活動スケジュール（10 月～2 月）
団

体

日

示
時

・

第１．3 日曜日 9:00～10:30
1 月は第 3 のみ
第 2 火曜日 10：30～14：00

ＮＰＯ法人ママ・ちょこ
（詳細は HP をご覧ください）
http://mamachoco.net/

ボランティア団体 笑

掲

11/3(木)
11/22（火）
1/15（日）
毎月 第 1 日曜日
13：30～15：00
毎月 第 1･3 月曜日
13：30～15：00
毎月 第 2 月曜日
13：00～15：00
毎月 第 2 日曜日
10：00～12：00
毎月 第 3 土曜日
13：30～15：00
毎月 第 4 日曜日
13：30～15：30
毎月 第 2 火曜日
8：30～9：30

夢

（詳細は HP からお問合せください）
https://emu3.jimdofree.com/

Ｇ&Ｂクリーン隊

10/15（土）・11/19（土）
12/17（土）・ 1/21（土）
2/18（土）

ふそうおもちゃのお医者さん

10/30（日）14：00～
12/18（日）14：00～

扶桑の福祉を考える会
あんばよう
南山名扇太鼓
扶桑町福祉センター囲碁同好会

2/26（日）14：00～
11/29（火）13：30～
10/1（土）10：00～14：00
11/6（日）
毎週火曜日～日曜日
13：00～17：00
（現在はコロナの為週 2 回）

ＮＳＬＡふそう

マルベリー～畑､ときどき楽食♪～
ＳＤＧｓ
木曽川流域の地産地消を楽しむ会
Social studio ATHENA
（ｿｰｼｬﾙ･ｽﾀｼﾞｵ･ｱﾃﾅ）

1/14（土）午前
10/22（土）
11 月（日にち未定）
毎月第１・第 3 日曜日
8：00～
毎月第 4 日曜日
11：00～16：00
10/1（土）10：00～14：00

場

板

予定は変更になる場合があります。

所

活 動 内 容

タイムハウス
扶桑町緑地公園
高雄学習等供用施設
扶桑町総合体育館

スタディサポート(寺子屋)

参加費 500 円

ポレポレルーム(親子遊び)

参加費 50 円

森の探検（自然と触れて遊ぼう） 参加費 500 円
親子ﾖｶﾞ(生後 3 か月～1 歳半) 参加費 500 円

親子で参加餅つき大会
費用未定
ダンスセラピーで楽しく運動
つぼみクラブ
参加費１回 500 円

扶桑町中央公民館

サロン活動

扶桑町中央公民館

ｸﾞﾗｽｱｰﾄ

扶桑町総合福祉センター

絵画教室 絵夢クラブ

扶桑町総合福祉センター

指人形劇練習 つくし座

扶桑町総合体育館

ダンス運動で美姿勢と健康をゲット！
扶桑 M
参加費１回 500 円

扶桑町中央公民館駐車場

扶桑北中周りを中心にクリーン活動

無料

おもちゃの故障修理

無料

思い出わくわくサロン

参加費 200 円

10：00～11：30
扶桑町中央公民館
13：00～15：00
イオン扶桑 ウェストコート
（国登録有形文化財）
川田家住宅
ふるさと歴史講演会
「小牧長久手の戦い」
犬山市羽黒地区へ見学
白雲寺（高雄米ノ山 42）
扶桑町文化会館
扶桑町福祉センター３階
北新田 Bio Garden With
詳細は Facebook・Instagram
でお知らせします。
扶桑町木曽川河畔
扶桑町山那宮東 533
ｽﾀｼﾞｵｱﾃﾅ
白雲寺（高雄米ノ山 42）

無料
参加費１回 500 円（材料費別途）

白雲寺マルシェ
扶桑町文化祭
随時対局

参加費１回 500 円
無料

無料
無料
年間費用 1,000 円

扶桑町福祉センター囲碁同好会

七賀十郎一座
［地元をもっと盛り上げ隊］フレフレフソウ

ぷらねっと扶桑では次号（令和５年３月１日発行）に掲載
する住民活動情報を募集しています｡３～７月の活動予
定をはじめ､住民の皆さんに広くお知らせしたい内容をお
寄せください｡１月２５日（水）締切｡尚､内容によっては掲載
できない場合があります｡

vol. ２１

扶桑町住民活動支援センター 会報紙

アテナマルシェ（Pazari）

無料

白雲寺マルシェ

無料

公式 LINE にご登録ください！
ぷらねっと扶桑では１０月より公式 LINE にてイベ
ント情報等をご案内します。より多くの皆様にご覧
いただきいと思っております。左のＱＲコードを読み
取り、ぜひお友達になってください。よろしくお願い
いいたします。

お問合せ先

☎0587－75－3082
ホームページはこちら☞

〒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
https://www.planetfuso.com
年３回発行（６.10.3 月）

住民活動を行っている方、まちづくりに関心のある方、企業、行政関係者等・・・
どなたでも参加できます。
みんなで扶桑町について話し合い、考えてみませんか？

第1回

10 月 16 日（日）13:30～16:00

・講師より話題提供・ワークショップ・パネル交流会

第2回

11 月 12 日（土）13:30～16:00

・テーブルディスカッション

ファシリテーター ： 日本福祉大学 社会福祉学部 助教
無料

運営機構

みんなでつながれば扶桑町はもっと良くなる！！
様々な立場の人が集まって、意見交換・交流すれば、
新たな未来が広がります！

里芋掘り体験
木曽川河畔清掃活動

扶桑町住民活動支援センター

扶桑町まちづくり交流会

場所 ：

保育園、幼稚園の入園グッズの委託製作受付（期間：令和５年１～３月）
メンバー募集中！ 土曜日、日曜日 19：00～21：00 山名西学供で練習を行っています。
12/5～12/9 「アートでわくわく心の出会い展」人権週間、障害者週間に開催される作品展の作品募集
毎月１回物々交換イベントを開催しています。（詳しくはインスタグラムをご覧ください。）
メンバー募集！ おもちゃの修理に興味のある方募集中です。
誰でも対局可能（随時） 継続可能者については会費を徴収します。
12/4（日）14：00～ 扶桑文化会館
傾城阿波鳴門「どんどろ大師」公演
「クイズ、謎解きイベント」１２月に開催予定。 （詳しくはインスタグラム＠furefure_fuso をご覧ください）

情報をお寄せください！

ｐｌａｎｅｔ ｊｏｕｒｎａｌ

扶桑町で実践されている市民農園で、みて、
触って感じよう
参加費未定
稲刈り体験

お知らせコーナー
NPO 法人ママ・ちょこ
南山名扇太鼓
ボランティア団体 笑夢
シェアサポート 和ごころ
ふそうおもちゃのお医者さん

ぷらねっとジャーナル

令和 4 年 10 月１日発行

扶桑町中央公民館 2 階講堂
菊池 遼 氏

主催：ぷらねっと扶桑／共催：扶桑町
◆申込方法◆
チラシ裏面の申込書にご記入の上、ぷらねっと扶桑までお持ちいただくかＦＡＸをお願いします。
電話・Ｅメールでも受け付けます。（チラシはぷらねっと扶桑ほか町内の公共施設に置いています。）
◆新型コロナウイルス感染拡大防止に関して◆
当日、体調のすぐれない場合は参加をお控えください。
感染拡大状況によっては、開催を延期もしくは中止する場合があります。

「扶桑の歴史文化を探る・21」 祝･扶桑町制 70 周年!（2）
昭和 27 年(1952)8 月 1 日をもって扶桑村は扶桑町となりました｡以下は前号の続きです｡
昭和 49 年(1974)には､船塚古墳､専修院東門､恵心庵､小淵渡跡､正覚寺十二神将が扶桑町の指定
文化財になりました｡歴史散歩はいかがでしょう｡この年､人口は 2 万 5 千人を数えました｡同年､町民プール
が 7 月 31 日に開設｡扶桑町図書室が扶桑中学校内に設置｡高雄南保育園の開設｡老人憩の家の開所
と続きます｡公営施設の建設ラッシュです（町民プールは令和 2 年度で廃
止、老人憩の家は「いこいの家」に名称変更）｡昭和 51 年(1976)に柏森南
保育園が開設｡同年､山名学習等供用施設の開所｡教職員交通安全協会
の結成｡この頃､扶桑町内では商店が急増しました｡昭和 52 年になります
と､高雄学習等供用施設開設｡悟渓屋敷が扶桑町指定文化財となりました｡
同 53 年 4 月 1 日には、資源ごみの分別収集が始まりました。7 月 7 日に
はつくし学園の開園です。次号に続きます｡(『扶桑町史』参考）
船塚古墳跡

住民活動団体向け

Ｚｏｏｍ講習

なかなか収まらないコロナ禍の中、打合せが延期になったり、イベントが中止になったり・・・住民活動が思うように進まない事も多い
かと思います。そんな中でも、メンバー同士で意見交換したい、活動に対する思いを共有したい、オンラインでイベントを開催したいな
どといったご要望にお応えするため、Zoom の活用法について事務局スタッフが説明します。

｢でららぶ❤FUSO｣では現役世代が月１回集まり､交流をしています。町制 70 周年に関連する事業も進行中
です。今後の予定は 10/19(水)､11/18(金)､12/14(水)､1/18(水)､2/17(金)のいずれも 19 時から、扶桑
町中央公民館で開催します。お仕事や学校の帰りにお気軽にお立ち寄りください。

初級コース（所要時間２時間程度）

扶桑町制施行 70 周年記念事業 KISOGAWA リバーサイド
マーケット FUSO（8 月６日開催）に参加･協力しました！

Zoom についての説明やインストール方法、Zoom ミーティングへの参加の方法を学びます

竹灯り

上級コース（所要時間２時間程度）

何度も試作を繰り返し完成した 40
本ほどの竹灯りが会場に飾られ､来場
者の目を楽しませてくれました｡住民
参加型のワークショップで作品の数を
増やし､12 月のイベントに向けて､さ
らにパワーアップします｡

Zoom ミーティングを主催する方法について学びます（初級コースを受けた方に限ります）。
・事前予約制･･･ご希望を伺い、事務局スタッフと相談の上、日時を決定します。
・申込単位･･･団体（グループ）ごとで承ります。１回の講習は５名まで。
・受講料･･･無料

★ぷらねっと扶桑のロゴマーク★

この制度は、住民活動を支援するため、扶桑町内において住民活
動を行っている、あるいは計画している方（団体）からの要請に応じ、
住民活動に関する知識及び経験を有する専門家（住民活動コーデ
ィネーター）を派遣して、住民活動に関する情報や知識の普及および
住民活動の支援を行うものです。ぷらねっと扶桑が扶桑町より受託し
運営します。

ぷらねっと（惑星）をイメージしデザインしました。丸の
中にはひらがなの「ぷ」の文字が隠れています。また。６つ
の色は扶桑町に関係するものを表現しています。

●向日葵

昨年に続き､今年度も実施しまし
た｡扶桑駅前をはじめ､町内数か所
のお店にも笹飾りを設置しました｡
皆さんが書いた願い事がかなうと
いいですね☆

ウォールアートプロジェクト

ひまわり畑

住民活動コーディネーター
派遣制度のご案内

FUSO たなばた笹テナブル

昨年秋に動き出したひまわり畑プロ
ジェクトが､扶桑町の協働事業「ふそ
うひまわりはなばたけ」として実現！
でららぶ♡FUSO の有志が分科会に入
り､企画や作業に協力しました。イベン
ト当日のみならず､ひまわりの成長段階
から､道行く人々をドキドキワクワクさせてくれました。

扶桑町制 70 周年記念町民主体
事業に採択され､現在進行中｡扶桑
町総合体育館倉庫の側面などに絵
を描く予定です｡

Instagram で情報発信中♪
でららぶ♡FUSO のプロジェクト
の進み具合やお知らせ等を UP して
います｡フォローしてくださいね！

●桑の葉
●木曽川
●枝垂桜

◆ 住民活動コーディネーター派遣に要する費用を負担します

●端折傘

◆ 募集期間

●守口漬

第１回：令和４年１０月１日（土）～１５日（土）
第２回：令和５年 ２月１日（水）～１５日（水）
住民活動コーディネーターの派遣を希望される方（団体）は、募
集期間中に派遣申込書にご記入の上、ぷらねっと扶桑へご提出くださ
い。厳正なる審査の上、住民活動コーディネーター派遣の承認を行い
ます（各回 1 団体､上限２万円まで）。

まずは､ぷらねっと扶桑までご相談ください！

J

K

ぷらねっとジャーナル感謝号
（７月発行）にてクイズを
行い､正解者の中から抽選
で５名様に、ロゴマークのア
イシングクッキーをプレゼント
しました！子どもからご年配
の方まで、皆さんに喜んでい
ただけました｡

当団体は扶桑町を盛り上げることを活動目的として立ち上げた若者中心の団体です。
若さを活かした視点と発想で活動を行っていきます！
活動は主に 3 つです！
〇イベント企画・運営
〇扶桑町の魅力発見・発信
〇インスタ映えスポット創設

D

住民活動団体紹介展

期間：10 月 22 日(土)～11 月 9 日(水)
会場：イオンモール扶桑 2 階

8/6 には扶桑町のコーヒー屋さんとコラボし、扶桑町のイベントに出店しました☺
冬には主催事業を予定しています。
今後の活動も含め SNS を中心に発信していきます！

現在、59 の住民活動団体がぷらねっと扶桑に登録し、活躍しています。

ぜひフォロー、メッセージください

どんな団体があるのか、どのような活動をしているのか・・・
イオンモール扶桑にて「住民活動紹介展」を開催します。

Instagram：@fureufre_fuso
Twitter：@fureufre_fuso

各団体のメンバーが作った思いあふれるポスターやパネルが勢ぞろいです。
(昨年度の様子)

メール：info@furefure-fuso.org

