
                                                                                     

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぷらねっとジャーナル 
ｐｌａｎｅｔ ｊｏｕｒｎａｌ  vol. ８ 

扶桑町住民活動支援センター 会報誌 

 

平成 30 年 6 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://planetfuso.web.fc2.com/ 

扶桑町シルバー人材センターの東側隣接地は、長い間、湿地草地のようでした。そこが今、柏森長畑

公園として生まれ変わりました。その地には､以前より「昭和 61年 12月 8日建之 柏森 江口勝 80歳

斉藤 佐橋金松 80歳」と刻まれた大きな「嫁入り松跡之碑」があり、往時の嫁入り行列の出来事が記さ

れています。かつてこの地には、幹回り 4m、高さ 27mもの大きな松の木があり、長い間「嫁入り松」と

人々から呼ばれていたそうです。私たちの住む扶桑町にも昔むかし大岡裁きならぬ兼松裁きがあったの

です。今では、松もなく、道もなくなり、周囲には民家が建ち昔の面影 

はありませんが、碑文の前に立って嫁入り行列の様子に思いを馳せ 

るのも一興かとご案内いたします。 

 

*[訂正]前 7号：金次郎像の写真上｢新美謙治｣さんは｢新美憲治｣さん 

の誤りでした。訂正しお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

「扶桑の歴史文化を探る 8」  嫁入松跡之碑 知ってる？ 

 

 ぷらねっと扶桑が重点的に取り組む 5 つの分野（まちづくり・住民協働・子育て・安心安全な社

会づくり・社会福祉）に貢献した住民活動団体に助成を行う「ぷらねっと扶桑まちづくり助成金」。

第 2 回となる平成 29 年度の助成金交付に対し、前回をはるかに上回る多数の応募がありました。

厳正なる審査の結果、今回は、優秀賞 5 団体、審査員特別賞 3 団体を選ぶことができました。 

 ～～～優秀賞～～～～～～～～～～～ 

 ・笑夢   

 ・花・花の会 

 ・ふそう おもちゃの お医者さん  

 ・扶桑の福祉を考える会 あんばよう 

 ・朗読グループ あいうえお 

 ～～～審査員特別賞～～～～～～～～ 

 ・ハーモニカ ラプソディー 80 

 ・扶桑愛蚕会              4 月 5 日（木）には、扶桑町役場にて、受賞団体 

 ・NPO 法人 ママ・ちょこ       と ぷらねっと扶桑・行政関係者が出席し、助成金贈 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～  呈式が行われました。 

 ぷらねっと扶桑では、平成 30 年度も「まちづくり助成金」について、さらに検討を深め、実

施する予定です。どうぞ、ご期待ください。 

登録団体の活動予定 6～9月 ※予定は一部変更になる場合があります 

※ぷらねっと扶桑では、次号(10 月 1 日発行)に掲載する 10 月～1 月の活動予定を募集しております。 

締切は 8 月 31 日(金)。掲載を希望される団体は、ぷらねっと扶桑までお申し込みください。 

 

お問い合わせはぷらねっと扶桑まで ☎０５８７－７５－３０８２ 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

「つぼみクラブ」と健康体操を楽しもう
参加費￥500

みんないっしょで楽しいサロン　
無料

「友舞」と民謡を楽しもう
参加費￥300

ダンスうんどう
参加費￥500

6/9(土)　23(土)

13:00～

夏のおはなし会

 小学生以下の子供向けの内容

　　～大人の同伴大歓迎～　　　　　　　　　　無料

6/9(土) 扶桑町　安穏寺 あじさいコンサート演奏会

第３４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

ポレポレるーむ

6/12(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）

7/14･28(土)　8/4(土) 読書感想文を書こう

9：00～11：30 小学生への書き方講座《添削あり》　参加費￥500

8/5(日) ママ・ちょこハッピーフェア

10：00～15：00 参加費 企画により実費/体験コーナー等入場無料　

6/14(木) ダイエ建築さんショールーム マルシェとベビーマッサージ　　　　無料

大口町健康文化センター ハンドメイド体験等親子で楽しむイベント

　　　ほほえみプラザ（予定） 無料

おもちゃの修理
依頼によっては修理できない場合があります

取扱説明書があればなるべくご持参ください

修理費　原則無料

ミラクルカフェ
より豊かな笑顔になるための勉強会 参加費￥100

6・7・9月下旬頃 物々交換イベント　　　　　　　　　　無料

歌謡舞踊マジックＩＭＶＣ ギター＆歌謡舞踊マジックショー

ゴールドスター 無料

扶桑の福祉を考える会 思い出わくわくサロン

あんばよう 参加費￥200

音のひろば 7/22(日) 旧　川田稔邸 思い出わくわくサロンに出演

読書会

福住正兄「二宮翁夜話」を読む　　　　参加費￥300

南山名扇太鼓 8/4(土) 予備日5(日) 山名保育園 南山名盆踊り納涼祭

小渕健脚クラブ 8/19(日)頃 小渕神明社内 流しそうめんを楽しもう　　　参加費￥300

8/25(土)　26(日) 扶桑町役場 扶桑夏祭り

9/8(日) 大口町役場前 大口やろまい大祭

扶桑愛蚕会 8/26(日) 扶桑町図書館 カイコふれあいたいけん教室

扶桑町生涯学習講座のアシスタント扶桑町中央公民会

扶桑文化会館

朗読グループ　あいうえお 扶桑町図書館

ハーモニカ　ラプソディー　８０

扶桑町中央公民館 

メリーママ
8月上旬

扶桑混声合唱団

扶桑町中央公民館 

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

旧　川田稔邸
(扶桑町南山名前ノ前４９番地）

笑　夢

花・花の会

6/3(日)　 7/22(日)

9/2(日)

6/10(日)　7/8(日)

8/12(日)　 9/9(日)

扶桑町総合福祉センター　２階

扶桑町総合体育館トレーニング室
6/24(日)　7/29(日)

8/26(日)　9/30(日)

6/9(土)　7/7(土）

8/4(土)　 9/2(日)

扶桑町中央公民館１階

6/18(月)

ふそうおもちゃのお医者さん

シェアサポート　和ごころ 扶桑町総合福祉センター

6/16(土) 7/21(土)

8/18(土) 9/15(土)

10：00～11：30
引渡は受付翌月

6/9(土)

14:00～

7/1(日)

10：00～15：30予定

扶桑読書会

やろまい・扶桑

6/22(金)

13:00～16：00

6/29(金)　7/27(金)

18：00～20:00

6/24(日)　7/22(日)

9/23(日) 8月は休み

　　特定非営利活動法人

ママ・ちょこ

グランド出展 扶桑愛蚕会

南山名扇太鼓

　　　　　　　（会場）尾張広域緑道扶桑グランド 大須ミルクさん

ハーモニカ ラプソディー ８０

ステージ出演

尾張広域緑道３０周年記念イベント 6/10（日）

9：00～13：00

mailto:planet-fuso@md.ccnw.ne.jp
http://planetfuso.web.fc2.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL：080-8263-1215  

ホームページ: http://mamachoco.net/ 

親同士・こども同士の交流の場、趣味・学習の場、自分らしく輝くためのライフスタイルを提案しています。 

みんなの笑顔が見たいから…ママ・ちょこはこどもと子育て世代を応援します。 

♥ファミリー・サポート・センター事業 

Ｈ28.8～ 扶桑町より委託 

子育ての手助けをして欲しい人とお手伝いをしたい人を結ぶ会員組織 

 

♥子どもの学習支援事業 

H29 年度.H30 年度. 愛知県より委託 

生活困窮世帯等の子どもに学習支援と居場所 (ランチ会等) の提供 

委 託 事 業 

子育て支援事業 

♡そふとヨガ 
♡委託製作 

♡一時預かり 

♡森のたんけん ♡スタディサポート 

子育て交流事業 
♡ハッピーフェア 

H30.8.5 

中央公民館にて 

開催予定！ 

♡ポレポレるーむ 

♡餅つき 

子育て講演事業 

♡クッキング ♡サツマイモ栽培 

 

 

南海トラフ地震の被害 
1、全国では 

2、愛知県では 

3、扶桑町では 

 

 

私の町の過去の災害 
1、入鹿切れ 

2、濃尾地震 

3、地震対策 

① 家具転倒防止 

② 耐震シェルター 

③ 防災講話・訓練 

4、地震のリスク 

我が町の防災を考えよう！ 

 

 

当町のリスクに 

どう備える 
1、電力はどうする 

2、ガスは 

3、水道は 

4、食料は 

5、トイレは 

南海トラフ地震が懸念されています｡私たちは､防災・減災の啓発､訓練練等の支援活動をしています｡ 

 

知って 

 

備えて 学んで 

・ あいち防災リーダー会扶桑支部 。 
愛知県や市町村等で開催される防災リーダー養成講座の修了者で地

域の自主防災活性化を目指して活動しているボランティア団体です｡ 

当支部は西尾張ブロックに属し、扶桑町防災訓練の参加協力や各自

治会の防災訓練などの要請に応え活動しています｡ 

☎ 080-3065-0514 代表 谷口 美紀生 

 

平成 29年度 新規登録団体 
平成 29 年度は 9 団体にご登録いただきました。 

 

ぷらねっと扶桑 平成 30年度のおもな予定 
 

■ 住民活動一日体験入門（8 月～10 月） 
   これから活動を始めたい方のための団体の活動体験。 

 

■ ふそう町民まつりでの展示・実演（10 月 20 日） 
   団体の紹介パネルや作品の展示、活動の実演を行います。 

 

■ 活動団体向けスキルアップ講座 
住民活動に活かせるスキルアップ講座を開講します。 

 

■ ＮＰＯ現場見学会 
   バスで他市町を訪問し、住民活動を見学します。 

 

■ 活動団体向け交流会 

   交流会を行い、住民活動団体のつながりを作ります。 
 

■ ２市３町ふれあい協働フォーラム（12 月 16 日） 

   近隣市町と交流会を行い、協働の実現に向けての意見交換をします。（開催地：豊山町） 
 

■ ぷらねっと扶桑まちづくり助成金（募集期間：平成 31 年 3 月 1 日～3 月 15 日） 
   団体の 1 年間の活動に対し厳正なる審査を行い、助成金を交付します。 

 

■ 会報紙「ぷらねっとジャーナル」発行（6 月、10 月、平成 31 年 2 月） 
   ぷらねっと扶桑が主催するイベントの案内や報告、登録団体の情報をお届けします。 

 

  扶桑町住民活動支援センターは、間もなくオープン 3 周年を迎えます。これまで多くの 

方々と出会えたことを嬉しく思います。これからも皆さんと一緒にまちづくりに励んでま 

いりますので、よろしくお願いいたします。 

柏森小ＨＵＧ訓練 

団体名 活動内容

扶桑発展会
扶桑町を明るく活性化する活動を、町内の事業者ががんばっています。
(夏の盆踊り・冬の扶桑駅前イルミネーション等)

扶桑町防災連絡協議会
防災を主な活動としているボランティアグループの連絡調整と情報交換によ
り、地域型防災訓練のあり方を研究し実践しています。

あいち防災リーダー会 扶桑支部
地域防災リーダーとして、防災知識の普及、防災意識の啓発や高揚を図っ
ています。

サロン和楽
心と体のリフレッシュなど、「笑顔に出会える交流の場」として、毎月第1木
曜日にイベントを開催しています。

シオン倶楽部
終活とは「今をより良く生きること」です。終活の体験談を聞きながら、一緒
に気軽に考えてみませんか？

北新田蕎麦同好会
地域の耕作放棄地を活用し栽培した蕎麦の実を挽き、打ち、振舞う「そば祭
り」を通して、環境を守り町おこしをして活性化を目指します。

小渕健脚クラブ
年代を問わず親睦を深めながら、地区の歴史を歩いて学び、足を鍛えて健
康に努めています。

メリーママ
“ママが幸せだと家族もＨＡＰＰＹ♪”をモットーに、マルシェや交流会を通し
て、子育て支援、地域の活性化を目指します。

音のひろば
高齢者には、若返りの音楽療法で、脳の活性化を。
乳幼児には、情操教育と発達促進に。


