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コロナ禍の為 散歩道 （名東区内の私道）

この写真を写した時は、6月。この時コロナ・コロナで三密はダメ。外に出る事は散歩ばかり。

リュックを背負った人達を沢山我が家の周辺でよく見かけました。

この場所は？ 私がよく散歩に歩く道です。7月中頃まで鶯が鳴いて、蝉と共合して鳴いて

います。木立の中を時々私の顔を心地よくなぜてくれる風。３老（高齢者2人と愛老犬）の名東

区秘密散歩道です。でも今8月下旬は、そこへの散歩は控えています。特に竹藪の小道の入り口

は、長雨・豪雨で夏草に覆われ、蚊が多く道が雨水の通り道です。晩秋までお預けです。名東

区は、緑地散策場所が沢山有ります。この機会に探して如何ですか？

牧野が池・猪高緑地・千種区と接している東山公園園外（一万歩コース等）平和公園等があり

ます。まだ知らない道を発見するかもしれません。名東区散策道は粘土土が多く雨が降るとぬ

かるみます。私の住んでいる所や・一万歩コース・平和公園などは「まむし注意」「スズメバ

チ注意」念のため。

仕事を辞めてから、名東鯱友会に入り、住んでいる所にだいぶ詳しい情報を得ました。

早く以前のように会員皆さんと交流したいです。 F.N

名東区に紫式部のお墓があるのをご存じ

ですか
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【巻頭挨拶】                          
 

東京 ２０２０ パラリンピック 
 

名東鯱友会会長 冨田修 
 

 いま東京２０２０パラリンピックが佳境に入っていま

す。もっぱらＴＶ観戦です。 

 オリンピックはほとんど無観客で行われ、会場は静か

だろうと思いましたが、アナウンサーの常軌を逸した絶

叫や解説者の甲高い声援で大いに賑やかでした。パラリ

ンピックはそれと比べるとやや冷静で落ち着いた放送で

あるように思います。 

 競技の前にルールが説明され、出場選手が紹介されます。選手がどんな障害を持っている

か、それとどう向き合ってきたか、どんな人生を歩んできたか、そしてまた、選手を支えて

きた人たちの熱意など簡潔に語られます。それぞれに人生ドラマがあり、感動の物語です。 

 困難に負けず立ち向かう姿、選手を支える支援者の真摯な心を垣間見て、自分も負けてい

られないなと思わずにはいられません。つい観戦に熱が入ります。 

私はメダルにこだわる必要は決してないと考えています。選手や支援者の皆さんには、出

場したことに対してまず拍手を送ります。 

ところで、このオリンピック、パラリンピックの開催については、従来のものよりはるか

に感染力の高い新型コロナウイルスの変異株の蔓延により、反対の声も多くありました。河

村名古屋市長が２回のワクチン接種を終えていたにもかかわらず感染したとのニュースも

ありました。この感染症にはまだわからないことがたくさんあります。甘く見てはいけない

と思います。本号が皆さんの手元に配られる頃、事態はどうなっているでしょうか。『明か

り』が見え始めていることを心から願っています。        （２０２１年９月２日） 

 

今号は、（大変な時期に）会員さんからの寄稿により発行にいたりました。皆様のご協

力の賜物です。有り難うございます。オリパラピックのテレビ放映・コロナ感染者の爆

発的数字・長雨と雨の災害・酷暑と次々目まぐるしい中、自粛・自粛で気が滅入り、 

フレイルに陥らないように、身体を動かし、色々な事に興味を持って下さい。 

当分の間行事の開催は無理かも。皆さんの生活の様子等を次号に投稿をお願いします。 

 

名古屋市立大学病院から見えた夕焼け空と日没写真 会長撮影 



- 4 - 

 

月 下 美 人 
 

25期 陶芸 横山一郎 

 
 

 
 

 
 
 

名東陶芸クラブの友人Ｍさん

から月下美人の株を譲り受けたのは、七年ほど前のことだった。 

きっかけは、Ｍさんが私にライン添付で送信してきた月下美人の写真。純白のあまりにも美

しい花びら、まさに美人という形容が相応しい花。たちまちその美しさのとりこになり、送

信してきたＭさんに感激した旨返信をしたところ、株を譲ってあげるとの連絡。手渡された

根の付いた数本の株を持ち帰り、自宅で鉢に植えて、Ｍさんから聞いた栽培方法に基づき、

開花時期といわれる七月を待った。しかし、蕾どころか、花芽も出ない。まあ一年目から花

に恵まれるはずもなかろうと、待つこと六年、その間に名東鯱友会のイベントボランティア

として落語の練習と行脚。昼間の忙しさにかまけて、花の方はお留守のまま。時々、譲って

くれたＭさんから「咲いた？」の質問に、生返事。 

そこに、昨年三月からコロナで外出自粛の毎日。居間から見える濡れ縁に鉢植えのサボテン

に混じって、月下美人の葉。「お前何時咲くんだよ」と声をかけては床に入る毎日。そして、

コロナ自粛が始まり五か月後の七月の初め、花芽がでているのに偶然気づいた。待つこと 

六年。ようやくこの目で開花が観られると喜んで、Ｍさんにその旨伝えると、「真夜中しか咲

かない上に、咲いても一夜限りで花は枯れてしまうよ」との答え。 

それから、床に入る前に確認の毎日。そしてようやくその日が訪れた。七月下旬のある夜の

こと。寝ずに待つこと三時間、午前二時頃に大輪の花を咲かせた。写真に撮って、同年の 

オンラインでの区美術展の写真部門に出品した。花にお目にかかるのに六年、そして、 

真夜中の一夜だけの開花。月下美人の名に恥じない花だとつくづく感じ入った次第。 
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名東区に紫式部のお墓（碑）があるのはご存知ですか？ 
 

                          26 期 鵜飼幹雄 
 

900 年ほど昔、名古屋は一面、野原や林でおおわれ、所々に村が点在していました。ある

日、ひどく疲れた様子の旅の女が川のほとりで休んでいるとき、通りかかった村人に泉のあ

る場所をたずねました。村人の教えてくれた泉は林の中にあり、それは美しい水でした。女

は越後と呼び、都で紫式部に仕えていましたが、式部が死んでしまったため、故郷へ帰る途

中だったのです。越後は式部の「なきがら」を大切にもっていたのですが、泉のあまりの美

しさに、村人に頼んで、ここに式部の墓を建ててもらいました。越後は、ここで、3 年の間、

式部の供養を済ませた後、ある日、川に身を投げたのでした。村人は越後のなきがらを式部

の墓のそばに埋めてあげました。そして、月日がたち、この話が語りつがれて来て、泉は「む

らさきの泉」と呼ばれ、川は「むらさき川」と呼ばれるようになりました。 

＊堀川散策 末吉順治 1987 年 7 月発行より 

 

名古屋長久手線の打越交差点南に伝光院と

いうお寺があります。この境内に「紫式部の

墓」と伝えられる「五輪の石塔」があります。

現在の石塔は江戸中期の作と言われていま

す。伝光院は、清洲越で、名古屋堀川沿いの三

つ蔵筋に移転し、お寺の横を流れていた川が

「紫川」でしたが、現在は、100m.道路と 

なっています。昭和 35年に現在地に移転され

てきました。隣に、星が丘幼稚園があります。  

 
 

      

  
 

    

 

 

打越 至名古屋インター 

至星が丘 

至梅森 

傳光院（星ヶ丘幼稚園隣） 

紫式部の碑 

傳光院山門 

光院山門 

至平和が丘 

西山口 

西山学区 

傳光院の地図 
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27期会でアジサイ寺を訪れました 

                             27期  木下 英一 

 

6月 30日 27期会で小旅行にいきました。 

この日ワクチン接種済みの 8名で、国府宮のアジサイ寺（正式名：性海寺）に行って 

来ました。 アジサイの季節としては少し盛りを過ぎて居ましたが、このお寺さんには 

多種多様なアジサイが植えられており、大いに堪能させて頂きました。 
 

更に昼食は近くの和食の店で、コスパ最高の豪華ラ

ンチ。 格安で色々の料理が小鉢に盛り付けられ、

生ビールも最高、皆さん大いに楽しまれました。 

このコロナ禍で自粛生活続き、久し振り

の外の空気。 更にはワイワイ、ガヤガヤ

と会話が大いに弾み、（勿論マスク会食）

コロナ・ストレスが大いに発散されたと

思います。 
 

折角 コロナ・ワクチン接種しましたら、皆様も是非少人数で小旅行を楽しんで下さい。 
 

参加しました（歩いて知ろう OB会） 

私も「歩いて知ろう OB会」相生山緑地散策 7月 16日蒸し暑い中参加しました。5Kコース 

体力を考え半分の 2.5Kに変更し歩きました。日傘をさし汗をふきふき緑多き豪華邸宅と 

名古屋でも緑多き中を散策しました。八剱神社の宮司さん、徳林寺の和尚さんからその建物

と成り立ちの説明を受けました。特に徳林寺さんから行き場の

無いベトナム実習生の受け入れ等を聴きまし

た。お話好きの和尚様で時間がオーバーし、

暑さと疲れで眠くなりました。 

「解散」の声には、思わず「良かった。」 

「助かった。」「最後に疲れた」と小さな声が

漏れ聞こえました。本当に蒸し暑さにまいり

ました。 

詳しい行程等は、P10吉田さんで。 

 

           30期 成田 双美代 

性海寺の門前 
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     挑み 乗り越えた祭典 東京五輪の経緯 

                        29期 鈴木 隆一 

2013/9月 IOC総会で東京五輪・パラリンピックの開催決定 

2015/7月  国立競技場総工費白紙撤回 

2015/9月  大会エンブレムの盗用疑惑のため使用取りやめ 

2018/5 月  ９都道府県４３会場決定 7 月 大会マスコット   

「ミライトワ」「ソメイテイ」 

2019/3 月 組織委員が５輪の競技を表す

ピクトグラム（図記号）50種を公表 

2019/11月 マラソン、競歩の札幌移転が決定・国立競技場が完成 

2019/12月 中国武漢市で新型コロナウィルスの最初の感染者が発症 

2020/1月  日本でコロナ感染者確認・チケットデザイン発表・公式服. 

スポーツウェア披露 

2020/3月  政府と IOCが大会延期の合意。 聖火リレーも延期。 

五輪が 2021/7 月 23日、パラリンピックは８月 24日に開幕する 

2020/10月 大会経費の約３００億円削減を公表。 

2021/2月 森会長が女性蔑視の発言の責任を取り辞任。後任橋本五輪 

相が就任 

2021/3月  開閉会式演出総括 佐々木宏が女性タレントの容

姿を侮辱することにより辞任海外からの観客を受け入れな

い事を決定。・聖火リレーがスタート。 

2021/7 月東京に対する緊急事態浅間を踏まえ首都圏１都３

県で行われる 5輪競技は無観客で開催する事を決定。開会式

の楽曲制作を担当していた小山田圭吾氏が過去の学生時代

にいじめ行為の批判を受けて辞任。開閉会式の演出を担当 

していた小林賢太ホロコーストをやゆすることが判明して解任。 

7 月 23日 五輪開幕 2021/8月  コロナ国内感染者が 

１００万人を超える。 ８月８日・・五輪閉幕 

招致成功（オモテナシ）から 8年コロナ禍によって開催延期 

から 1 年半結果はどうですか？無観客開催を辞さない菅首

相でしたが、中止するのが良いと思っていましたが、ムード

を一変ペンさせたのはアスリートの活躍でした。21 日・ソ

フトボールで日本が快勝！柔道、スケートボード、で金メタルが続々誕生した。世論調査も

64%の人が開催されて良かったと思うが多くなる。7月 9日に初めて全国で新型コロナ感染者

が 1 万人を突破した。後は国民の自粛疲れや慣れにより緊急事態宣言の効果が薄れた感染力

が従来株より強いインド由来の「デルタ株」の拡大の影響は大きすぎます。 

これだけ厳しい状況においても、スポーツの力を世界に発信できたことは最大の遺産です。

17日間の東京五輪オリンピック 栄光のリレー 思い出に残るメダルの人・団体。 

結果・・・金メダル２７個 銀メダル１７個 銅メダル１７個 計５８個 

記憶に残るのは、阿部一二三・詩兄妹、河井梨沙子・友香子姉妹、競泳 大橋悠依２冠、体操

橋本大輝 村上茉愛、スケボー西矢 椛、開 心那、アーチエリー男子団体。 

銀    金   銅 
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「オカリナ A-30」が 3 クラブ合同コンサートに出演 
 

        オカリナ A-30 三輪治敬 

開催日：7 月 29日（木）  会場：北生涯学習センター 
 

鯱城学園オカリナクラブ OB が各地に独自のオカリナクラブを立ち上げ、オカリナ練習の

傍らボラ活動を展開しています。オカリナ A-30 （ｵｶﾘﾅ・ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ・ｻｰﾃｨ） もその内の一つ

で、名東区を中心にオカリナの未経験者ばかりを集め活動を始めてから 5 年目を迎えます。

現在は鯱城 OBに限らず区内外から 16人が参加しています。 

この度、私たちと同じ様な 3つのクラブが共通の先生の声掛けにより合同でコンサートを

開催しました。 

ここ 1年半近く新型コロナの影響で練習もままならず、果たしてまともな演奏ができるか不

安でしたが、折角のチャンスとばかりに、7月に入ってわずか 3回の練習だけで出演する 

ことにしました。 

感染防止策を徹底し、先生と出演者（総勢 41 人）以外の聴衆はない中で、各チーム夫々

が得意とする 3曲を演奏、更には講師の独奏・四重奏、最後に出演者全員で「ふるさと」を

演奏して終了となりました。 

私達オカリナ A-30は、日程の都合で参加は 9人のみ、演奏曲は以下の 3曲でした 

①水戸黄門（テレビドラマ主題歌）   

②月の沙漠（童謡）   

③恋のバカンス（ザ・ピーナッツの代表曲） 

練習不足であったこと、更にはメンバーの数人は今回が初舞台という状況にもかかわらず、

臆することもなく、気持ちよく堂々とした演奏ぶりでした。まずまずの出来栄えだった 

（一人合点かな?）ことに加え、他のチームや先生の演奏を聴くことができ、同じ趣味を持

つ仲間と知り合え、参加してよかったと全員満足して会場を後にしました。 

写真説明  （上）  演奏会会場全体 

（右上） オカリナ A-30 の演奏 

（右下） オカリナ A-30 記念撮影 

今までと違い合奏曲で演奏 
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京の隠れた遺産             

                        32期 中西芳郎 
 

 京都には 17の世界遺産があり、京都を訪れた多くの方々がこの内３~4ヶ所は廻って 

おられると思いますが、しかし意外と知られていないのが「歴史的価値のある町並み地域」

でしょう。難しい言い方をすれば「伝統的建造物群保存地区」といいます。 
 

 A 産寧坂、B 祇園新橋、C 嵯峨鳥居本、D 上賀茂、F 石塀小路の 5 地区が重要伝統的建造物

群保存地区となっております。これら保存地区は景観の保護と伝統的な建造物の価値を守る

為に条例化したもので、修理など手を加えると時には「市」の許可を得る事になりかなり厳

しい規制があります。特に上賀茂の保存地区は全国で唯一「社家町」という名での選定を受

けた所でみるのも趣きがあります。 

 

社家町という名が出たところでチョット社家町とは?

にふれてみましょう。社家町は本来神職が仕える神社

の側に家を構える事が多くその様な町並みを社家町と

呼んでいて、昔は 300 軒近くあったと伝えられていた

のですが、現在は 20軒以下と少なく、社家が連なる街

並みとして国の重要伝統的建造物群保存地区に指定さ

れている全国唯一の「社家町」です。 

建物は寺院建築と武家住宅を併せもった感じです。 

 この様な建造物群を散策すると世界遺産とは又違った古都という違った小さな文化が味わ

え、落着きます。 

 

 

 

 

 

 C 嵯峨鳥居本 

 
F 

石塀小路 

 
B 

祇園新橋 

 A 産寧坂 

 D 上賀茂 

社家 
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歩いて知ろう OB会活動の一日 
 

                            ３２期 吉田 一夫 

 鯱城学園「歩いて知ろう会」のクラブには OB 会がある。100名を超える会員が在籍し、 

月 1回ではあるが現役時代と同じように活動している。ただ昨年度は、歩いて知る活動が 

全く出来ず、代替として「会員の近況通信」を交流目的に毎月発行しただけに終わった。 

今年もそんな動けない状態が続く中で久しぶりに仲間と一緒に歩ける貴重な機会を 7月に 

得た。7月 16日（金）「相生山緑地史跡散策」の天白区野並周辺の寺社等巡る 30期担当の例

会である。野並駅 鎌倉街道 野並八剱社 千秋家の墓 相生山緑地・桜並木

相生山神社 徳林寺 葉書塔 のコース。 

 10 時野並駅に４８名が集まった。厳しい暑さもあり注意事項を幹事

から聞いてスタート。30 期幹事の先導でパンフレットや資料をてに目

的地まで各々のペースで歩く。最初の野並八剱神社は熱田神宮の関係神

社。宮司からこの土地の領主であった千秋家の事を含めて説明を聞く。

この地の成り立ちを想像しながら、さらに 500本植えられた 400ｍの並

木周辺の相生山緑地を進む。この時期の木陰は心地よいがあせがにじ

む。マスクはやっぱりしんどい。時々休んで給水タイム。次は相生山神

社を経て、あの有名な徳林寺をめざす。緑地の道はそう広くないが大勢

でも密にはならない。そしてそれぞれ歩いてきた仲間は徳林寺に集合。 

異彩の梵鐘や鐘楼にびっくり。本堂で住職から寺とベトナムとの関係の

話を聞き、新聞等にあった情報を思い出す。寺の思いを感じ取った 20分の話。 

敷地内にはベトナム等の人が一時生活する施設が目立つ。 

 そして過去に中日新聞が愛知新名所を募集し。応募のあった葉書８５０万枚が納められた 

葉書塔まで歩きそこで解散。通常の例会ならこの後はランチ会になり仲間との懇談の楽しい

ひと時になるが、今は残念至極な状態、３～４人グループの静かな食事会でこの日は終了。 

 とても大勢で集まる事が出来ない状況が続く中で、また前後の６月と８月の計画分が中止

になった中で、ポッカリ空いたタイミングにはまり実施出来た７月例会の１日は、強い緊張

感の中ではあったが幹事の周到な準備もあり、新鮮さと満足

感を得て無事に終了した。 

 
相生山徳林寺 

徳林寺 鐘楼 

野並八剱社 
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８月５日（木）０９：３０に始まりました。ボランティア活動をしている人、福祉施設の職員、

社協の方々など５６名が参加しました。オンラインでの開催ですので、自宅や職場などからイン

ターネットに接続し参加します。 
 

 午前のプログラムは日本福祉大学社会福祉学部教授原田正樹先生による約９０分間の講演、

題して『共に生きる力を育む福祉教育』です。 
 

 それはすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる社会を目

指します。住民が支え手と受け手に分かれるのでなく、住民が孤立することなく、それぞれが役

割を持ち、互いに支え合いながら自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの

地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らせる仕組みを創っていこうというものです。 
 

 こうした地域共生社会を実現するため、教員だけでなく地域の人財が一緒になって福祉教育

を進めようと述べていきます。そして昨今のコロナ禍にあってこそ福祉教育の充実が求められ、

さらに福祉学習サポーターの実際の活動が紹介されていきました。 

 

 

 

 講演が終わって、参加者はグループに分かれ、一人 

ずつ感想を述べ合いました。 

 

 

 

 

 

 

Zoomによるオンラインで行われたセミナーに 

参加しましたので報告します 
 

31期 冨田 修（陶芸専攻） 

 

【福祉セミナー】 
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私は、Zoomの講義と聞いて直ぐに参加しようとおもいました。スマホを手にして娘に Zoomの 

やり取りを 1・2回しただけで、相手がいなくそのままになっておりました。そのスマホも古

くなり、昨年夏 IPad を購入し、お店でアプリを入れて頂き、コロナ禍の為お仕事、勉強、テ

レビ等「リモート・リモート」で主流になってきました。是非この際身につけたいと下心 

一杯で参加を申し込みました。 

福祉専攻で 2 年生の時からだを壊し半年位

通学出来ず。そのまま卒業しました。講義

を受けている時懐かしい福祉の単語を思い

だしました。こんな受講生ですけど講義が

進むうち段々先生のお話に自分が恥ずかし

いと思いました。目からうろこが落ちまし

た。 

福祉は、手を差し伸べる事でなく、相互実現

的自立、ふだんのあたりまえの日常生活を共

に生きる力を育む。難しい事は、よくわかりませんがふくしは、回り回って自分の為になる。

と言う事を講義に参加して得た結論です。 

ふくし・・・・・・     ○ふだんの○くらしの○しあわせ 

Zoomでの講義私もうけました 

30期 成田 双美代（福祉専攻） 

【福祉のセミナー】 

プログラム 
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自粛生活でみつけました NO1 

自粛生活中のコミュニケイションの場として、会員に呼びかけたら色々と投稿がありました 

33期 K.Iさんから 

6月の上旬平和公園に自生「ささゆり」をみつけました。

薄ピンク色の花で笹の葉に似た葉っぱをもつ清楚の百合。

普通は野山の崖縁にひっそりと咲いていますが野生種の

種をまいてから 7年以上たたないと花が咲きません。皆さ

んそうっと見守って、取らないで下さいね。 

29期 T.Aさんから 

6 月 鯱友会会員のお庭に

狸が侵入。近くの会員方から

も子狸連れタヌキ発見 

① ② ③ 

32期 M.Oさんから 

牧野が池緑地散策で 7 月末珍しい物が生えている木に目がい 

き、何とそれは「木耳
き く ら げ

」でした。長年歩いていましたが、ビッ

クリ、普段はニワトコ・欅に生えてるそうです。ゴルフ練習場

から池の傍を通る林の中でみつけました。牧野が池も野鳥が 

四季折々が楽しめる公園です。①木に生えている ②取ってき

た状態 zyozyo 状態 

随分少なくなりました。でも 

た状態 ③水に戻した状態です。 
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自粛生活 NO2  我が家の花のメール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23期 K.Nさんの庭の花 

 

 

 

夏の庭 32期T.Kさん

昨年の名東鯱友会 

ニュースを見て名古屋朝顔

にチャレンジしてみまし

た。 

ニュース 

 

①昨年の鯱友会ニュース

をみて、名古屋朝顔にチ

ャレンジしてみました。 

②今年はギボウシが元気 

に咲きました。 

①百日草              ②鳳仙花          ③ムラサキルエリア 

今年も沢山咲いてくれました。毎日たのしませてくれます。 

我が家のエンゼルトランペッ

トの花が夕方咲きました。 

色が薄く小ぶり。可愛いです。 

27 期 T.I さん 
27期 K.Uさん 

毎朝 健気な花がさきま

す。数年前に種をまいた

こと忘れ、でも毎年楽し

ませてくれます。朝顔 
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＊名東鯱友会のホームページは、9月 10日復旧完了（お知らせ欄） 

＊名東鯱友会のホームページは、9月 17日復旧完了予定（区会誌・概要）まだ調整中 9月 22日現在 

自粛生活でみつけました（スマホ会から） 

28期 Y.Sさんの投稿 

長い自粛生活の中今年度から始まっ

た「スマホなかよし会」集まる事がな

かなかむずかしい時期多くの会員の

方が写真とか動画とかスマホ情報 

発信を掲載させて頂きました。有り難

うございます。 

この庭園は、何処でしょう？ 

ビル庭園です。（大名古屋ビル） 

 

 

 

 

俳句  喜寿なり 生涯青春 ひまわりの花 

     話好き またまた話す 鰯雲    23期 玉腰成子 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊謹んでご冥福をお祈りします＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■訃報  期   学科    ご芳名    学区    ご逝去 

     ご連絡がありませんでした 

★編集後記★ 

広報に携わって足かけ 5年になります。こんなに悩んだ事ありませんでした。 

2年近くコロナ感染症に振り回されて、どうしょうか？と思いました。部員との 

交流も昨年より大幅に制限され、「参った！参った！」しかし先輩会員さんから 

暖かい言葉を頂き投稿を沢山して頂きました。本当に有り難うございます。編集にご

不満があると存知ますが、ご容赦ねがいます。時代は、コロナの関係で変化の速度 

が速く高齢者にとっては、追てきぼりの感じです。少しでもと思いオンライン講座を

受け、皆さんにお知らせをしたいとおもいます。 

これからは、紙からスマホの時代に変容するでしょう      広報一同 
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名古屋市一般指定業者Ｎo707095 

親切・丁寧に対応します！見積無料 

塗装・瓦に関するメンテナンス・ 

リフォーム 10年保証の安心工事 

 

患者さんとの繋がりを大切にした地域医療 

地下鉄上社駅から市バス循環右回り 鋳物師洞バス停 駐車場 41台分 

患者さまの心と瞳に「安心」を 

★手術・予約のみ 

 
■診療科目 

眼科一般・小児眼科・緑内障検診 
コンタクトレンズ 

■治療・手術 

日帰り白内障手術・レーザー治療・黄斑変性治療・眼瞼手術 

名東鯱友会 

https://www.suzukigankameito.com/

