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今号は、第１号と同様会員のみなさまに
お伝えすべき情報をしっかり掲載すること
に心掛けつつ、編集・様式については、
従来のスタイルを一新し、鯱城かわら版な
らではの画面作りにトライしてみました。

平成 30 年 10 月発行

各種行事開催のご案内
従来各種行事の企画・推進は、鯱城会幹事が中心
的役割を担ってきました。今年度はこれを改め、行
事に参加される各団体の関係者中心に「実行委員
会」を立ち上げて推進していくことにしました。
初年度の今年は、鯱城会幹事と各種団体の関係者

との協議から始め、各々の役割分担を見直した上
で行事企画を進めています。
以下実行が決まった行事についてご案内します。
まだ検討中の行事については、検討の状況、今後
の取り組みの方向性等について報告します。

第１７回 鯱城会グラウンド・ゴルフ交歓会
□開催日時：平成 30 年 10 月 23 日（火）
9:30 開始 （集合 9:15）
☆雨天予備日 10 月 30 日（火）

□会場：庄内緑地・陸上競技場

今回は、実際にプレーを楽しまれる各区会の
関係者と鯱城会幹事との事前打ち合わせに
時間をかけて企画案を練り上げました。
個人競技のイメージが強い中に、新たに区の
対抗戦的要素を組み込んでおり、出場される
選手はもちろん、応援者も一緒に楽しめる企
画となっています。大勢のみなさまに参加い
ただきますようご案内します。

□従来と変わらない点
・競技方法 ： 個人戦ストロ-クマッチ
・個人表彰は基本的に変わりません。
□今回変わった点
・区表彰を新たに設けた。
各区ロースコアの３人の合計スコアで争う。
・アトラクションとして
各区会長対抗ニアピン合戦を新設。

カット

以下、現在検討中の企画、未検討の企画を取り上げ、考え方・見通し等を記載します。

ＯＢ文化祭
第７回 OB 文化祭は、15 チーム
の参加が確定しました。
出場チームの詳細については、
追ってご案内します。
今回の OB 文化祭は、昨年まで
の幹事会の企画ではなく、ＯＢ
文化祭実行委員会を立ち上げ、
出場チームと幹事会が一体とな

16 区フェスティバル
り、 より楽しい企画を推進して
まいります。今回の OB 文化祭
には新たに区で組織するチーム
が ２組参加します。次回からは
各区の同好会グループが 出場
できる仕組みも実行委員会で検
討していく所存です。
よろしくお願いします。

昨年度実施された１６区フェスティ
バルは、初めての開催だったため
準備に多くの人員と時間を要しま
した。 今年も開催して欲しいとの
要望を伺っていますが、今年度は
既に経験豊富なＧＧ交歓会、ＯＢ
文化祭を優先実施することにしま
した。よろしくご了承ください。

発行 ： 名古屋市高年大学鯱城学園鯱城会

第 37 回 公開講演会 ～ 癒しと喜びのコンサート ～
□出演 ： トリオ・ローズ

ソプラノ・バイオリン・ギターのトリオ
□開催日時：平成 30 年 11 月 26 日（月）
13:00 開場 13:30 開演
□伏見ライフプラザ 5 階 鯱城ホール

（会費：無料）

公開講演会は、従来年 2 回開
催していましたが、今年度の開
催は 1 回としました。
この講演会を、楽しく印象深い
ものにしたいと考え多くの案の
中から厳選して企画しました。
是非みなさま、素晴らしいコン
サートをお楽しみください。

「トリオ・ローズ」の紹介
普段それぞれのフィールドで活躍する音楽家の 3 人が
「トリオ・ローズ」 としてコンサートを開催されています。
「素晴らしきかな人生を」をテーマに、日本の歌曲、イタ
リア歌曲、バッハの名曲等、誰もが聴いたことのあるよう
な有名な音楽を中心に演奏されています。
コンサートでは、ギター、バイオリンのさまざまな音色を
バックに、ソプラノの歌姫による心のこもった歌声をあな
たにお届けします。加えて、ラフなスタイルでのト－クが
魅力で、演奏曲にまつわる話やクラシック音楽界の裏話など興味深いお話しを聞かせていただきます。

「トリオ・ローズ」 各メンバーのプロフィール
長谷川眞弓さん （ｿﾌﾟﾗﾉ）

日比浩一さん （ﾊﾞｲｵﾘﾝ）

杉浦知美さん （ｷﾞﾀｰ）

フリーのソプラノ歌手として活躍

名古屋フィルハーモニー交響楽団
コンサートマスター

14 歳でギターを始め、ソリスト

ソロ・バイオリン奏者としても活躍

シャンソン伴奏者としても活躍

独唱会を中心に全国で活躍

として活躍。

ボランティア活動
下期のボランティア関連行事計画は下記のとおりです。

16 区フェスティバルについては
今後実施方法等を関係者と検
討していく予定です。
無理なく行事を推進するために
どの行事を、どういう頻度で実
施するのがよいかについても今
後検討していきます。各区のご
意見を是非お聞かせ下さい。

名古屋市高年大学鯱城学園

□鶴舞公園ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
開催日：10 月 6 日（土）
予備日：10 月 13 日（土）
集合：9:30
□堀川清掃大作戦
開催日：11 月 10 日（土）
予備日：11 月 11 日（日）
集合：9:30

□名古屋ウィメンズマラソン
開催日：3 月 10 日（日）
（詳細は後日連絡します）
□こころの絆創膏（今年度 2 回目）
開催日：3 月上旬（予定）
（詳細は後日連絡します）

魅力向上検討会 検討状況
平成 30 年度 鯱城会上半期（4 月～9 月）のご報告
平成 30 年度、鯱城会の組織は大きく変わりました。ただ、会員の皆様に充分に浸透していないとの声もお聞き
しますので、鯱城かわら版第 1 号でご案内した「平成 30 年度鯱城会キーワード」を再度掲載させていただきます。

平成 30 年度
鯱城会キーワード

もっともっと話し合い、全員の力で魅力ある鯱城会をつくりましょう !!
１．鯱城会は会員全員の組織です !!
２．区鯱城会あっての鯱城会です !!
３．自分たちの活動は自分たちで納得して築きます !!
４．魅力ある鯱城会活動を実現するため周知を集め遂行します !!

平成 30 年度 鯱城会上半期議決事項

（下記第 1～第 8 号議案が代議員会で可決されました）

第 1 回代議員会（5 月 7 日）
□第 1 号～第 5 号議案（平成 30 年度）
鯱城会人事、鯱城会会則・細則、
総務・事業 各ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動計画、
事業計画、鯱城会予算

□第 6 号議案 31 期生鯱城会入会金返却
第 2 回代議員会（6 月 4 日）
□第 7 号議案 第 7 回公開講演会開催
第 3 回代議員会（7 月 2 日）
□第 8 号議案 第 17 回ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ交歓会開催

魅力向上検討会 検討状況
三位一体の推進
ここ数年、入会率の下落が目立ち（平成 30 年度
は卒業生の 36%でした）、各区においても入会者
数の減少で悲鳴に近い声があがっています。
平成 31 年度の入会率をＶ字回復させるため、
平成 30 年度は現役学生との交流を更に深める
べく、三位一体の活動 （学園・学生会・鯱城会の
連携）をより一層進めていく所存です。
地域ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・入会説明会等を更に効果的に
するための手段を三位一体で話し合い実践して
まいります。各区鯱城会においても、ボランティ
ア・作品展・日帰り旅行などの催しについて、各
区現役学生に積極的に声掛けをして、参加を
促進していただきたいと思います。
鯱城会会員の皆様 !! 入会率アップのため、
知恵を出し合い、工夫を凝らし、一致協力して
努力してまいりましょう。

鯱城かわら版
鯱城ニュースは、名称を鯱城かわら版に変更し、
ﾍﾟｰｼﾞ数の削減、ﾈｯﾄ印刷による印刷費の削減
のほか、今号ではスタイルを一新しました。
一方掲載記事や内容は大きく絞り込みました。
これらいろいろ変更していることについて、皆
様の忌憚のないご意見をお聞かせください。

入会金・年会費の徴収方法
今年度より鯱城会の組織が変わり、新入会員の
鯱城会への入会金 1,000 円がなくなりました。
したがって、入会金・年会費を一括して鯱城会
で徴収する必要はなく、各区鯱城会にて徴収し
ては？ との議論があります。
本件は、鯱城会会則・細則の改定にも関わりま
すので、今後丁寧な議論を重ね最終結論を出
すようにさせていただきます。以上、途中経過の
報告ですが、よろしくお願い申し上げます。

鯱城ホームページ（HP）
鯱城ホームページは課題が山積しています。
① 活用の輪がなかなか広がらない。
② 維持管理の担い手の不在。
③ 掲示板へ外部書き込みが頻発。 等
これらの改善策を検討した結果、現在のＨＰは
一旦休止して、新たにＨＰを作り直すこととし、
現在外注先の業者が作成作業を開始しました。
今後のスケジュールは下記のとおりです。
□10 月 新ホームページ一次案作成完了、
年内修正・研修
□来年 1 月 運用開始（テスト）
□同 4 月 本格運用開始

各区鯱城会コーナー
作 品 展

今年度の各区作品展は 9 月までに 5 区が終了し、残る 11 区は 10 月・11 月
に集中して開催されます。開催案内は前号鯱城かわら版に掲載しておりま
す。また、各区鯱城会作成のチラシもありますので、これらをご覧いただき、
大勢のみなさまがご鑑賞いただきますようご案内します。

ボランティア
活動 状況

各区のボランティア活動のうち、地域の清掃・植栽に照準を当て、最近の活動状況を写真で
紹介します。（各区への依頼が急だったため、手配が間に合わなかった区もありました。 写真を
送信いただいた区のみで構成しましたのでご了承ください）

中川鯱城会

荒川公園清掃ボランティア

こなみ会（南区）

名東鯱友会

中鯱城会

4 地区一斉清掃

栄地区 清掃活動

緑鯱城会

港鯱城会

扇川清掃ボランティア

とだがわこどもランド
植栽ボランティア

呼続公園
ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

熱田鯱城会

守山鯱城会

花水木鯱城会（千種区）
茶屋ヶ坂公園
清掃活動

大宝 ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

小畑駅前 花の苗植え替え

天白こじょう会

昭和鯱城会

植田地区 清掃活動

ゆめ緑道ごきそ
清掃ボランティア

平成 31 年度 鯱城会会長立候補届について
□立候補期間 平成 30 年 12 月 24 日（月） ～ 平成 31 年 1 月 28 日（月）
□届 け 出 先 平成 30 年度 鯱城会選挙管理委員長（郵送可）
□立候補資格 立候補者は、区会役員経験者または幹事会幹事経験者もしくは区会・幹事会経験者とする。
ただし、学園卒業後 5 年以内（就任時）の会員とする。卒業年次は 1 回目の卒業年次とする。
□選 挙 日 平成 3 年 2 月 4 日（月）
なお、立候補届け出書類は、下記の必要事項が記載されていれば様式は問いません。
① 届け出日
② 氏名
③ 卒業期
④ 専攻学科
⑤ 区会名

