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岩崎川岩崎川

　梅に桜、 雪柳、 新緑の中にピンクのツツジの花。 自然豊かな日進で見られ

る春の光景は、 私たちをとてもウキウキさせてくれます。 川や里山、 公園で自

然を楽しむのもいいですね。 

　その自然を守っている人たちが身近にいることをご存知ですか？ 里山や公

園は放っておくと荒れ果ててしまう、 人の手入れが必要な自然環境です。 草

刈りやごみ拾い、 枝の剪定といった活動に励む人たちがいるおかげで、 毎春

同じ景色を見ることができています。

　日進の春のおすすめスポット、岩崎川、北高上緑地、機織池、愛知池。

それらを守る、「春の守り人」の横顔をご紹介します。

守り人 梅ノ木川クラブ

みなさんの 「?」 に答え、 まちの課題を一緒に考えます

教えて！にぎわい探偵団
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連絡先 : 代表 松本保　 TEL/FAX (0561)74-3115

　春にはコバノミツバツツジやタケノコ堀り。秋には木の実
観察や紅葉。一年を通じて自然を楽しむことができる北高上
緑地。その里山の保全活動をしているのが、日進里山リーダー
会の皆さん。里山の「春の守り人」です。
　日進市が開催した「里山保全リーダー養成講座」を修了し
た受講生約 40 人が集い、会を発足しました。現在メンバー
は 43 名、平均年齢は 70 歳を超すそうです。
　毎週、全ての散策路を見回り、倒木や枝の落下を見つけて
処理したり、茂った枝を払ったりして散策路の安全を確保し
ています。皆さんの活動の原点は子どもの頃、里山で遊んだ
体験だと言います。「山の中を歩き回って作業をするといい
運動になるし、きれいになると嬉しくて気持ちいい」。10 月
から 6 月までは月一回、伐採した竹の炭焼きも行い、できた
炭と竹酢液はイベントなどで販売しています。会のモットー
は「できるときにできることをやる」。「無理なくできるとき
に参加すればいいし、やれることをやればいいんです」。
　日頃の保全活動の他にも、一年を通して四季折々のイベン
トを行い、里山の魅力を伝えています。「その中でもコバノ
ミツバツツジが咲く春は特にいい」と皆さん口を揃えます。
ピンクの花が咲き乱れる春の北高上緑地に出かけて、「里山
リーダー会」のベストを着た方を見かけたら、色々と聞いて
みてください。里山大好きな皆さんが親切に教えてくれます。

日進里山リーダー会

コバノミツバツツジ

春は桜、夏はあじさい、秋は
紅葉に破竹と四季の植物

を楽しむことができる機織池
。その池周辺を守る「守

り人」が「機織池周辺の森愛
護会」さん。メンバーは

28 名。月 2 回、池周辺の散
策路や公園の草刈り、枯

れ木の伐採、花壇の整備を行
っています。これからは

寒桜、河津桜、淡墨桜、山桜
、ソメイヨシノなど数種

類の桜が楽しめます。

機織池周辺の森愛護会

緑地内にはコバノミツバツツジ
群生地があり、新緑の中にピン
ク色の花がとて
もきれい。名
残の山桜も楽
しめるかも。

コバノミツバツツジまつり

にぎわい交流館　1階　
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連絡先 : 代表 河井久和　 
　　　   TEL (090)6968-1450

連絡先 : 竹川政一　 
　　　   TEL (090)4184-6348

日進の春の守り人その3

できるときにできることをやる！
 ～子どもの頃の体験が原動力～

日進の春の守り人その１



梅ノ木川クラブ
　日進の桜の名所の一つ岩崎川。岩崎町にある岩崎橋と梅ノ
木橋の間、約300ｍに渡りソメイヨシノの桜の木が連なります。
開花時期には土手でお弁当を広げ、大勢の方が花見を楽しみ
ます。
　その川の土手や遊歩道の除草や清掃をしてくれているのが
「梅ノ木川クラブ」の皆さん。岩崎川の「春の守り人」です。
梅ノ木いきいきクラブ老人会の有志で作られました。
　現在メンバーは22名。3月から11月までの毎週日曜日の朝、
雨でない限り除草と清掃。平成 27 年まで桜のライトアップ期
間は毎朝のごみ拾いと仮設トイレの清掃活動も行なってきま
した。土手の斜面の草取りはとてもしんどい作業、蜂に刺さ
れたこともあるそうです。それでも「作業後、きれいになっ
た土手を眺め、お茶を飲みながらおしゃべりするのが楽しい」
と皆さん口を揃えます。とても仲が良く、梅ノ木橋のたもと
がコミュニティの場となっています。
　岩崎川の桜の木は、40 年ほど前に地域の人が植樹したも
の。それからずっと地域の人たちによって大切に守られ、今
では岩崎川のシンボルとなっています。市制 20 周年の時に
は長年の活動が市から表彰もされました。「これからも川と桜
並木を地域で守っていきたい」川クラブさんが毎週きれいに
してくれる岩崎川へお花見に出かけませんか？

作業の後のおしゃべりが元気の秘訣！

連絡先 : 代表　川村一雄
　　　　にぎわい交流館 TEL(0561)75-6650　FAX 73-5810

日進市、東郷町、みよし市
にまたがる愛知池及び周辺
を守る「守り人」が「愛知
池友の会」さん。メンバー
は 23 名。定期的に草刈りや
絶滅危惧種のフジバカマな
どの植栽を行っています。

日進の春の守り人その2

愛知池友の会

岩崎城と岩崎川の 2 か所が会
場となり、歌に楽器の演奏に
鳴子おどりにと桜の下でいろ
いろ楽しめます。屋台もたく
さんでますよ !(^^)!

岩崎城春まつり　4/2

その他にも、にぎわい交流館登録団
体に

は花育あのね塾、梅森さくら保存会
など

があります。活動内容や状況は当
館 HP

や「にっしん市民活動団体見本帖」
など

ご利用ください。自分も何かやって
みた

い！などありましたら、当館へお気
軽に

ご相談ください !(^^)!

その他の春の守り人たち

無料のお茶もご用意しています。 いつでもお越しください！
※最新情報はホームページをご覧いただくか、　にぎわい交流館へ直接お問い合わせください

日進の春の守り人その 4
日進の春の守り人その 5

※本年は道路工事のため　　
　ライトアップはありません

出展希望者募集中です
お気軽にお問い合わせ
ください

写真提供：掲載団体さん、竹内照和さん

日時： 30

場所：カーデン  
　　  みよし市黒笹町西新田 1205-1              ( 愛知牧場斜め向かい ) 
　　  TEL(0561)35-5015
会費：1,000 円
　　　(コーヒー・弁当・お茶 )



 電話 0561-75-6650　
 ファクス 0561-73-5810
 電子メール nigiwai@me.ccnw.ne.jp
 ウェブサイト http://www.shimin-kouryu.net

日進市にぎわい交流館
開館時間 サロン 8:30 ～17:15 / 会議室 8:30 ～22:00

休館日　年末年始 (12 月28日～1月4日 )
〒470-0122　愛知県日進市蟹甲町中島277-1

登録団体 イベント掲示板

視覚・聴覚障碍者のための上映会

見えにくいからと映画を敬遠してい
る人も大丈夫！映画の流れにそって
ストーリーを音声で伝えます

日　時：3/5 （日） 13:30～
場　所：にぎわい交流館 2階   
参加費：無料
主　催：視覚障碍者の情報環境を考える会ボイスケイン
　　　　 レインボー日進
問合せ：TEL (090) 4150-3663  並川 (090)3935-3575加藤

サークルや会の会報作りや会計担当者向けのワードとエクセルの講座。
我流でやってきた方もこの機会に正しく簡単にできるワザを学びませんか？

日　時：3/3 （金） から毎週金曜日
　　　 ワード （会報作成） 14:00 ～15:20
　　　　 エクセル （会計） 15:40 ～17:00
場　所：にぎわい交流館  
参加費：1回 1000 円 （別途テキスト代1000 円初回のみ）
持ち物：ノートパソコン、筆記用具 (あればご自身の作品 )
主　催：ITサポーター養成協会　http://isapo.jp/it/
問合せ：TEL (090) 8670-0827  近藤
メール：c-kondo@isapo.jp

性教育は愛情教育。
「私たちってどこから生まれてきたの？」

何て答えたらいいのか、みんなで考えましょう！

日　時：3/15（水） 10:30～11:30
場　所：にぎわい交流館 2階和室  
参加費：1000 円 （お茶代・資料代）
定　員：8名
主　催：愛知ママサポーターチーム
問合せ：http://kosodate-share.asmama.jp/events/4077

　オカリナとボーカルのみっちゃんとギターのあっちゃんによる
　音楽料理人ユニット「AMI」のコンサート。
　みっちゃんのオリジナルソング中心にパラレルな詩の世界をお
　届けします！童謡唱歌や新美南吉童謡も歌いますよ～♪

日　時：4/16 （日） 11:00～12:00
場　所：カーデンホール  
　　　  みよし市黒笹町西新田1205-1( 愛知牧場斜め向かい ) 
　　　　TEL(0561)35-5015
参加費：カフェ飲食費のみ
主　催：AMI
問合せ：TEL (090) 6597-0431  横井

第 12 回記念集会

平和な日本を未来につないでいくため、平和主義の
日本国憲法を守るため、もう一度憲法を考えてみませんか？

日　時：3/11（土） 13:00～16:00
場　所：日進市民会館小ホール
内　容：一部　落語13:10 ～14:10( 落語家 切磋亭琢磨さん )
　　　　二部　講演14:20 ～15:50
　　　　　　　   ( 講師 元立教大学大学院特任教授 池住義憲さん )

参加費：一般 500 円 / 高校生・大学生 無料
主　催：日進九条の会
問合せ：TEL(0561)72-1041平井　(0561)3-1801吉岡 

電話に出ない
場合は

メッセージを
残すか

メールで！

長崎の原爆で跡形もなく被爆
死した息子が母のもとに亡霊と
なって現れて……。 
この世とあの世を織りなす不思
議な物語。
監督：山田洋次　
出演：吉永小百合、二宮和也

参加費無料

Rin の産後サポート事業　第 1 回報告交流会

出産後に不安を感じたことはありませんか？
誰もが安心して出産、子育てできるよう産後サポートを含めた、
切れ目のない子育て支援の重要性について一緒に考えましょう

日　時：3/ 5（日） 13:00～15:30 （そのあと交流会あり）
場　所：日進市民会館 小ホール   
定　員：150 名
内　容：基調講演 渡辺顕一郎さん(日本福祉大学子ども発達学部教授 )

               パネルディスカッション 助産師、保健師 他
主　催：NPO法人 ファミリーステーションRin
問合せ：TEL  & FAX (0561) 74-1080 


