を行う『ぷらねっと扶桑まちづ

くり助成金』の募集を本年 3 月に締め切りました。 

 多数の応募団体の中から、審査員一同の厳正な審査の結果、このたび以下の５団体が選ば

れました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

    ・花･花の会 

    ・笑夢 

    ・シェアサポート和ごころ 

    ・（特非）ママ・ちょこ 

    ・扶桑町多文化共生センター 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 去る 4 月 5 日（水）には、採択団体やぷらねっと扶桑及び行政職員が出席し、助成金贈呈

式を行い、続いて懇親会では、このたびの受賞の栄誉を称えました。なお、ぷらねっと扶桑

では、本年度もまちづくり助成制度を継続実施の予定です。ご期待ください。 

登録団体の活動予定 5～8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 

NPO現場見学ツアー参加者募集 

NPO 福祉活動の愛知県の先進地である知多地域の福祉関連施設など数ヶ所を終日

にかけて現場見学するツアーです。あなたもこの機会に福祉の現場で学んでみません

か？見学当日はぷらねっと扶桑・行政職員も一緒に行動させていただきます。 

 ◆主催（受入先）：特定非営利活動法人 地域サポートちた 

 ◆日  時：平成 29 年 7 月 11 日（火）9：30～16：00（見学時間） 

 ◆募集人数：10 名まで（先着順で受付します） 

 ◆参 加 費：5,200 円（知多市までの交通費・昼食代別途負担） 

 ◆テ ― マ：「ＮＰＯ・行政・地縁の連携」 

ご案内 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

開院日→引渡日 おもちゃの修理
4/15（土)→5/20(土) 　・状態によっては修理できない場合があります。

6/17(土)→7/15(土) 　・取扱説明者があればなるべくご持参ください。

8/19(土)→9/16(土)

10：00～11：30 修理費　原則無料

5/3(水･祝) 森のたんけん(自然遊び 2才～未就学児)

10：00～11：30 参加費　子ども一人につき\500

5/13(土) パパクッキング(父と子でパンづくり)

9：30～12：30 参加費　1家族\1,000

5/17(水)5/31(水) そふとヨガ (初心者でもできます。親子ヨガ有)

10：00～11：00 参加費　大人1人\600

5/13（土）6/10（土）
7/8（土）8/12(土)

11：00～
5/19（金）6/30（金）

7/28(金)
読書会　福住正兄「二宮翁夜話」を読む

18：00～20：00 参加費\300

5/20（土）6/17(土)
7/15(土)

14：00～15：45
5/21(日）6/18(日) チャチャチャでウフフ(車いすダンス)

7/16（日） ～ダンスレッスンで楽しさのおすそわけ～

13：30～15：00 (モリコロ助成事業）             参加費無料

5/28（日）6/25（日） チャチャチャでウフフ(社交ダンス)
7/23（日） ～ダンスレッスンで楽しさのおすそわけ～

13：30～15：00 (モリコロ助成事業）             参加費無料

5/26(金)
13：00～16：00

扶桑町総合グラウンド

詳細は広報ふそうにて

夏休み自然教室
　　1泊2日の体験教室
　　小学4～6年生対象

5/28(日)
13：00～

第33回　町民音楽祭
　(主催)扶桑町町民音楽祭実行委員会・

　　　　　扶桑町・扶桑町教育委員会

扶桑町総合福祉センター（予定）

詳細はお問い合わせください

扶桑町総合福祉センター（予定）

詳細はお問い合わせください

第33回　町民音楽祭
　(主催)扶桑町町民音楽祭実行委員会・

　　　　　扶桑町・扶桑町教育委員会

ふそうおもちゃのお医者さん 扶桑町中央公民館1階

特定非営利活動法人

ママ・ちょこ

木曽川扶桑緑地公園

扶桑町総合福祉センター

歌謡舞踊マジックショー　　　入場無料

おはなし会
子供向けの読み聞かせ

扶桑読書会
扶桑町中央公民館

講義室

扶桑の福祉を考える会
あんばよう

旧川田稔邸
(扶桑町南山名前ノ前49番地)

思い出わくわくサロン
高齢者サロン　　 　　　　　　　参加費\200

朗読グループ　あいうえお 扶桑町図書館 幼児コーナー

春季スナッグゴルフ大会

　　　7/29(土)
　　　　　～
　　　　　7/30(日）

岐阜市少年自然の家

扶桑混声合唱団

北名古屋市文化勤労会館
第36回　尾北コーラス合唱祭
 (主催)尾北コーラス連絡協議会

扶桑文化会館
7/2(日)
10：00～

物々交換イベント　         参加費無料

7月下旬（予定） 物々交換イベント　         参加費無料

6・7・8・9月の
月に一度の日曜日

(予定)

子ども自力めし講座４回コース
（モリコロ助成事業）

　　　　　　　　　 　 参加費\2800＋保険料

ハーモニカ ラプソディー ８０ 扶桑文化会館

扶桑町中央公民館実習室
詳細はお問い合わせください

扶桑町中央公民館
実習室

シェアサポート和ごころ

5月下旬（予定）

特定非営利活動法人

わっと楽らくスポーツふそう

5/31（水）

笑　夢

扶桑町中央公民館
2階 講堂

扶桑町中央公民館
2階 講堂

歌謡舞踊マジック　ＩＭＶＣ 扶桑町総合福祉センター3階

7/2(日）
10：00～

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


 

 

ふそう活動団体協働交流会 
 

開催日：3 月 18 日（土）13：00～16：45 

場 所：扶桑町中央公民館 講堂 

主催者：ぷらねっと扶桑・扶桑町 
 

 町内のまちづくり活動団体や町民・行政職員など 80 名が参加、当日は『今こ

そ考えよう扶桑のまちづくり」をテーマに、扶桑町の協働のまちづくりについて

参加者全員が長時間にわたり活発な議論を重ねました。主催者としては、新たな

出会い・ふれあいの場を作ることができ、また、活動団体・町民にとっても大変

有意義な交流会となりました。 

 

 第 1 部では、ぷらねっと扶桑及び行政が、扶桑 

町のこれまでとこれからの協働の取り組みに関し 

てそれぞれプレゼンテーションを行い、「超高齢化 

・少子化が進むこれからの扶桑町においても、住 

民と行政双方がより連携を密にして協働によるま 

ちづくりに取り組んでゆくことが大変重要である」 

と熱く参加者に語りました。 

 

                 次に、一般社団法人地域問題研究所主席研究員の

加藤栄司氏をファシリテーターに迎えて、第 2 部

『扶桑町の協働をかんがえるワークショップ』、

「なぜ、協働が必要か？その意義を考えよう」を

テーマにグループ討議を進めながら日頃の活動の

中で感じていることや問題点・課題などを抽出

し、その要点を取りまとめてグループごとの発表

を行いました。 

                 また第 3 部では、『ミニ・マッチング交流会』と

題して、団体間で協働のパートナー探しを行うな 

どの初めての試みを参加者全員で体験しました。 

ぷらねっと扶桑では、今後もこのようなワークシ 

ョップによる協働の交流会を開催したいと考えて 

おります。 

  

 最後になりましたが、このたびの協働交流会の 

開催に際しては、住民活動団体ならびに行政機関 

の皆様には格別なご支援・ご協力を賜りましたこ 

とを厚くお礼申し上げます。 

  

  

 

◆ 臨時総会を開催しました ◆ 

 去る３月２７日（月）に、扶桑町住民活動支援センター運営機構の平成 28 年度臨時総会を開

催しました。冒頭、代表者のあいさつに続いて、３件の上程議案についてそれぞれ審議を行い、

全議案について原案通り全会一致で承認・可決されました。 

 なお、前任の故鈴井清司氏の補充による後任監事には、西部昭夫氏（扶桑町多文化共生センタ

ー代表）が就任されました。 

◆ ホームページをリニューアルしました ◆ 

・トピックス：ぷらねっと扶桑が主催する交流会やセミナー等の情報を提供します。 

・活動報告：これまでに実施した活動の様子をご覧いただけます。 

・登録団体紹介：ぷらねっと扶桑に登録している住民活動団体を紹介します。 

・ぷらねっとＮｅｗｓ：住民活動団体のイベントや活動などをピックアップし、紹介します。 

 

新ホームページアドレスはこちら 

↓↓↓ 

  http://planetfuso.web.fc2.com/ 

 


