
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯱 城 か わ ら 版 Ｈ30 - 1号 

平成 30年 7月発行 

アートな景観に変貌を遂げた伏見界隈 

① 鯱城学園が入っている伏見ライフプラザビル  ② 御園通り    

③ グランドメゾン御園座タワー （地上 40階建、高さ 150ｍ） 

④・⑤ 御園通「からくり人形」 ⑥ 碧海信用金庫御園支店ビル  

⑦ 岡崎信用金庫名古屋ビル    ⑧～⑩ 新装なった御園座 

発行 ： 名古屋市高年大学鯱城学園鯱城会    

名古屋市高年大学鯱城学園 
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平成 30年度 鯱城会スローガン 

 
「明るく！ 楽しく！ 元気よく！」 

 

＜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、衆知を集め遂行します！！ 
 
 

＜平成 30年度・鯱城会 主な事業計画＞‥‥具体的には別途ご案内します。 

１．鯱城かわら版の発行 【16区の情報共有を中心とした紙面とする】 

２．第 17回グラウンドゴルフ交換会 【（仮）：10月・各区実行委員と協力】 

３．第 37回公開講演会 【（仮）：11月】 

４．第 9回 OB文化祭 【（仮）：平成 31年 3月・各クラブ実行委員と協力】 

５．鯱城学園・鯱城学園学生会・鯱城会と良好な関係による連携の強化 

        （１）ボランティア活動 

①鶴舞公園クリーンキャンペーン 【10月 6日（土）開催予定】 

②堀川清掃大作戦 【11月 10日（土）開催予定】 

③ウイメンズマラソン 【平成 31年 3月開催予定】 

④こころの絆創膏 【9月・平成 31年 3月開催予定】 

（２）図書ボランティア・学園サポーターへの従事 
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１年間 よろしくご支援ください  
           鯱城会会長 石 谷  清 和                                             

 

この度、鯱城会会長に選任されました石谷清和です。 

身が引き締まる思いです。 
  
私は、学園卒業後、鯱城会幹事を 1年、天白こじょう会役員を 

1年経験させてもらい、鯱城会を、内（幹事）と外（天白）から勉強 

する貴重な機会を与えていただきました。 
 

それを通じ、鯱城会とは 「区会あっての鯱城会」 という考えが 

間違っていないことを確信しました。 
 

近年、鯱城会を取り巻く環境は、急激かつ大きく変化し、大変厳しくなっております。 

平成30年度、鯱城会は環境変化を敏感に感じとり、従来の「鯱城会は、区会の統括組織」から、

「鯱城会は、会員の組織」へ、組織・体制をスリム化しました。  

新しい組織は、 従来の役員会・6 委員会を廃止し、総務グループ・事業グループに大部屋化し

ました。それに伴い、代議員会の議決定数も削減でき、迅速な意思決定ができる新しい体制で、こ

の 4月からスタートすることができました。 

 それができたのも、 「自分たちの活動は、自分たちで納得して築こう」 との考えの下、当事者で

ある 30 年度幹事・区会長（当時は候補）が、2 月から顔を合わせて議論し、充分納得した上で、組

織・体制・会則・活動方針・活動計画を策定し、この結果、即実行することができました。 

 行事についても「魅力ある区会・鯱城会活動にする」ための方策を話し合う場を代議員会の中に

立ち上げました。 

 行事やボランティア活動に、会員がもっと参加し、在校生との交流を深める仕組みにするにはどう

したら良いか？ 等を議論し提案いたします。 

そのため、皆様のご意見・ご指摘を、幹事・区会長に託していただき、皆様の声を反映した活動

にしたいと考えております。 

皆様のご支援を賜りたく、１年間よろしくお願いいたします。 
 

２ 

クラス ： 29期 地域Ｂ 

クラブ ： 英会話 



鯱城会の皆様に期待すること     社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会 長  河 内  尚 明 

 

 鯱城会の皆様には、日頃から鯱城学園にご理解とご支援をいた 

だ き、深く感謝申し上げます。 
 
 さて、鯱城学園は平成 30年度から新しい指定管理期間がスタートし、 

今年も第 33期の新入生を無事迎え入れることができました。 
 
今年度からは、福祉専攻の中に新たに「アクティブ福祉クラス」と「音楽コミュニケーションクラス」 

を設け、「音楽コミュニケーションクラス」においては、定員を超える大変多くの方のお申し込みをい

ただきました。 
 
しかし、全体では定員割れが続いている状況となっていますので、今まで以上に市民に関心を

持っていただけるような魅力ある学園を作っていかなければいけないと思っています。 
 

 鯱城会の皆様におかれましては、卒業生として学園のことを熟知している立場から、より魅力ある

学園となるよう、忌憚のないご助言をいただきたいと思います。併せて、在学生に対しては２年間の

学園生活の経験を活かしたサポートを期待しております。 
 
 また、鯱城会の皆様の様々な地域活動の実践は、新聞記事などで拝見するたびに大変頼もしく

思っておりますので、引き続き、学園で学んだ経験を社会に還元いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

 
出発にあたって               名古屋市高年大学鯱城学園 

副学長  森  文 代 
 

この度、鯱城会の皆様は生みの苦しみをものともせず、新しい鯱城 

会を目指して大きな一歩を踏み出されました。 その勇気と努力に心 

から敬意を表します。これまでも先輩方が作り上げられた鯱城会に 

新しい試みを加味し て 、 よ り良いあり方を工夫してこ られましたが、 

今年度、さ ら に大胆な取り組みに着手されました。 

 

守るべき伝統とは、その作り上げられた形そのものではなく、変わりゆく時代や状況に 

応じて「大変だけど、もう一度会員にとって最善の道を探ってみよう」 と 考えることができる、果敢

で柔軟な精神を指すのではないかと思います。  
そしてもう一つ、さまざまな意見を交わし合える、伸び伸びとした空気ではないかと思います。 
 

鯱城会のみなさまに力をいただいて、鯱城学園も変化に対応すべく努力を重ねてまいります。 

 

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
 

３ 



楽しい学園生活                   平成 30年度 学生会 

会長 谷 口  賢 三 
 

鯱城会のみなさま初めまして。学生会の会長に就任しました 32期の 

谷口賢三と申します。日頃は学生会に対し多大なご支援、ご協力かつ 

多方面にわたるご助言を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
早いもので、平成 30年度も 3か月を過ぎようとしています。 

今、私たちは人生で一番楽しい時ですね！  

この自由を楽しまないのはもったいないと思います。 
 

今年度、学園では福祉専攻の中に新しく音楽コミュニケーションクラスが誕生しました。 

何か専攻名からして楽しそうです。「歌って 踊って 健康に、青春の歌をもう一度、あのトキメキ

をもう一度」 この見出しからして入学希望者が多数あっても不思議ではないです。 
 
学生会は、今年度も体育祭や文化祭、更にボランティア活動などを実施します。 
 
新しい試みとして、学生協議会社会参加委員が 「鯱城サロン」 を開設しました。 

鯱城サロンは、学生による学生のためのボランティア活動の相談の場として、コーヒー等を提供

し、ボランティア（地域活動の担い手として活躍できる）に関する情報を提供し、学園生活の楽しさ

を伝えてまいります。 
 
また、「学生のための学生協議会」として、学生協議会の自活室前の掲示板を活用し、クラブの

活動内容などの情報を発信し、学園生活の楽しさを伝えてまいります。 
 
34のクラブは、 

① 文化祭での発表・展示  

② 施設等の訪問を通じての日頃の練習成果の披露 

等を行っていますが、特に②は地域の方々との触れ合いの中から学ぶことが沢山あり、ネットワーク

を広げる大きなチャンスとなっています。 
 
これらの行事・活動に、学生一人ひとりが積極的に参加していただくために、学生協議会として

参加しやすい環境づくりに努めていく所存です。 
 
学生と学生協議会が一体となって活動することにより「楽しい学園生活」となり、来年

度は、一人でも多くの人が鯱城学園に入学していただき、人生で一番楽しい時を過ごせるように 

なるように努めてまいります。 
 
鯱城会の皆様方には、私たち学生会の活動にご理解をいただきますとともに、皆様からのご指

導を賜りたく宜しくお願い申し上げます。 
  
ありがとうございました。 

 

４ 

クラス：32期 生活Ｂ 

クラブ：重要文化財研究 



                      

名古屋市高年大学鯱城学園 事務長 太 田 昌 宏 
 

 平成 30 年 4 月から、新しい指定管理期間（平成 30 年度～34 年度）に入り、引き続き名古屋市

社会福祉協議会が学園の運営を行うことになりました。新しい指定管理期間では、福祉専攻に新

たに「アクティブ福祉クラス」と「音楽コミュニケーションクラス」を設けました。    

特に、音楽コミュニケーションクラスは多数の応募者があり、全体の平均倍率が 0.9 倍の中 2.8

倍という結果でした。しかし、入学者全体では定員 760 名に対し 542 名に留まり、昨年より 118 名

の減少で大変厳しい結果でした。これを受け、学園としてもより一層気を引き締め、これまで以上に

市民に関心を持っていただけるような魅力ある学園づくりに努めてまいります。今後とも鯱城会の

皆様の益々のご理解、ご協力をお願いする次第です。 

以下、今年度の主な事業等について概要を紹介させていただきます。 

１ 地域活動関連 

今年で 7 年目となる「地域ミーティング」は、地域活動の担い手を育てるための学園の特色ある事業

として、鯱城会の皆様のご理解、ご協力のもと引き続き実施します。 

２ 卒業生の学園運営への参加 

    鯱城会のご協力のもと、豊富な経験を持つ卒業生の方に「学園サポーター」としての従事を引き続き

お願いします。講座の準備等、水曜日と金曜日の講座開講日に従事していただきます。 

３ 公開講座  開催時間 10時～11時 30分、無料、鯱城ホールにて 

平成 30年 7月 18日（水） 「L特急・新幹線からリニアまで」  

  東海旅客鉄道（株）相談役  須田 寬  氏 

平成 31年 1月 18日（金） 「テーマ未定」     異相・村瀬法律事務所弁護士 異相 武憲 氏 

平成 31年 3月 13日（水） 「認知症の予防 ～歯周病・咀しゃく機能低下との関係から～」    

名古屋市立大学大学院医学研究科長・医学部長 道川 誠  氏 

４ 納涼健康講座  「イキイキ健康・いきいき長寿」 

開催時間 10時～11時 30分、1回券 500円（全 5回通し券 1,500円）、鯱城ホールにて 

    第 1回 7月 25日（水）  「暮らしに役立つ！漢方の知恵」 

                          元（株）フナハシサポニエンス代表取締役 舟橋 敏彦 氏 

第 2回 7月 26日（木）  「長寿は、歯から口から笑いから」 

みどり坂総合歯科クリニック 博士（歯科） 中村 一 氏 

第 3回 7月 27日（金）  「夏場の体調管理」     

大塚製薬（株）名古屋支店ニュートラシューティカルズ事業部  

販売促進担当係長  梅澤 香織 氏 

第 4回 8月 1日（水）  「生活習慣病・虚弱からの寝たきり予防 ～ネンネンコロリ予防～」    

                           公益社団法人 愛知県栄養士会参与       藤野 敏夫 氏 

   第 5回 8月 2日（木）   「ぐっすり寝る子は育つ、大人は長生きする」 

                             名古屋市立大学病院睡眠医療センター長   中山 明峰 氏 

５ 体育祭、修学旅行、文化祭の予定 

体 育 祭 ： 10月 4日（木） 

修学旅行 ： 10月 18日（木）～ 10月 26日（金）  

文 化 祭 ： 11月 15日（木）～ 17日（土） 

５ 

学園だより 平成 30年度の主な事業等について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯱城会幹事を 2年勤め、3年目の今年は東鯱城会会長を仰せつかりました。 

鯱城学園の入学者が減り、鯱城会の入会者も大幅に減少していく傾向の中、その流れを

食い止めるべく、昨年度各区会長、鯱城会役員・幹事が取り組みましたが、成果に結びつき

ませんでした。原因は環境の変化が大きいと思われます。 

古来から人類は大いなる進化を遂げて現在に至っていますが、この間、幾多の動植物が

絶滅しました。強いから残るということではなく、変化に対応できなければ生き残れないという

ことなのでしょう。今鯱城会は絶滅するか否かのゆるやかな分岐点に立っています。 

即効薬はなく遅効薬にたよるしかない。 まずは鯱城学園の入学者を増やし、2年間で鯱 

城会への認識を深めてもらうことが鯱城会の入会者増員に繋がるのではないかと考えます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 各区鯱城会会長“思い”を語る  
テーマ：「鯱城会入会率向上のために、私が思うこと、実践したいこと」 

 ①：期・クラス 

 ②：クラブ 

①：29期  

地域Ｂ 

②：広報研究 

千種区 花水木鯱城会 会長 松川 正信   鯱城会を考える       

千種区の木「ハナミズキ」満開の日、30 年度総会ならびに新入会員歓迎懇親会が多くの

参加者のもと盛大に行われ、新体制が出発しました。会員数 297 名、 花水木鯱城会今年

のテーマは「魅力いっぱい、楽しい花水木」です。 

15 人の新入会員を迎えることができましたが、千種区として過去にない憂慮すべき低い

入会率でした。 

 〇 鯱城会の魅力とは・・・ 

 〇 入会者は鯱城会に何を期待しているのでしょうか・・・ 

 〇 鯱城会役員との意識のズレはないのでしょうか・・・ 

今年一年、考えることは沢山ありそうです。 

分岐点に立つ鯱城会 ！！     

①：29期  

国際Ｂ 

②：オカリナ 

東鯱城会 会長 川添 孝  

 入って楽しい鯱城会へ ！！     
北鯱城会 会長 鶴田 博  

 ＜居心地の良い場所を求めて・・・＞     

①：29期  

地域Ａ 

②：郷土史研究 

私は、入学から卒業までの 2年間の講義内容の充実が大切だと思っています。  

＜きょういく＞今日行く・＜きょうよう＞今日用の理念を大切にして、楽しい日々を過

ごせるようなボランティア精神を教育しなければ 「卒業して何かをしよう」とは考えません。 

 各区会は、3 度の「地域ミーティング」のみの取り組みで、それだけでは名前も顔もわかり

ません。こんなやり方ではダメだと思います。 

クラスのＯＢ会、クラブのＯＢ会と選択肢も沢山ある中で、一番居心地の良い所に行くの

は当然です。各区会は、受け身の立場でしか行動できません。 

学園の講義内容の再考が一番大切だと思います。 

①：29期  

文化Ａ 

②：広報研究 

鯱城会入会率向上のために何ができるか     

 西こじょう会 会長 森 富貴子  

西こじょう会初めての女性会長とのことで少々とまどっています。 

今年の西こじょう会は、「笑顔であいさつ 今日の一日 西こじょう」で発進し、広報・行事・ 

ボランティア・同好会・作品展など会員参加型の事業を推進しています。 

今年度の新入会員は僅か 9人でした。今後入会率向上のために何ができるか？ 

難しくは考えず、会員のみなさまに楽しんでいただけるように心掛け、また参加して頂く。 

何事も笑顔からです。 私たちはもう若くはなれません。今の力量で、できる範囲で少し 

でも人様のためになれるよう心掛けていきたいと思っています。 
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 楽しい連鎖       

②：歩いて 

   知ろう会 

中村鯱城会 会長 安井 則子  

中村鯱城会 30周年の記念すべき年に大役を引き受けることになり、身の引き締まる思い 

です。今年は 13名の新会員を迎え 157名でスタートしました。 

 入会率の低下と会員の高齢化、行事への参加者の固定化等に伴う会員数の減少は、16 

区どこもが抱える課題だと思います。中村鯱城会では、どうしたら多くの人に参加していた 

だけるかについて、昨年から試行錯誤してきました。 

学区の活性化は、 各ブロック長を中心に地域の方々とお茶会から始めようと計画してい 

る段階です。同好会の活性化は、「食べ歩き会」 「ギターアンサンブル」 「盆踊り同好会」等 

多くの新しい同好会が立ち上がり,活発に動き始めています。 

また、昨年度在校生への呼びかけとお知らせを行ってきました。今年も在校生との接点を 

更に広げていきたいと思います。 

①：28期  

  生活Ｂ 

中鯱城会 会長 伊藤 守和  

わが中区は総会員数 98名で、その内 28期生 12名、29期生 9名、30期生 6名、31 

期生はわずか 1名を中心に委員になる人材も少なく、複数の委員を兼務する等、運営に 

苦戦しております。その中で中鯱城会の会長を務めることになりました。 

先輩会員の協力のもと、「会員数を増やすために」というより、 「いかに会員が減らない 

ように」何をするか？ 例えば、多くの会員が参加できる企画運営を遂行して、外に出やす 

い環境づくりをして、会員の皆様の健康寿命が少しでも長く維持される中鯱城会を 1年間 

かけて積み上げたいと考えています。 

 会員の健康寿命を維持 ！！     

①：30期  

  園芸 

②：パソコン 

①：29期  

  健康Ａ 

②：水彩画 

昭和鯱城会 会長 平石 茂  

各区において入会率を向上するために様々な活動がなされていますが、効果がなかな 

か上がらないのが現状です。引き続き各区会の活動は遂行しますが、一方で学園のお力 

もお借りしないと成果が上がらないと思います。 

そこで、鯱城会入会率向上策として下記のとおり提案します。 

〇学生の仲間づくりを 【クラス単位】 【クラブ単位】 に加え、【区単位】 を設ける。 

１．毎週の共通講座の座席が 【学区単位】 で構成されていますが、【区単位】で着席し、 

講座後に各区鯱城会との話し合いの時間を設ける。 

２．各区内にある名所、旧跡、歴史上の人物紹介など、各区鯱城会と合同での勉強会の 

時間を設ける。＜例えば、各区単位でＭＡＰ研究会を設ける＞ 

３．体育祭の種目に区対抗戦を設け、区内の仲間意識を醸成する。 

 

 在学中から区単位のカリキュラムを設定     

①：30期  

  環境 

研究 

②：重要文化財 

７ 

 瑞穂鯱城会 会長 内山 郁夫  

鯱城会入会率向上のために私が思うこと、実践したいこと     

入会率減少の要因は、学生の年齢構成の変化、倍率低下で,入学・卒業の感動の 

薄れ、学園の望む行動をする人の減少、束縛を嫌う人の増加、区会の活動が少し時 

代遅れになっていること等が考えられます。 

入会率向上の方策として下記を提案します。 

 １．各区会の同好会・事業に在学生が参加できるインターンシップ制度を作る。 

 ２．区会の魅力を再発見し、また活動を見直して魅力ある鯱城会を学生にアピール 

する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱田鯱城会 会長 玉利 継男 

鯱城会のモットーは 「より身近で、より親しみのある、より明るく、より楽しい地域の輪」 で 

あると思います。 

熱田鯱城会では、次のことを大きな喜びと期待感をもって鋭意実践中です。 

① 学生の経済的負担を軽減するため、29年度より区鯱城会入会金を廃止。 

② 区鯱城会の活動実態を、出来るだけ正確かつ多面的に伝えるため、学園在学中から 

区企画行事（社会見学、作品展、スポーツ大会等）の案内・参加の推進。 

・長年継続しているボランティア活動の実態の紹介、現場見学の案内。 

・親睦会の案内、会員より安い会費による参加推進。 

・同好会（サークル）活動への入会前のＰＲとお試し参加の実施。 

・会報誌の配布と最新の活動状況の伝達。 

鯱城会入会率向上のために私が思うこと、実践したいこと       

①：29期  

生活Ａ 

②：写真 

表題の件について、特別斬新な考えがある訳ではありませんが、中川鯱城会としては、

各クラブ・同好会の活発な活動が一番大切なことだと思っています。 
 

現在、10 クラブが活動中ですが、まだ伸び代は多々あると感じています。 

例えば、写真クラブ、青春 18 キップの会等、魅力のあるクラブが創設されていくことを

願っています。 

 鯱城会入会率向上のために私が思うこと、実践したいこと       

中川鯱城会 会長 服部 春孝 

①：29期  
福祉Ｂ 

②：国際文化研究 

港鯱城会 会長  市川 達   港鯱城会の PRあるのみ ！！     

31期生の入会は 7名で、16区の鯱城会の中で最小の総勢 78名でスタートします。 

会員増には、先ず港区在住の鯱城学園学生を増やすことが必要と考えます。 

今年度は、港鯱城会ネーム入りの帽子を新調することにしました。 

港鯱城会のボランティア活動の大半は、「とだがわこどもランド」での行事、港社会福祉 

協議会関連の行事など、老若男女の大勢の方と接する機会があり、鯱城学園、および港 

鯱城会を大いにＰＲしたいと考えております。 
①：29期  

美術 

②：水墨画 

８ 

 南区 こなみ会 会長 大田 雅巳 

鯱城会入会率向上のために私が思うこと、したいこと     

会員数の減少、新規入会者の減少傾向が続いている現状を踏まえ、昨年 8 月に南鯱

城会の全会員にアンケートを実施した。その結果、会の活動をもっと活性化するにはどこ

が問題であり、何が必要なのかが分かってきた。これを整理するとクラブ・同好会等の新

設、ブロック単位での活動の充実等が望まれていた。 

 これらの結果を踏まえ、以下の実施を図る。 

１．クラブ・同好会の新設  ２．ブロック発案の行事の充実 

 これらの施策により、新入会員入会後の活動の選択肢が増え、入会率の向上に繋がる

のでは、と考えている。 

①：29期  
福祉Ａ 

②：囲碁 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守山鯱城会 会長 寺尾 守  

今年は 31期生 15名を迎え、総勢 242名と昨年より若干少なくなりました。 

新会員の入会減少と会員の高齢化による退会増加が要因だと思われます。 

新会員の入会を増やすためには、守山鯱城会の魅力を上げることが大切です。 

新会員のみなさんには 

（１） 沢山の同好会への入会を勧める。 

（２） ボランティア活動の参加を促す。 

（３） 趣味の作品展や日帰りバス旅行などの各種催しに参加してもらう。 

上記のように、各地域の会員同士の繋がりを作り、楽しみながら生きがいを持って 

活動する。こうすることが新会員の入会増加に繋がると確信しています。 

①：29期  
  園芸 

②：初歩からの 

将棋 

楽しい鯱城会に       

緑鯱城会 会長 原田 良昭   

緑鯱城会は本年新規会員 27名を迎え、総勢 338名でスタートしました。 

本年は 「口と体と心を動かし、個々と会の活動を高めよう」 をスローガンとし、皆様ととも 

に活動していきたいと考えています。 

皆が大いに体を動かし、行事やボランティア活動に積極的に参加し、口もいつものように 

動かし、そして 相手のことを思いやる心を開いて、楽しく話し合うことができるような会の 

雰囲気になれたら、と考えています。 

 その思いを役員全員が理解し率先して実践することで会議・行事を楽しく進め、できるだけ 

多くの言葉のキャッチボールを心掛けていただきたいと思います。 

「水は上から下へ流れる」 という言葉があります。役員が肩肘を張らずに、楽しくやること 

が大切と考えます。その楽しさが新会員の入会促進につながることでしょう！ 

 体と口と心を動かし     

①：29期  
  地域Ｂ 

②：古文書 

名東鯱友会 会長 鈴木 隆一  

 大きな課題ではありますが、学園・鯱城会・区鯱城会が一体となって取り組む必要がある 

と思います。学園の授業に臨む姿勢として、私語は慎む・携帯電話は切る・注意しても態度 

の悪い人には先生判断で授業を中止するのも良いと思います。 

提案ですが、2年生の共通講座を区別に席を配置することは如何でしょうか。 

名東区は 12のクラブ・同好会があり、元気に活動しています。 これに 2年生の学生が 

無料体験できる機会を作り、在学中に鯱友会を理解してもらおうと考えています。 今年は 

夏休み中に 1日体験を選んでいただく計画です。 

①：29期  

文化Ａ 

②：水彩画 

 

 鯱城会入会向上のために思うこと、実践したいこと     

９ 

 天白こじょう会 会長 金丸正美   チーム力は個々の能力を上回る    

鯱城会を、楽しく面白い集りにしていこうという志を持った、成熟した人達がチームを創 

り、思いを共有し、団結すれば、パワーが生まれ、前進をもたらすと思います。 

ポジティブ、ネガティブの両面からのアプローチが必要でしょう。 

他者との関係性の中で、新たな仲間づくりをしていく楽しみがあることを伝え、また、先 

輩が後輩に押し付けるような鋳型にはめ込むやり方を見直すなどにより、新たな入会者と 

の信頼関係を構築していくことが大切かと思います。 

 

 

①：30期  
  生活Ｂ 

②：初歩からの 

将棋 



平成 30年度各区鯱城会作品展予定 

 各区鯱城会が主催または参加している平成 30年度の作品展の予定は下記のとおりです。 

 詳細については、各区鯱城会が発行する会誌、チラシなどでご確認ください。 
 

区名 区鯱城会名 作品展日程（開催順） 会   場 作 品 展 名 

名東 名東鯱友会 5 月 18 日（金）～20 日（日） 名東区役所講堂 2F 名東区文化協会 「第 23 回総合美術展」 

中川 中川鯱城会 7 月 24 日（火）～25 日（水） 中川区役所講堂 第 16 回 「中川鯱城会 作品展」 

東 東鯱城会 9 月 27 日（木）～30 日（日） 名古屋市市政資料館

2F 第２・３・４展示室 
第 14 回 「東鯱城会 ふれあい作品展」 

中 中鯱城会 9 月 27 日（木）～30 日（日） 名古屋市市政資料館

2F 第４・５展示室 
第 12 回 「趣味の作品展」 

天白 天白こじょう会 9 月 29 日（土）～30 日（日） 天白生涯学習ｾﾝﾀｰ

2F 
第 17 回 「天白こじょう会 趣味の作品展」 

北 北鯱城会 10 月 10 日（市）～14 日（日） 名古屋市市民ｷﾞｬﾗﾘｰ  

矢田 
第 23 回 「北鯱城会 趣味の作品展」 

守山 守山鯱城会 10 月 10 日（市）～14 日（日） 名古屋市市民ｷﾞｬﾗﾘｰ  

矢田 
第 16 回 「趣味の作品展」 

瑞穂 瑞穂鯱城会 10 月 10 日（市）～14 日（日） 名古屋市博物館 3F 

第 4 ｷﾞｬﾗﾘｰ 
第 23 回 「瑞穂鯱城会 趣味の作品展」 

西 西こじょう会 10 月 12 日～16 日（火） 西生涯学習ｾﾝﾀｰ 2F 第 15 回 「総合作品展」 

南 こなみ会 10 月 17 日～18 日（木） 南区役所講堂 2F 第 18 回 「趣味の作品展」 

昭和 昭和鯱城会 10 月 23 日（火）～25 日（木） 昭和区役所 6F 第 16 回 「趣味の作品展」 

千種 花水木鯱城会 10 月 23 日（火）～28 日（日） 愛知県芸術文化ｾﾝﾀｰ

12F ｱｰﾄｽﾍﾟｰｽ H 
花水木鯱城会 「第 15 回 趣味の作品展」 

緑 緑鯱城会 10 月 27 日（土）～28 日（日） 緑区役所講堂 第 23 回 「趣味の作品展」 

熱田 熱田鯱城会 11 月 3 日（土）～4 日（日） 熱田生涯学習ｾﾝﾀｰ 第 14 回 「趣味の作品展」 

中村 中村鯱城会 11 月 8 日（木）～11 日（日） 地下鉄本陣駅構内 

本陣ｷﾞｬﾗﾘｰ 
第 15 回 「中村鯱城会 作品展」 

港 港鯱城会 11 月 30 日（金）～12 月 2 日（日） 名古屋港ﾎﾟｰﾄﾋﾞﾙ 2F 第 16 回 「趣味の作品展」 

     

 
 

各区鯱城会 30周年記念式典予定 

           下記の年度に各区鯱城会が 30周年を迎えます！！ 

           記念式典を計画される区は、今後少しづつ準備を重ねられることと思います。 

           2020年・2021年の鯱城会は華やかな年となりそうですね！！ 
 

              2018年   名東区（4月開催済） 中村区（6月開催済） 

              2020年   千種区 東区 北区 西区 瑞穂区 熱田区 南区 守山区 緑区 

              2021年   中区 昭和区 中川区 港区 天白区 

 

１０ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
 
  鯱城会が大きく変化する中、鯱城ニュースも新たに名称を 「鯱城かわら版」 と変え、幹事一同 

「手間暇かけず・簡潔・安価、しかし必要情報はしっかり伝える」 を合言葉に編集にあたりました。 
 
  しかしながらメンバーの大半が初めての取り組みとあって、手探りで進めざるを得ませんでした。 

そんな中、コスト低減は喫緊の課題であるとの認識で、ページ数の半減、ネット印刷の導入等に 

取り組み、その結果大幅にコストを削減することができました。 
 
発刊にあたり、各区会長初め関係各位にご協力いただきありがとうございました。 

次号以降より充実したかわら版とすべく努力します。 

各位の忌憚のないご意見をいただきますようお願いします。 

 

表表紙について 

  伏見界隈の街並みがここ数年で大きく変わりました。鯱城会も新しく生まれ変わろうとしている 

ことから、学園から伏見駅までの真新しい景観を、鯱城かわら版第 1号の表紙に取り入れました。 

平成３０年度 各区鯱城会会員数 

（１６区合計 3,150人） 

189人 
216人 242人 

181人 

276人 297人 

98人 

96人 

157人 

225人 238人 

257人 
101人 

78人 

161人 

338人 
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