「松河戸区健康文化交流事業」実施にあたって
松河戸区健康文化交流事業実行委員会」のスタッフを募集しています。
自治会の親睦文化事業としては、盆踊り、町内運動会などが一般的ですが、松河戸区では、
遺跡保存会(松河戸区関係団体)が毎年文化の日に小野道風の生誕を祝う「道風祭」を開催して
います。以前は、野外揮毫大会、文化祭や十五の森塚供養なども含め、売店が出店するなど盛
大に行っていましたが、松河戸区画整理開始により縮小され、道風祭式典と十五の森塚供養の
みを行っていることから、区民の参加はほとんどありませんでした。
区画整理が終了した今、区会としては、地域活性化を図るための交流事業を行う必要がある
と考えていました。
区民の方に、毎年文化の日「道風祭」を行っていることを知ってもらい、何らかの形で参加
できるようなもの、また、区画整理により中断されていたラジオ体操などが考えだされ、健康
と文化を合体して、
「松河戸区健康文化交流事業」として、市の「多世代交流事業補助金」制度
を活用していくこととしました。
第１回目の元年度は、
「みんなでラジオ体操」「見学会とｽﾀﾝﾌﾟ･ｸｲｽﾞﾗﾘｰ」を実施します。
〇「みんなでラジオ体操」
７月20日から8月4日の16日間
道風公園にて
〇「見学会とｽﾀﾝﾌﾟ･ｸｲｽﾞﾗﾘｰ」
11月3日(文化の日)

・見学会(道風記念館、観音寺)
・ｽﾀﾝﾌﾟ･ｸｲｽﾞﾗﾘｰ(道風公園)
・各種情報コナー(松河戸公民館)

松河戸区は、「松河戸区健康文化交流事業」を更に発展させるため、「松河戸区健康文化交流
事業実行委員会」を立ち上げ実行委員会のスタッフを募集しています。
多くの方の実行委員会への参加により、より良い親睦事業を考えていこうではありませんか。
令和元年7月

別添下記

〇「みんなでラジオ体操」の案内チラシ
〇「見学会とｽﾀﾝﾌﾟ･ｸｲｽﾞﾗﾘｰ」の案内チラシ

松河戸区長

春日井市多世代交流事業

松河戸区健康文化交流事業

みんなでラジオ体操
みんなの声
期間

７月 20 日(土)～8 月 4 日(日) 16 日間

時間

6 時半から

場所

道風公園など

雨天中止

(お母さん)
家族みんなで参加しましょう
(お父さん)
休みの日には、隣近所を誘ってみよう
(小学生)
行って友達と遊びの計画を立てようかな
(中、高生)

(集合 6 時 20 分頃)

初日 20、21 日は少し早めに !

夏休みの期間に、地域の皆さんと仲間づくりや、
健康づくりの輪を広げ、明るいまちづくりを目指しましょう。

早起きして、充実した夏休みにしよう
(園児)
おじいちゃん、おばあちゃんと行きたいな
(多忙な人)
都合がつけば参加してみよう
(道風公園から遠い人)
近くの公園で行います
(ラジオ体操を愛する人)
ラジオ体操は日本の文化です
(すでに毎朝行っている人)
道風公園まで行くのは面倒なので、いつも通り近所の公園で行います
(おじいちゃん、おばあちゃんの声)
ラジオ体操のおかげで、この年まで生きてこられた

松河戸区健康文化交流事業実行委員会

「ラジオ体操」は、昭和３年に制定された体操です。
おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さんも、
子どもの頃には、夏休みの時期、みんなで一緒に
ラジオ体操をしてきました。
令和元年の夏 みんなでラジオ体操をしよう !
【お知らせ、お願い】
◎ 期間は、７月 20 日から８月 4 日までの 16 日間です。
雨天の日は中止します。

ビンゴゲーム
あなたは、どちらの日を選ぶ？
最終日前日(8/3)と最終日(8/4)には、
ラジオ体操終了後、ビンゴゲーム大会を行います。
(出席印の数)に応じてビンゴカードをお渡します。
(出席印の数)÷(Ｘ)＝(あなたのビンゴカードの枚数)です。
(Ｘ)という数字は、最終日前日(8/3)にお知らせします。

(中止の日は、朝６時までに松河戸区ホームページでお知らせします 。)

◎ 時間は、毎朝６時半から始まりますが、時間に余裕があれば、
少し早めに来てください。
◎ 場所は、道風公園で行いますが、道風公園まで来るのが遠い方は、
近くの公園か、お家で行ってください。
この場合も、参加者カードは期間中いつでもお渡ししますので、
カードを受け取って、参加日申告をしてください。
(※ 区では、ラジオ体操を行う設定は、道風公園以外の場所ではしませんので、
各自で行ってください。)

(8/3 又は 8/4 までの出席印の数) ÷（X）
＝ (ビンゴカードの枚数

小数点以下は切り上げ

)

このカード枚数でビンゴゲームに挑戦していただきます。
ただし、両日(8/3 と 8/4)出席される方は、出席印の数
を振り分けて両日ゲームに参加することも可能です。
なお、両日とも賞品の内容や個数は同じです。

◎ 参加した日は、必ず受付で出席印を押してもらってください。
(ラジオ体操に間に合わなかった場合でも、受 付で出席印を押します。)

◎ 幼い子には、必ず大人が付き添ってください。
交通事故には十分注意してください。
さて、あなたはどちらの日を選びますか?
◎ 最終日前日(8/3)と最終日(8/4)は、ラジオ体操終了後にビンゴ
ゲーム大会を行います。
豪華な賞品（？）と参加賞を用意しています。

ただし、あなたもご存じのように、ビンゴゲームはゲーム参加者が
少ない日のほうが有利です。

松河戸区健康文化交流事業

「道風公の足跡を訪ねて」の各会場

道風公の足跡を訪ねて
道風公園
今回の「ｽﾀﾝﾌﾟｸｲｽﾞﾗﾘｰ」の会場です。
公園内には道風記念館、小野社や道風さんに関す
る石碑などがありますので、注意して見ると新し
い発見があるかもしれません。

令和元年１１月３日

道風記念館、観音寺見学会と
ｽﾀﾝﾌﾟ･クイズﾗﾘｰ
道風祭(文化の日)式典終了後に、道風公の足跡を訪ねてみませんか。

道風記念館
今回の見学場所です。
道風公園内にあり、昭和 56 年 11 月に開館しま
した。全国の書家から寄贈された作品や道風関係
の資料などを中心に、全国でも数少ない書専門の
美術館です
観音寺
今回の見学場所です。
巨嶽山観音寺といい、室町時代までは真言宗の寺
で、天正年間（1573 年～1592 年）曹洞宗に改
宗し、草創開山となり、現在の本尊「十一面観世

日

時

11 月 3 日(日)文化の日
小雨決行 １０時半集合

集合場所

道風記念館前

内

「見学会」と
「スタンプ･クイズラリー」

容

音菩薩」を祀られています。
寺宝に小野道風画像一幅、伝小野道風筆法華経断
簡などがあります。
松河戸公民館
今回の参加賞受け取り場所＆休憩所となります。
日頃は、地域の皆さんが学習・集会等の目的に利
用されています。
今回は浄水場施設、道風公関係の DVD 上演など
も行います。

道風記念館前

「見学会」と「スタンプクイズラリー」に参加される方は、
どちらも１０時半に道風記念館前にお集まりください。
【参考】
道風祭

令和元年 11 月 3 日(日) 各場所・時間帯で式典が行われます。
時 間
行 事
場 所
８時 30 分～９時
道風公仏式典、十五の森仏式典 観音寺衆寮堂
９時 20 分～９時 40 分
道風公神式典
小野社
９時 20 分～９時 40 分
十五の森塚
現地

(お茶、コヒーなどもお出ししますのでごゆっくりおく
つろぎください)

主

催

松河戸区健康文化交流事業実行委員会

問い合わせ

松河戸区長 長谷川浩 携帯電話 080-3657-7052

松河戸区ホームページ

http://matsukawado.com (松河戸区で検索)

「見学会」と「スタンプクイズラリー」
道風記念館前に１０時半集合
資料をお渡しして、「見学会」と「ｽﾀﾝﾌﾟｸｲｽﾞﾗﾘｰ」の説明をします。
「見学会」に参加しない人は、10 時半から「ｽﾀﾝﾌﾟｸｲｽﾞﾗﾘｰ」を行ってください。

①
↓

道風記念館の見学会 (時間指定 10 時 30 分～11 時 15 分)
学芸員による蔵書の説明など
(子どもさんにも解りやすく解説いただきます)

②
↓

観音寺の見学会 (時間指定 11 時 20 分～１2 時 00 分)
住職によるお寺の概要・文化財の説明など
(子どもさんにも解りやすく解説いただきます)

③
↓

「スタンプ、クイズラリー」(12 時 00 分～13 時 00 分)
各自自由に「ｽﾀﾝﾌﾟｸｲｽﾞﾗﾘｰ」を行ってください。

見どころ、聞きどころ
○ 道風記念館
道風記念館には、小野道風筆と伝えられるものをはじめとする平安・鎌倉
時代の古筆から、近・現代の書作品まで約 2,700 点を収納しています。
伝 小野道風筆 本阿弥切
伝 小野道風筆 愛知切
伝 小野道風筆 八幡切
伝 小野道風筆 紺紙金字法華経断簡

○ 観音寺
曹洞宗観音寺には、道風の遺物が残されています。寺宝に小野道風画像
一幅、伝小野道風筆法華経断簡などがあります。
また、寺内には、小野社とは別に「道風霊神」を奉祀してあります。
境内には、江戸時代末期の袴(はかま)腰付鐘楼 (しゅろう)があり、この
種の鐘楼は市内唯一のものです。
○ 道風公園
近隣公園として地区全体の中心的な公園であり、市の指定緊急避難場所
になっています。
道風記念館前の広場は歴史を感じさせる庭園風で、小野社や複数の記念
碑などがあります。
主なもの
小野朝臣(道風)遺跡之碑 文化 12 年 1815 年
尾張藩 の儒学 者である秦 鼎 (は たかなえ )（1761～1831）は誕 生地 跡 に宅跡 の碑「小野 朝臣 (道
風)遺跡之碑」を建てる。
「小野道風公誕生地」の評石 (県史跡指定碑) 大正４年 1915 年

「ｽﾀﾝﾌﾟｸｲｽﾞﾗﾘｰ」は、道風さんに関係するクイズをしながら、道風公園内の
④

公民館 (11 時 00 分～14 時 00 分)
ｽﾀﾝﾌﾟｸｲｽﾞﾗﾘｰの参加賞受け取り場所となります。
浄水場施設、道風公関係の DVD 上演なども行います。
(お茶、コヒーなどもお出ししますのでごゆっくりおくつろぎください)

ポイントを巡るスタンプラリーです。楽しいゲームになっていますので是非参加し
てみてください。
道風公園を改めて注意して見ると新しい発見があるかもしれません。

