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 かつて柏森の町筋を人々は俗に往還と呼んでいた｡その往還と余野 

･江森方面への道が交差する辺りを｢札の辻｣といった。柏森神社の北 

｢柏森西屋敷｣交差点､つまり江口歯科医院の脇にひと抱えもある細丸 

で高さ 70ｃｍほどの自然石が立っている｡｢左犬山道｣｢右うちつ こ 

まき道 よ乃｣と刻まれた石の道標である｡ 

 昔はここに広場があり､犬山や枇杷島に通じる柳街道の要となっ 

た場所で明治 5 年頃までは直径 1ｍ80ｃｍもある大きな榎があった｡広場の北側には､馬頭観音･善

光寺などの石塔､南側には､御嵩大神･駒岳大神･金刀比羅大神の石碑が建立されていて､柏森神社(白

山社)へ参拝する人々は､だれもここに参拝した｡北は稲置(犬山)の宿､南は小折(布袋)の宿へ 4 ㎞の距

離にあることで一里塚でもあり柳街道を行き交う人々の大切な道標であった｡(｢扶桑町史｣参考) 

「NPO現場視察研修」に参加しました 
 日 時：７月１１日（火）9:30～16:00 

  主 催：NPO 法人地域福祉サポートちた(知多市） 参加者：扶桑町から行政職員､ぷらねっと扶桑関係者ら 15 名 

 

 当日は愛知県知多半島の福祉関連施設を訪問しました。「NPO 地域福祉の先進地」と呼ばれる同地域の福

祉の現場で、日々生き生きと活動されている NPO ボランティアの皆さんと楽しく交流することができまし

た。今回の現場視察研修では、NPO と行政が地域のまちづくりで協働することがとても大切であることを改

めて気づかされ、参加者全員にとって大変有意義な一日となりました。 

冒頭のオリエンテーションでは｢知多半島の NPO の発展とネットワークについて｣｢NPO 知多成年後見センターにつ

いて｣の題目で、NPO２法人の代表者からお話を伺いました。ふたりのお話から「NPO が地域福祉事業に関わるには、

最後までやり通す強い意志と行動力が必要である」ことを教わりました。 

福祉施設の現場視察では､最初に高齢者のために古民家を改造し食堂風サロンを常設され 

ている NPO｢はっぴーひろば｣を訪れ､１９年前から活動を続けておられる代表者から貴重な 

お話を伺いました。また､｢NPO 法人あかり｣が運営する地域交流拠点施設「街かどサロン 

きらり｣では､地域のすべての人に対応できる充実したサービスを 

見学しました。今回訪問した施設は社会福祉協議会をはじめ市民ボランティアから様々な協 

力と支援を得ながら地域にしっかりと根づいた NPO 運営をされておられ、まさに NPO と行 

政の連携の成功事例を見た思いがしました。昨今、NPO と行政の双方連携の重要性が叫ばれ 

る中、知多地域では、すでに協働による福祉の地域づくりが着実に進んでいるようでした。 

最後の反省会では出席者全員が思い思いの感想を述べ全日程を終えました。今回の視察では、関係者の人達から過去の 

貴重な体験話や、現場で活動に関わる人達の熱い思いと固い信念にも直に触れることができました。 

 

「扶桑の歴史文化を探る 6」  辻の札と石の道標 

 

ご案内 

 協働の地域づくりのための定期講演会を来

年３月１０日（土）午後より、扶桑町中央公

民館講堂にて開催します。講師に IIHOE「人

と組織と地球のための国際研究所」代表者の

川北秀人氏をお招きします。 

 詳細は次号にてお知らせします。 

【編集後記】 

 厳しい残暑が続いておりますが、いかがお過

ごしでしょうか？ 

 ぷらねっと扶桑では本年度後半もさまざまな

行事を予定しておりますのでご期待ください。 

 なお、8 月１日付でセンタースタッフの鶴田

尚美が事務局長に就任しました。今後とも、ご支

援のほどお願い申し上げます。 

 皆様、お体に気をつけてお過ごしください。 

お問い合わせはぷらねっと扶桑まで ☎０５８７－７５－３０８２ 

 

登録団体の活動予定 9～1月 
※予定は一部変更になる場合があります 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

9/2(土)9/16(土)

10/7（土）10/14(土)

11/4(土)11/25(土)

12/2(土)12/16(土)

9：00～10：30 参加費1回￥500

9/7(木)9/21(木) そふとヨガ　
10/5(木)10/18(水) 女性ならだれでも参加可・託児有

10：00～11：00 参加費￥600(託児￥300/1人)

9/12（火）10/10(火) ポレポレるーむ
11/14(火)12/12（火） 小さな子連れママへ飲食可能な「場」の

1/9（火） 提供

10：30～14：00 飲み物1杯￥50～

そば打ち体験
年長以上(小学生以下同士の組合せ不可)

参加費1組￥800

ボランティアまつり　蚕ふれあい展示
(主催）扶桑町社会福祉協議会

9/9(土)10/14(土)

11/11(土)12/9（土）

1/13(土)

14：00～
大口 やろ舞い大祭
(主催)大口やろ舞いプロジェクト

やろまい大祭 in FUSO
(主催)ふそう町民まつりプロジェクトＦ

9/16(土)10/22（日） 思い出わくわくサロン
11/18(土)12/16（土） 高齢者サロン

14：00～15：45 参加費￥200

開院(受付)日
9/16(土)10/21(土) おもちゃの修理

11/18(土)12/16（土） ・状態によっては修理できない場合があります

1/20(土） ・取扱説明者があればなるべくご持参ください

10：00～11：30
引渡は受付翌月  修理費　原則無料

9/23（土・祝） チャチャチャでウフフ
10/22(日)11/26（日）

1/28（日）

13：30～15：00 参加費無料

9/26(火) 扶桑町総合福祉センター3階 物々交換イベント  (見学もできます)

11月下旬(予定) 大会議室 要：出品物(5点まで)　  　　　 　 　参加費無料

9/29(金)10/25(水) 読書会　
11/24（金） 福住正兄「二宮翁夜話」を読む

18:00～20：00 参加費￥300

9/30（土） ふれあい広場
10：00～14：00 (主催)北新田自治会

扶桑町文化祭
(主催)扶桑町文化協会

10/21(土) ふそう町民まつり
9：00～ みたらし団子販売

ふそう町民まつり
フィリピン料理 無料提供

国際交流パーティー
”さよなら2017”　　　 　 　　　参加費無料

おはなし会
子供向けの読み聞かせ

特定非営利活動法人

ママ・ちょこ

タイムハウス
(扶桑町高雄羽根西44)

スタディサポート
小学生の自主学習を元教師がお手伝いします

扶桑町総合福祉センター

タイムハウス
(扶桑町高雄羽根西44)

9/16(土)

9：05～11：30
高雄学習等供用施設

扶桑愛蚕会 9/3(日) 扶桑町総合福祉センター

朗読グループ　あいうえお 扶桑町図書館 幼児コーナー

9/9(土) 大口町役場前

10/21(土) 扶桑文化会館前広場

ＳＴふそう ・ 艶女(アデージョ)

向日葵(わかば) ・ 歩～あゆみ～

防災講演会　　　　　　　　　参加費無料

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)

ふそう おもちゃのお医者さん 扶桑町中央公民館1階

防災ボランティア Ｄ・サポート丹羽
9/16(土)

15：30～17：00
扶桑町総合福祉センター

中高年料理同好会 扶桑町中央公民館前駐車場

笑　夢
扶桑町中央公民館

2階 講堂
性別、年令、能力にかかわりなくどなたでも参
加できる社交ダンスレッスンです。

シェアサポート和ごころ

扶桑混声合唱団

北新田公民館

10/29(日) 扶桑文化会館

扶桑町中央公民館
講義室扶桑読書会

10/21(土) 扶桑町中央公民館1階

12/17(日)
扶桑町中央公民館

2階 講堂

扶桑町多文化共生センター

mailto:planet-fuso@md.ccnw.ne.jp


 

 

 

 

シェアサポート和ごころ 

１.物々交換イベント 

～もったいないを活かして、地球にやさしく～ 

年６回ほど、福祉センター

にて、物々交換イベントを

開催しています。 

物を大切にする心、思いや

りの心をはぐくむ、大人気

の恒例イベントです。 

「子どもたちが楽しく自力

で料理をつくる」をテーマ

に、【包丁なし、火使わず】

の料理教室を行いました。

自ら料理をつくりたくな

る、笑顔いっぱいの時間に

なりました。 

子ども～大人まで、幅広い

年齢を対象に、性に関する

正しい知識を伝える講演会

をしました。いのちの大切

さを学び、自己肯定感を育

む貴重なお話でした。 

※２.３のイベントについては、次回開催を検討中です。 

２.性の健康教育 

あいちモリコロ基金助成事業 

３.子ども自力めし 
あいちモリコロ基金助成事業 

「上手く伝わる魅力あるポスター作り」を学んでみませんか？ 
 

２回の無料講座で、ポスターづくりのコツと制作を学びます。皆さんのお悩みが 

きっと解消します。 
 

【第 1回】 ポスターづくりのポイント  定員 30名 

9月 21日（木） 午後 1時～3時  会場：扶桑町中央公民館 講義室 1 

【第 2回】 ポスターを作ってみよう  定員 30名（但し 10団体までとします） 

10月 5日（木） 午後 1時～4時  会場：扶桑町中央公民館 講義室 1 

講  師 コミュネット江南 代表 齋藤雅治氏 

申込締切 9 月 9 日(土)まで 先着順 

        定員になり次第、締め切りますので、ぷらねっと扶桑へお早めに申し込みください。 

※ 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。 

 

 

「何かを始めてみたいけど、どんな活動団体があるの？どうしたらよいの？」 

そんな方のために、本年度も一日体験入門を実施します。楽しく活動する団体の皆さんのお話

を聞き､実際に体験し、新たな一歩を踏み出してみませんか？ 

実施期間：10月 1日(日)～12月 25日(月) 

受け入れ団体名（8 団体） 

● 笑夢                

● 花･花の会                   

● 扶桑混声合唱団             

● 扶桑町多文化共生センター      
※ 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。 

   平成２８年度通常総会を開催しました 
  

平成２８年度の「扶桑町住民活動支援センター運営機構通常総会」を去る５月２６日（金） 

午後６時半より扶桑町役場大会議室で開催しました。当日は千田勝隆町長をはじめ、町行政 

関係者及び運営機構の正会員が出席しました。 

  総会の冒頭、千田成年理事長の挨拶に続いて千田町長よ 

り祝辞を賜りました。その後、平成２８年度の事業報告及 

び決算報告について審議を行った結果、全会一致で承認。 

同時に平成２９年度の事業計画案及び予算案についても承 

認・可決されました。（出席者１９名） 

10/21(土)午前 9時～午後 4時 

ぷらねっと扶桑では「ふそう町

民まつり」の当日に、扶桑町中央公

民館 1 階フロアーにて住民活動団

体のＰＲパネルやポスター等の展

示コーナーを設けます。また、一部

活動団体による実物の出品も予定

しており、ご来場の皆さん方に実

際に見て触れて存分に楽しんでい

ただけます。 

 

「ぷらねっと扶桑まちづくり助成金」の募集を本年

度も概ね次のスケジュールで実施いたします。 
 

【募集要項案内】 平成 29 年 11 月上旬（配布予定） 

【募集期間】 平成 30 年 3 月 1 日～15 日 

【助成金交付先決定】 平成 30 年 3 月下旬 

【採択団体数】 ５団体（最大） 

ご報告   

● 扶桑の福祉を考える会 あんばよう                     

● （特非）ママ・ちょこ                   

● やろまい･扶桑             

● 朗読グループ あいうえお 

昨年の様子 

近隣の２市３町(小牧･岩倉･豊山･大口･扶桑)の市

民団体や行政関係者が集い、まちづくりについて参加

者全員で語り合い、交流を深める目的で「第３回２市

３町ふれあい協働フォーラム」を来年２月 18 日

(日)に小牧勤労センター(小牧市)で開催します。当日

は楽しいフォーラムの開催ができるよう関係者一同

頑張ってまいります。詳細は次号にてご案内します。 


