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〒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/ 

イオン扶桑店の東北角「仲畑」交差点沿いに長い白壁の「顕宝寺」というお寺があります。ここに、愛知

県指定文化財の「鋳造誕生仏立像」が安置されています。この誕生仏は、昭和４０年３月､扶桑町大字南

山名字道下２９番地の畑で高木譲さんが耕作中に地下９０cmから出土した高さ１０cmの金銅鋳造仏で

す。昭和４６年９月１４日、縁あって顕宝寺に寄贈されました。扶桑町では、この 

誕生仏の由緒を調べるとともに仏像の権威者の指導を受け、昭和５２年８月３日、 

扶桑町の文化財に指定しました。かつては、関係者のご尽力で釈迦誕生の催事 

が行われていました。 

 さらに、昭和５３年国立奈良博物館において平安初期の鋳造仏の基調となる 

全国でも稀な誕生仏であると認定され、昭和５４年３月２２日に愛知県指定文化 

財になりました。左肩から袈裟をかけた姿が珍しいと言われています。 
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登録団体の活動予定 10～1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（2019年 2月 1日発行）に掲載する 2月～5 月の活動予定を募集しており 

 ます。締切は 12 月 27 日（木）。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 

NPO視察研修のご案内 
今年度より、住民活動団体・住民活動に関心のある 

方を対象にした『ＮＰＯ視察研修』を実施します。 

町外のＮＰＯ団体を視察することにより、住民活動を 

より理解し、推進する事を目的としています。今回は 

日進市内で活動する団体を視察します。 

この機会に、ぜひご参加いただき、皆さんの活動に 

お役立てください。 

お申込み・お問合わせはぷらねっと扶桑まで。 

２０１８年１１月１３日（火） 

集合時間 ： 午前８時５０分 

集合場所 ： 扶桑町中央公民館 

参 加 費 ： ７００円（昼食代のみ） 
※研修当日に集めます 

定   員 ： ２０名（先着順） 
 

団  体 日  時 場  所 活  動  内  容

「つくし座」と共に
人形劇

　  参加費 親子で￥500

参加費￥500

10/14(日) 11/11(日)

12/9(日)

13:30～15:00
ダンスうんどう
正しい姿勢　美しい歩き方　楽しいダンス

参加費￥500

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

　 参加費 １人１回￥500

ポレポレるーむ
小さな子連れママへ飲食可能な「場」の提供

元保育士による相談受付

飲み物1つ￥50～（持ち込み自由）

そふとヨガ
おやこヨガ有　　　　　　　　参加費 親子１組￥600

援助会員養成講座「子供の保育と環境」
(主催)扶桑ファミリー･サポート・センター　　 　無料

森のたんけん「自然遊びを学ぼう」
２歳～未就学児　保護者同伴　　　参加費￥500

11月予定 サツマイモクッキング
1月予定 餅つき大会

プチメリ　　　　　　　　　　　　　

小規模マルシェ　　　　　　無料(企画により実費)

10/13(土) イオンで踊ろう祭

13:00～16:00 よさこい祭り　　　　　　　　　　　　　　　　　  無料

10/20(土) やろまい大祭 ｉｎ ＦＵＳＯ　　　　　　　　　　　  

10:00～16:00 (主催)ふそう町民まつりプロジェクトＦ　 　  

おもちゃの修理 　　　　 修理費 原則無料

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

10/20(土)は町民まつりと同時開催 (9～16時)

10/22(月) ミラクルカフェ

10:00～11:00 参加費￥100

10/30(火) 物々交換イベント

10:00～11:00  無料

11/11(日) 12/2(日) 子ども自力めし　詳細は後日お知らせ

午前中予定 小学生対象　　　　参加費 約￥2,500(保険料込)

毎月最終金曜予定 読書会

18:00～20:00 福住正兄「二宮翁夜話」を読む　　参加費￥300

10/28(日) 建物特別公開

思い出わくわくサロン

参加費￥200

北新田蕎麦同好会
9/30(日)

12:00～15:00
北新田公民館

そばまつり
北新田地区で自作のそば粉を使用します
南山名扇太鼓、ハーモニカラプソディー80
がステージ出演       そば1杯￥200(限定150食)

スタディサポート
小学生の自主学習を元教師がサポート

10/6(土) 11/10(土)

12/22(土)

13:30～15:00
10/7(日) 11/4(日)

12/2(日)

13:30～15:00

扶桑町総合体育館トレーニング室
10/28(日) 11/25(日)

1/27(日)

13:00～15:00

「つぼみクラブ」と共に
ダンスセラピー　扶桑町総合福祉センター

「友舞」と共に
民踊

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　参加費￥300

11/9(金)

9:30～11:30

扶桑緑地公園
11/23(金･祝)

10:00～11:00

ダイエ建築さんショールーム

笑　夢

10/6(土) 11/10(土)

12/1(土) 12/15(土)

9:00～10:30

ＮＰＯ法人

ママ・ちょこ 扶桑町総合福祉センター２階
10/9(火) 10/26(金)

10:00～11:00

詳細未定
決定次第ママ・ちょこHP掲載

朗読グループ　あいうえお

イオンモール扶桑 駐車場

扶桑文化会館前

扶桑町図書館 幼児コーナー

メリーママ

タイムハウス
(扶桑町高雄羽根西44）

扶桑町中央公民館１階ふそう おもちゃのお医者さん

10/20(土) 11/17(土)

12/15(土) 1/19(土)

10:00～11:30
引渡は受付翌月

10/13(土) 11/10(土)

 1/12(土)

　　14:00～

10/9(火) 11/13(火)

12/11(火) 1/8(火)

10:30～14:00

扶桑町総合福祉センター(予定）

やろまい・扶桑

10/11(木)

10:00～13:00

シェアサポート　和ごころ

扶桑町中央公民館扶桑読書会

11/25(日) 12/23(日)

1/27(日)

14:00～15:45

扶桑町総合福祉センター

扶桑町中央公民館 実習室

旧 川田稔邸
(扶桑町南山名前ノ前49番地）

扶桑の福祉を考える会
あんばよう

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


 

 

 

第４回 ２市３町ふれあい協働フォーラム 
～深めよう！広めよう！協働～ 

 

開催日時 ： １２月１６日（日） １０：００～１３：００ 

場   所 ： あいち航空ミュージアム （豊山町） 

 

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。 

同フォーラムも今年度で 4回目を迎えます。今回は、過去の話し合 

いの中から実現した協働事例の発表行い、さらに協働の実践に向けて 

話を深めます。 

当日は、扶桑町中央公民館から会場までをバスで送迎します。参加費は無料です。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、「広報ふそう 11月号」にてご案内します。 

 

2018 ふそう町民まつり 来てちょ～よ 
 

開催日時 ： １０月２０日（土） ９：００～１６：００ 
 

今年もぷらねっと扶桑は『ふそう町民まつり』に参加します。 

当日は、扶桑町中央公民館 1階フロアーにて、登録団体の活 

動紹介パネルや、ポスター等の展示を行います。また、一部活 

動団体による「ＰＲコーナー」も予定しており、直接ふれあう 

ことで、ご来場の皆さん方に存分に楽しんでいただければと思 

います。 

 

ぷらねっと扶桑では、大型印刷サービスを開始しました。 

ポスター・横断幕・式次第等、皆様の活動にぜひお役立て下さい。 

（公益的な利用に限ります。個人の利用はできません。） 
 

■ 印刷物のサイズと料金 

 

 

 

 

 

■ 申込方法 

申込書にご記入の上、代金を添えて、印刷用原稿（ただし、PDF データに限ります）と

一緒にお持ち下さい。データ受取後、1週間で印刷物をお渡しします。 

尚、申込書はぷらねっと扶桑に設置してあります。また、ぷらねっと扶桑のホームページ

「ご利用案内」→「大型印刷サービスについて」より、プリントアウトする事も可能です。 

 

金額 ６００円 ５００円 1mまで６００円
1mを超える場合は50cmごとに300円

サイズ Ａ１
約600×840mm

Ａ２
約420×600mm

長尺
幅600mm

2016年の様子 

団体交流会を開催します!! 
 

開催日時 ： ２０１９年１月１３日（日） 午後開催予定 

場   所 ： 扶桑町中央公民館２階 講堂 

 

「ぷらねっと扶桑登録団体」と「扶桑町ボランティア連絡協議会登録ボランティアグループ」

合同での団体交流会を予定しております。活動団体がどのような活動をしているのかをお互いに

理解し合い、親睦を深めることを目的として開催します。内容は、研修会や参加団体の活動 PR

タイムなど。楽しく交流し、より活発に活動するきっかけになればと考えております。団体をは

じめ、活動に興味のある方など、どなたでもご参加いただけます。 

 ※詳細につきましては、11月中旬に「ぷらねっと扶桑ホームページ」およびチラシにてご案内します。 


