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 小学校の「道徳の時間」に使用する本(1.2 年用)に『小さな ど力の つみかさね 二宮金次郎』が､ 

登場しました｡おなじみの金次郎像が､町内では次の場所にあります｡ぜひご対面を! 

場所 建立時期 寄贈者 備考  個人所有の石像 

柏森小学校 不詳 鈴井喜代市氏 卒業生(台石現存)  林 芳男邸(小淵) 写真左 

高雄小学校 昭 11 年 10 月 15 日 玉田伊兵衛氏 卒業生  新美謙治邸(高木) 写真右 

山名小学校 昭 7 年 4 月 名古屋市在住者 銘文｢長男出生記念｣   

愛知県では､昭和 10 年前後に最も多く建立されています｡第 1 号は､ 

大正 13 年､皇太子ご成婚記念を祝って建立された豊橋市立前芝小学 

校の像です｡像は､銅像･石像･焼き物像(備前焼)･木造･セメント像など 

があります｡町内の像は､石像です｡銅像は｢金属類回収令｣で供出され 

た歴史があります｡ 

「扶桑の歴史文化を探る 7」  町内にある二宮金次郎像知ってる？ 

  

【 地域活動にお役立てください！！ 】 
 

 ぷらねっと扶桑では、老人会・子ども会・お祭など開催イベント 

での余興出演者や講師の紹介をしております。 

紹介をご希望の方は、ぷらねっと扶桑までお申し込みください。 

ただ今、ホームページ・チラシにてご案内しております。 
【余興】 

手品、踊り、南京玉簾、腹話術、歌、レコード鑑賞、 

楽器演奏（箏・和太鼓・ハーモニカ・ギター）など 

【講師】 

料理、手芸、健康、フラダンス、二宮金次郎、蚕、終活、工作、防災など 

 

お問い合わせはぷらねっと扶桑まで ☎０５８７－７５－３０８２ 

 ぷらねっと扶桑ＨＰ→ 

 

 

登録団体の活動予定 2～5月 ※予定は一部変更になる場合があります 

2018ふそう・まちづくり協働事業  

今こそ考えよう 扶桑
ま ち

の未来 
地域自治を高めるために、扶桑の「これまで」と「これから」を考える 

 

2018 ３/１0（土） 

13：30～16：00（開場 13：00） 

 

 

 

 

扶桑町中央公民館講堂 
入場無料・要申込 

扶桑町の人口統計や財政運営に関するデータを

分析しながら、これからのまちづくりについて具

体的にどう進めてゆけばよいか、他地域の先進事

例も交え、講師がじっくり解説します。 

 

【当日プログラム概要】（予定）  * １３：３０～１６：００ 

■ 町長のあいさつ 

■ プレゼンテーション「扶桑町の協働の取り組みについて」 扶桑町政策調整課 

■ 講義 「自治を回復し、まち・むらの課題を、まち・むらの力で解決するために 

～総働と小規模多機能自治のすすめ～」      

 講師：ＩＩＨＯＥ [ 人と組織と地球のための国際研究所 ]代表者 川北 秀人 氏   
 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

2/3(土)  3/3(土)

10：30～12：00
2/13(火)　3/13(火) 　※費用は製作物により異なりますので、チラシ

10：30～14：00 　　　もしくはHPをご覧ください。

そふとヨガ　
2/13(火)  2/27(火) 女性ならどなたでも参加可能な簡単なヨガ

10：00～11：00 参加費￥600(大人1人/子供連れ1組)

(託児￥300/1人)

ポレポレるーむ
2/13(火)  3/13(火)   ・小さな子連れママへ飲食可能な「場」の提供

10：30～14：00   ・元保育士による相談受付

飲み物1つ￥50～(持ち込み自由)

2/10(土)  3/10(土) おはなし会
14：00～ 子供向けの読み聞かせ

3/3(土)

14：00～
2/17(土)  3/17(土) おもちゃの修理
4/21(土)  5/19(土)   ・状態によっては修理できない場合があります

10：00～11：30   ・取扱説明書があればなるべくご持参ください

引渡は受付翌月 修理費　原則無料

2/17(土) 旧 川田稔邸 思い出わくわく歌おう会
14：00～15：45 (扶桑町南山名前ノ前49番地) 参加費￥200

3/25(日) 思い出わくわく花見会
14：00～15：45 参加費￥200

4/15(日)  5/20(日) 旧 川田稔邸 思い出わくわくサロン
14：00～15：45 (扶桑町南山名前ノ前49番地) 参加費￥200

2/21(水)  3/21(水) 料理教室
4/18(水)  5/16(水) 60歳以上の男性対象

9：30～12：00 体験無料(事前申込：ぷらねっと扶桑まで）

読書会
福住正兄「二宮翁夜話」を読む　 参加費￥300

2/25(日) 福塚→宮島→東川→南新田

12：00～18：00 各公民館

花見＆バーベキュー 外国籍の方との交流

(詳細は広報ふそう3月号にて)　    参加費￥500

扶桑町総合福祉センター 物々交換イベント（見学もできます）

大会議室 要：出品物(5点まで)　　　　　　    参加費無料

第37回尾北コーラス合唱祭
(主催：尾北コーラス連絡協議会)

2/13(火) 扶桑町総合福祉センター みんな一緒で楽しいサロン

13：30～15：00 ２階 「指人形を楽しもう」　　　　　参加費￥300

みんな一緒にダンスうんどう
民踊練習
手芸活動
障がい者団体｢友舞」と楽しむ活動

障がい者団体｢つぼみクラブ｣と楽しむ活動

3月下旬

朗読発表会

旧 川田稔邸 しだれ桜前
扶桑の福祉を考える会

あんばよう

タイムハウス
(扶桑町高雄羽根西44)

扶桑町図書館 幼児コーナー

特定非営利活動法人

ママ・ちょこ

扶桑中高年料理同好会
扶桑町中央公民館

実習室

扶桑町中央公民館
講義室

2/23(金)  3/30(金)

18：00～20：00
扶桑読書会

朗読グループ　あいうえお
扶桑町図書館 2階会議室

入園グッズ委託製作 (申込・質問受付)　

笑　夢

ふそう おもちゃのお医者さん 扶桑町中央公民館 1階

鷹羽講遷座祭

扶桑混声合唱団

福塚祭ばやし保存会青年部

扶桑町多文化共生センター

シェアサポート　和ごころ

詳細はぷらねっと扶桑までお問い合わせください

5/20(日) 江南市民文化会館

タイムハウス
(扶桑町高雄羽根西44)

扶桑町総合福祉センター

扶桑緑地公園キャンプ場3/25(日)

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


 

 

 

ハーモニカ ラプソディー８０
ハチマル

 

  

 
 

 

 

クリスマス演奏会 祝・敬老演奏会 

夏 
春 

冬 

秋 

コスモスコンサート 

私達のグループは、四季の折々に、演奏活動に 

出張します。 児童から成人・高齢者・要介護 

者まであらゆる曲に対応します。 

問合せ・連絡先 

【音楽療法士】 

渡邉幸子：0587-93-1930 

【クラブ代表】 

加藤進一：0587-93-5567 

 

第３回 ２市３町ふれあい協働フォーラム 
～協働の可能性を探ろう～ 

 

開催日：２月１８日（日） １０：００～１５：００ 

場 所：小牧勤労センター（小牧市上末 2233-2） 

 

2市（小牧・岩倉）3町（豊山・大口・扶桑）の活動団体や行政関係者 

が一同に集い、まちづくりの推進と課題の解決などについて、お互い 

に語り合い、親睦を深める目的で協働フォーラムが開催されます。 

近隣市町の皆さんに、扶桑町の良いところを PRする絶好の機会で 

もあります。当日会場では、各市町の逸品を紹介するコーナーを設け 

販売も行います。皆さんのご参加をお待ちしています。 

※詳細につきましては、ホームページをご覧ください。 

また、ぷらねっと扶桑にてチラシを配布しております。 

 

 

ぷらねっと扶桑 まちづくり助成金 
  

よりよいまちづくりのために社会活動されている住民活動団体を積極的に応援したいと 

 の思いから、今年度も「まちづくり助成金」事業を実施します。 

  平成 29年４月１日から平成 30年３月 15日までに、町内でまちづくり活動を行った応 

 募団体の中から、5団体を選考の上、1団体につき 3万円（原則）を交付します。 

 

応募期間 平成 30 年 3月 1日（木）～3月 15 日（木） 

交付決定 平成 30 年 3月末 
 

※尚、平成 30年 4月上旬に助成金贈呈式を行う予定です。 

住民活動団体のためのスキルアップセミナー 

ポスター制作講座 開催しました
昨年９月２１日（木）と１０月５日（木）の２回に分け、 

住民活動団体の皆さんのスキルアップを目的としたポスター 

制作講座を開催しました。 

さまざまな団体より多数の方が参加し、見る人を惹きつ 

けるポスター作りのコツを講師から学び、実際にポスター 

を制作しました。 

 参加者からは、「今後の団体活動の広報に活かしていきた 

い」など、手応えのある感想をいただきました。 

ふそう町民まつりに

参加しました！！  

昨年 10月 21日(土)、ふそう町民まつ

りが開催され、ぷらねっと扶桑では、中央

公民館 1 階において団体活動を紹介する

パネルやポスター等を展示しました。展示

ブースには実演・体験コーナーも設け、来

場者に展示物を見るだけでなく、実際に手

に取って触れ楽しんでいただきました。

(参加団体 22団体) 

 

住民活動一日体験入門 
 「何か活動をしたいけれど、どんな団体があるか

よくわからない」「自分に合った活動をアドバイス

してもらえないか」など、これから活動を始めたい

方を対象に一日体験入門を実施しました。参加者

は、昨年１０月～１２月の期間中に、町内のそれぞ

れの活動団体に受け入れていただき、活動を体験

しました。参加者の中には、この入門をきっかけと

して本格的に活動を始めた方もおられます。 

 ぷらねっと扶 

桑では、今後と 

も、このような 

活動機会の提供 

によるまちづく 

りの支援をして 

いきます。 

 

ご報告   

ご報告   


