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「いつも心に川がある」

い つ も 心 に 川 が あ る

Member & Event

納屋橋地区
堀川フラワーフェスティバル

〈堀川まちづくりの会〉会員・イベント紹介 2015

庄内川

場所／納屋橋
団体／堀川フラワーフェスティバル実行委員会
（❸❻❼❽⓫⓬⓭ 等）

フラワーフェスティバル内イベント

黒川地区

◆4月16 日〜 20 日
矢田川

2015 年 4月4日

ハンギングバスケット作成会

黒川友禅流し

団体／堀川フラワーフェスティバル実行委員会

場所／辻栄橋付近（北区）
団体／北区まちづくり推進協議会
（❶ 等）

◆5月16 日

堀川水質検査デモ
団体／⓭ 鯱城・堀川と生活を考える会

2015 年 6 〜 7月

◆5月17日

黒川友禅流し

黒川観察会
場所／稚児の宮人道橋（北区）
団体／❶ 黒川ドリーム会 ❷ 御用水跡街園愛護会

愛知淑徳大学 Day
団体／

黒川ドリーム会 1

黒川地区

御用水跡街園愛護会 2

名古屋城地区
2015 年 9月5日

団体／❽ 堀川1000 人調査隊 2010 実行委員会

3 名古屋市緑政土木局河川計画課

四間道地区

第 60 回円頓寺七夕祭り
団体／❺ 円頓寺商店街振興組合

2015 年11月7・8 日

4 名古屋市住宅都市局
まちづくり企画部まちづくり企画課

円頓寺商店街振興組合 5
NPO法人ゴンドラと 6
堀川水辺を守る会

円頓寺秋のパリ祭 2015
団体／❺ 円頓寺商店街振興組合

名古屋

日置・松重地区

7 名古屋堀川ライオンズクラブ
8 堀川1000人調査隊2010実行委員会

納屋橋地区

錦通

歴史のみち 名古屋本町通り の展示会と講演
場所／名古屋都市センター 団体／❿ 堀川文化を伝える会

広小路西通一丁目 11
商店街振興組合
広小路セントラルエリア
活性化協議会

12

第11回 堀川エコロボットコ
ンテスト

場所／納屋橋
団体／ 7 名古屋堀川ライオン
ズクラブ
21 名古屋 工業大
学

今年は
24 チームが
参加しました。

10 堀川文化を伝える会
鯱城・堀川と生活を考える会

13 14 名古屋商工会議所
15 名古屋観光コンベンションビューロー

2016 年 2 月 6 日

2015 年 8月 23 日

9 中部経済連合会

広小路通

2015 年 5月12日〜 24日

第 18 回調査隊報告会
場所／名古屋都市センター

16 堀川文化探索隊

団体／❽ 堀川1000 人調査隊 2010 実行委員会

名古屋の母なる川「堀川」
の浄化・美化に
「も
のづくり」の心で挑戦する
エコロボットのコン
テストで、名古屋堀川ライ
オンズクラブ主催、
名古屋工業大学協賛で、
平成 17 年の第 1
回から毎年納屋橋下流で開
催されています。

2015 年 9月 6 日

熱田地区

堀川文化講演会 名古屋の電気今昔

日置・松重地区

2015 年 6月5日〜 7日

第 26 回 堀川まつり
団体／⓲ NPO 法人堀川まちネット

場所／中区役所 6F ホール

堀川フラワーフェスティバル
堀川

団体／❿ 堀川文化を伝える会

2015 年10月10 日〜11月8 日までの毎週末
での毎週末

17 名古屋都市センター

堀川ウォーターマジックフェスティバル

金山

イベントピックアップ！

場所／納屋橋
団体／堀川ウォーターマジックフェスティバル実行委員会
（❸❺❾⓫⓬⓯等）

八熊通

1日

2016 年1月13 日〜31日

旅
旧東海道 七里の渡し船

ギャラリー展
〜堀川の環境整備に取り組んで 10 年〜

」―桑名「七里の渡し」
場所／熱田「宮の渡し
ちネット
団体／ 18 NPO 法人堀川ま

ウォーターマジックフェスティバル

場所／堀川ギャラリー
団体／⓭ 鯱城・堀川と生活を考える会

熱田地区

その他
2015 年11月7日

1

一斉清掃

堀川まつり

宮の浜市

2015 年11 月28 日
木曽三川がつなぐ山と
まち

場所／宮の渡し公園他
団体／宮宿会（事務局：⓲ NPO 法
法人堀川まちネット）

海の日名古屋みなと祭

堀川口地区

第 9 回インターネットフ
ォーラム

場所／木曽町
団体／ 8 堀川 1000 人調査
隊 2010 実行委員会

第 69 回海の日名古屋みなと祭

場所／名古屋市役所
場所／名

団体／堀川まちづくりの会

堀川まちづくりの会パネル展
堀川ま
場所／堀
場所／堀川ギャラリー
（10月6日〜25日）、星ヶ丘駅（11月11日〜16日）、
イオンモール大高（12月15日・16日）、名古屋港駅（2016年3月頃）
イ
団体／堀川まちづくりの会
団体／堀

2015 年 4月18 日

クリーン堀川春の一斉大そうじ
クリー
場所／北
場所／北清水親水広場
（黒川地区）宮の渡し公園（熱田地区）
団体／ク
団体／クリーン堀川（事務局：⓲ NPO 法人堀川まちネット）

2015 年 9月12日

団体／⓳ 名古屋港管理組合

20 中部大学 松尾直規教授（堀川まちづくりの会会長）

第 5 回堀川まちづくりの会ラウンドテーブル
2015年度
2015年

イベントピックアップ！

2015 年 7月20 日

ホリバーちゃん

2015 年 7月31日

2015 年11月22日

堀川口地区

場所／堀川・新堀川全域

団体／⓭ 鯱城・堀川と生活を考える会

NPO法人堀川まちネット 18

桑名宿「七里の渡し」
東海道で唯一の海路、
船で旅します。
から熱田宿「宮の渡し」を
環境などの話もあり、
船の中では歴史、文化、
浮かべながらの楽
当時の旅 人の様子を思い
しい船旅です。

場所／名古屋港
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イベントピックアップ！

22

2015 年 7月29 日〜 8月2日

2015 年10 月25 日・11月

vol.2

名古屋城地区

四間道地区

場所／宮の渡し公園

ゴンドラ乗船

円頓寺秋のパリ祭り

場所／名城水処理センター

場所／円頓寺商店街

愛知淑徳大学コミュニティコラボレーションセンター

◆5月9日・10日・16日・17日・23日
団体／❻ NPO 法人ゴンドラと堀川水辺を守る会
※ゴンドラ乗船体験は 3月〜11月の毎月最終土曜日曜
にも開催しています。

41

第 17 回調査隊報告会

場所／円頓寺商店街

堀川まちづくりの会 機関誌

2015 年 5月8 日〜 24日

ものしり
ネコさん

クリーン堀川秋の一斉大そうじ
クリー

名古屋港管理組合 19

場所／北
場所／北清水親水広場
（黒川地区）納屋橋周辺（納屋橋地区）
宮の渡し公園（熱田地区）
宮
団体／クリーン堀川（事務局：⓲ NPO 法人堀川まちネット）
団体／ク

21 名古屋工業大学 秀島栄三教授
22 名古屋市立大学 瀬口哲夫名誉教授
23 愛知淑徳大学（コミュニティ・コラボレーションセンター）

平成 19 年〜21 年に行
われた堀川への木曽
川導 水社 会実 験を機に、木
曽川の上 下流
の住民が交流し、理解を深
めるイベントとして
毎年開催しています。

2016 年 3月頃

第6回
回堀川まちづくりの会ラウンドテーブル
場所／名古屋市役所
場所／名

団体／堀川まちづくりの会

公式サイト
horimachi.jp

活動日記ブログ
horimachi.blog.fc2.com

フェイスブック
www.facebook.com/horimachi

堀川の今、そして未来、歴史など、
堀川のイロイロや、アレコレなど、
「ともかく堀川を知っておきたい」

編集 後 記
堀川まちづくりの会機関誌「ワカリホ」２号をお届けしました。創刊号の時にもお話ししましたが、ワカリホでは「常識をひっくり返した自由な発想で、堀
けしました。創刊号の時にもお話ししましたが ワカリホでは「常識
川をとらえてみたい」と考えています。お読みになって「まだまだひっくり返し方が足らないよ」と感じた方、あるいは「こんな堀川が知りたい」など、感想、要望、
堀川まちづくりの会

という方は、
一度アクセスしてみてください。

奇抜なアイデア、何でも結構です。自由で、フレンドリーな気持ちを持って、ご意見をお寄せください。ホリバーも、ワクワクしながら待っていると言っています。

キャラクター
「ホリバーちゃん」

ワカリホに皆様のご声援を！
堀川まちづくりの会事務局

堀川まちづくりの会
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堀 川 の こ と を 知 っ て る か な ？
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ものしりネコさんから名古屋の町ができた時の話を聞きました。清州越しっていって、家康様の命で名古屋城を築城する時に尾張

ー
ホリバ
からの
手紙

て名古屋の町ができたって聞
名古
って聞
聞いてとてもびっくりしました。今の名古
古屋があるのはあなた
の中心だった清州から町ごと引っ越してきて名古屋の町ができたって聞いてとてもびっくりしました。今の名古屋があるのはあなた
のおかげなんですね。そして堀川もその時に名古屋の町を大きくするために重要な運河として作られたんですね。
に名古屋の町を大きくするため
を大きく
めに重要な運河として作られたんですね。
。
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Town
堀川の街ガイド❷
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黒川地区

❶᧦ ᯅ

清州越しのときに引っ越したなかには神社やお寺のほかに、
社やお寺のほかに、
かに、橋

「いつも心に川がある」

川沿いに咲く桜や、友禅流しなど
黒川地区

堀川との触れあいを大切にしている、自然豊かなエリアです。

名古屋城地区

堀川の街ガイドは、堀川沿川の7 地区それぞれの街の魅力や、

四間道地区

楽しみ方をご紹介する便利な手引書です。
「堀川沿いをちょっと歩いてみようかな」と思ったら、ぜひ持って行ってください。

納屋橋地区

もありました。堀川七橋の五条橋（現：五條橋）
五條橋）
橋）もそのひとつ
もそ

︿ 堀川七橋・その

日置・松重地区

と言われてます。慶長十五年（1610）に架けられましたが、
架けられましたが、
架
が、擬
宝珠（ぎぼし）に「慶長七年」と刻まれていたことから、
いたことから、
とから 清州の
五条川にあった橋を持ってきたのだろうと言われています。
言わ
言われています。

熱田地区
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堀川口地区

﹀

1

名古屋港

個人蔵
人蔵

五条橋（尾張名陽図会）

昭和初期の天然プール（北区役所提供）

名古屋城から矢田川手前の黒川樋門までの堀川上流のことを黒川と呼び

᧦ᯅߣવ㚍ᯅߩ㑆ߦࠆ߆ࠄޟਛᯅޠ

❷ਛ ᯅ

ます。黒川樋門の北側にはかつて黒川や庄内用水などに分水するために

かつて橋の西側には当時の豪商たちの屋敷が

設けられた通称「天然プール」があり、子どもたちの格好の遊び場となっ

建ち並び、東側は材木商や薪・竹などを扱う

ていました。そうした水に親しむ歴史もあって、黒川地区住民の堀川浄化

商人の店が軒を連ねるなど、江戸時代は堀川

に対する思いは深く、環境デーなごやでの清掃活動や、黒川ドリーム会

でも一番経済活動が活発な地域だったと言わ

も所属するクリーン堀川が主体となって、毎年春と秋に北清水親水広場

れています。

を中心とした地域の清掃が行われています。
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クリーン堀川での清掃活動（北清水親水広場）

中橋（尾張名陽図会）

個人蔵
人蔵
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伝馬（てんま）は、江戸時代まで行われていた
人や物を馬で運ぶ交通制度のことです。垂井
ものしり
ネコさん

田に至る「美濃街道」の橋として架けられたこ

山桜などの桜並木が整備されていて、桜の名所

とから、街道の交通に縁のある伝馬からとっ

となっています。また、これらの桜が咲き競う

て「伝馬橋」と名付けられたのかもしれません

春には、北区民まちづくり推進協議会が主催す

会」を、黒川ドリーム会による主催のもと北区役所とロマン黒川の会、
御用水跡街園愛護会でサポートするなど、黒川地区では住民と黒川を
結びつける活発な取り組みが行われています。

る「黒川友禅流し」も行われ、今や多くの人々が

ね。美濃街道と直結していたことから人の往
来が多く、堀川で最も活気のあった橋でした。 伝馬橋（尾張名陽図会）

地域の小学生を対象にして黒川の自然や生き物を観察する「黒川観察

黒川地区の川沿いにはソメイヨシノや八重桜、
黒川地区の川沿いにはソメイヨシノや八重桜

（現在の岐阜県垂井町）から名古屋を経て熱

集う春の堀川（黒川）の風物詩になっています。

個人蔵

御用水跡街園の桜並木

ၔਅ↸ߩ┵ߞߎߣ↸ޔ㇠ᄖߩႺ⋡
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名古屋城とともに名古屋の城下町が作られたとき、
れたとき、町は縦横の直線で規則正しく区画
される「碁盤割」となりました。その碁盤割の南端に架けられたのが
盤割の南端に架けられたのが「納屋橋」です。

↢߹ࠇߚ߫߆ࠅߩၳᎹߦ

❹

当時の名古屋の人は納屋橋から下流は 名古屋の郊外 のように
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感じていたかもしれませんね。
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黒川観察会

ฬฎደၔ
黒川友禅流し（辻栄橋付近）
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中村区の犬飼さん
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ホリバーちゃん
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わたしと堀川

「わたしと堀川」をテーマにした、
お気に入りの写真を送ってください。

納屋橋のイベントにて。
オシャレで素敵な雰囲気の
写真ですね。

お気に入りの風景や、ぬいどり、キャラ弁など堀川がテーマであればどんな写真でもOKです。
応募方法

下記メールアドレスにお名前（ニックネームでも可）と写真タイトルをご入力の上、
写真データを添付してお送りください。

E-mail：photo@horimachi.jp

お送りいただいた写真については、堀川まちづくりの会のホームページや広報誌等にて紹介させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。

᧲ᶏ

納屋橋（尾張名陽図会）

個人蔵

