
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

     

Ｈ30-4号 平成 31年 3月発行 

 
第 4号発刊にあたって 
 
今年度も余すところごく僅か、鯱城学園・

鯱城会ともに大きな試練だった１年間を振り

返るとともに、新しい年度に向けての準備状

況等について纏めました。 

 

鯱 城 か わ ら 版 

『皆 様 に 感 謝 ! ! 』     

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 

鯱城会会長 石 谷 清 和 

鯱城会選挙管理委員会からのお知らせです。 

平成 31年 2月 4日（月）、平成 31年度（2019年度） 

の鯱城会会長選挙が実施されました。 

立候補は中村鯱城会会員飯田恭久さん 1名でした。 

鯱城会の会則、細則に則り、鯱城会会長と 代議員 

（各区会長） による投票の結果、全員の信任を得て 

飯田恭久さんの当選となりましたことをご報告します。 
 

選挙管理委員会 委員長 安井則子 

                        委員   平田 秀 
 

（石谷会長よりひとこと） 

飯田さん！！ 

鯱城会の全会員が支えあい・励ましあい、そして 

いつも笑顔溢れる鯱城会を目指してください。 
 
     

秀 

 

 

  

  

  

来年度鯱城会 新会長決まる 新会長プロフィール 

 

光陰矢の如し、つい先だって 「一年間よろしくお願いします」 とご挨拶 

申し上げたばかりですが、平成 30年度も早や締め月となりました。 
 

「一年間、皆様にはご指導、ご支援、ご協力賜り、有難く心よりお礼申 

し上げます。」 
 

「区会あっての鯱城会へ」 と大きな旗を掲げましたが、大きな池に小石 

をポチャンと投げ入れただけで終ろうとしています。 
 

ただ 「明るく・楽しく・元気良い鯱城会」、「よく議論し、納得し、実行しよう」のスローガンは、幹事の皆さ 

ん、区会会長様のお蔭で風通しの良い幹事会・代議員会になったのでは・・・と考えております。 
 

更に、グラウンドゴルフやＯＢ文化祭には、各区・各クラブから実行委員を派遣いただき、精力的に企画・ 

運営を担ってもらい、今まで以上に自分たちの行事として盛り上げることが出来ました。 ひとえに実行委員 

・区会役員の皆様のご尽力のお蔭です。深く感謝申し上げます。 
 

2019年度鯱城会は、新会長のリーダーシップのもと、ポチャンと投げ入れた 

小石の波紋を大きく確実なものとし、更に魅力ある楽しい鯱城会にスパイラル 

アップしていただくことをご期待申し上げ、筆を置かせていただきます。 
 

鯱城会会員ならびに鯱城学園教職員の皆さまに感謝・感謝です。 

誠にありがとうございました。 

 
30期 国際専攻 

フォークソングクラブﾞ 
 
（30年度）  
・幹事会副幹事長 （総務 G ﾟ） 

・中村鯱城会 総務委員会委員  
（趣味） 

・音楽活動 

・スポーツ観戦 

・歴史（日本史・アメリカ史） 
 

(新会長 飯田さんよりひとこと) 

各区鯱城会のみなさま！！ 

お声をかけていただけばギターを持って伺います。

皆様と共に、大きな声で歌い、楽しく過ごすことが 

できれば嬉しく思います。宜しくお願い申し上げます。 
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専攻 定員 入学予定者 割合 (%) 専攻 定員 入学予定者 割合 (%)

環境 48 16 33 園芸 48 30 63

国際 96 100 104 陶芸 40 25 63

健康 96 65 68 美術 48 68 142

生活 96 35 36 地域 96 69 72

福祉 48 18 38 文化 96 49 51

音楽 48 104 217 総計 760 579 76

説明会出席 入会者 説明会出席 入会者

人数／（％） 人数／（％） 人数／（％） 人数／（％）

千種 56 39　(70) 10　(18) 中川 44 27  (61) 15  (34)

東 24 13  (54) 11  (46) 港 18  8  (44)  3  (17)

北 47 28  (60) 16  (34) 南 35 20  (57) 13  (37)

西 33 19  (58)  8  (24) 守山 43 28  (65) 15  (35)

中村 39 18  (46) 10  (26) 緑 54 42  (78) 16  (30)

中 22 14  (64)  9  (41) 名東 33 20  (61) 13  (39)

昭和 36 27  (75) 16  (44) 天白 35 20  (57)  9  (26)

瑞穂 29 10  (34) 10  (34)

熱田 15  7  (47)  5  (33) 総計 563 340 (60) 179 (32)
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 同じクラブのＯＢを通じるなど、各区鯱城会会員全員でアプローチをお願いします。

 ・環境、健康、生活、福祉、園芸、陶芸、美術、地域は追加募集となります。

　32期生の鯱城会入会状況  （平成31年2月20日現在）

　 今後は、未入会者に対し各区鯱城会において入会の促進をお願いします。未加入者のリストを基にし、

区 在校生数 区 在校生数

学園だより　　HOT情報！！

32期生の鯱城会入会状況   HOT情報！！

　   平成31年度の新入会員の入会に関しては、1月25日に区会説明会を行い、続いて2月15日、20日の

  両日入会受付けを行いました。この結果、2月20日時点で鯱城会全体での入会者数179人、入会率

  32％となりました。

 ・今回の募集の結果、生活専攻と文化専攻は1クラス編成となります。

 ・音楽専攻と美術専攻は2クラス編成となります。

　　平成31年度名古屋市高年大学鯱城学園　入学予定者状況　（平成31年2月12日現在）

　 平成31年度鯱城学園の入学申し込みは1月末に第1次を締め切り、2月12日に抽選が行われました。

　  579人の入学予定者が発表されました。定員760人に対し76％です。引き続き3月28日まで追加募集を

 行います。鯱城会の皆様！ お友達やお知り合いにお声をかけていただきますようお願いします。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1549068820/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXR5Lm5hcmEubGcuanAvd3d3L2NvbnRlbnRzLzExNzQzNjg4ODUyMTcvaW5kZXguaHRtbA--/RS=%5eADBG3ohAGTetquwnk6S1QWFsSLujQQ-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1N0VjBtaGFiN2xzdTJQUGVGdTFRcGVZbGh6aWtXN2t0UHRLc3VLcDlqekFzbVFBRE1uOVZrYkNDVjkEcAM2SUNCNUxxNjVMeWFJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDMTAEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-


 

  
 

第９回ＯＢ文化祭      
 

開催日 ： 平成 31 年 3 月 7 日（木） 
 

「文化祭を継承するにはどうしていったら良いか」 について、ＯＢクラブ代表者が集まり、議論した結果、 

ＯＢクラブ代表者・幹事会合同で 「実行委員会」 を発足することになりました。 

日頃の稽古の成果を発表したい、楽しい演技を披露したい、という思いを実現するために、実行委員 

会が、自ら舞台プロディースを担当することになりました。 

更に、受付・ホール案内なども実行委員が主体的に行うことにしました。 

幹事会は、報道・ホール申請などの事務作業を中心に行います。 

そんな中、打ち合せを重ねるごとに、クラブ代表者やクラブ員の 

運営する熱意がますます高まってきました。 

また、練習にもより一層磨きがかっていると聞いています。 

是非ご来場いただき、ご観賞くださいます様お願いします。 
 

 
 

各区鯱城会の担当責任者から、ボランティアに参加される皆様に 

以下の内容の資料が配布されていることと思います。 

ご確認のほどよろしくお願いします。 

（１）当日の集合場所・集合時間 

（２）当日のスケジュール（現地における作業） 

（３）当日の服装 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                  

 

今後の行事計画 

新ホームページの運用について 

昨年 8月より新しいホームページ （以下ＨＰ） の制作に取り組んでまいりましたが、このたびようやく完 

成し、新年度から本格的に運用を開始します。 
 
ＨＰを新規に作り直すに至ったいきさつは以下のとおりです。 

（１） ＨＰの更新・管理業務の担い手が鯱城会内部で見つからず、外注で対応せざるを得なくなった。 

（２） 現ＨＰは年月を経過し、見やすさ、使いやすさ、維持管理のしやすさ等に難があった。 

（３） 掲示板に外部から広告宣伝等の侵入があり、そのための対応に追われる事態が頻発した。  
新ＨＰの活用方法については、各区会ホームページ担当者を中心に勉強会を開催いただき、多くの 

会員が有効に活用していただけるようになることを切望しています。 
 
なお、個人が自由に投稿できる掲示板は廃止しました。これに代わり、 

各区のＨＰ担当者を通じて、月２回 「おしらせ欄」 に投稿が可能となります。  
新ＨＰへの移行スケジュールは以下のとおりです。 

（１） 今年 2月、新ＨＰに切り替えました。 

3月末まで、テスト運用期間とします。 

（２） 4月以降、本格的に運用を始めます。 

不都合があればお知らせください。 

極力皆様のご意見を反映してまいります。 
                                               鯱城会総務グループ ＨＰ担当  
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名古屋ウィメンズマラソン  開催日 ： 平成 31 年 3 月 10 日（日） 

 

今年のＯＢ文化祭はここが違います！！ 
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編集後記 

改革の年に相応しく、今年度は広報誌についても長年続いた 「鯱城ニュース」 を 「鯱城かわら版」 

と改め、記事の内容をコンパクトに、編集スタイルも斬新さを求めてトライアルを続けてきました。 
 
従来掲載されていた記事を何故外したのか？ とか、 また 第 2号では ファイリングでの不都合を 

指摘され、更に第 3号では印刷所との連絡ミスでページ構成が狂い、みなさまには大変ご迷惑をお掛 

けしました。 
  
そんなこんなで早や 1年を経過しました。何分にも少数の素人が手掛けている 

現状をご理解の上、ご容赦いただきますようお願いします。 
 
一方で大いに宣伝したいことがあります。 

今年度インターネット印刷にチャレンジした甲斐があって、広報誌発行に関わる 

費用は劇的に削減することができました。捻出した経費を活用することで新ホーム 

ページの開発にも繋がりました。 
 
一年間ありがとうございました。                                          

2019 年度 鯱城会全体計画 

2月 4日（月）の代議員会にて 2019年度の鯱城会全体の計画について議論しました。 

3月 4日の代議員会で決定する予定です。（新代議員候補も同席）  

従って詳細は未確定ですが、主な行事の日程については概ね固まっています。 

その概要を記載しますので、各区鯱城会の計画作成に組み込んでいただきますようお願いします。 
 

□学園行事    ・入学式  （2019年） 4月 8日（水）    ・卒業証書授与式 （2020年） 未確定  
     

□地域ミーティング 

・34期生対象 第 1回 ・・・・・・・   5月 22日（水）、23日（木）                             

・33期生対象 第 3回 ・・・・・・・   6月 17日（月） ～ 21日（金） (各区鯱城会で実施) 

・34期生対象 第 2回 ・・・・・・・  11月 27日（水）、28日（金）    
 

□鯱城会行事 

  ・第 18回 16区対抗グラウンドゴルフ交歓会 ・・・・・ 9月 25日（水）    

  ・鶴舞公園クリーンキャンペーン・・ 10月 5日（土） <予備日：10月 12日（土）> 

  ・第 38回公開講演会 ・・・・・・・・・ 10月 22日（火）           

  ・堀川清掃大作戦  ・・・・・・・・・・・ 11月 2日（土） <予定> 

  ・第 2回 16区フェスティバル ・・・ 11月 20日（水） 

・第 10回ＯＢ文化祭 ・・・・・・・・・・ 3月 10日（火）             

   ・名古屋ウィメンズマラソン・ボランティア ・・・ 3月 15日（日）       

□鯱城かわら版発行（各区への配布予定日） 

   ・1号―7月 1日（月）、 2号―10月 7日（月）、  

・3号― 12月 2日（月）、 4号―3月 2日（月）  
 

□33期生の鯱城会入会関連 

   ・区会説明会 ・・・・・・ 1月 24日（金）  

   ・入会促進ＰＲ ・・・・・ 2月 7日（金）、12日（水）        

   ・入会申込み ・・・・・・  2月 14日（金）、19日（水）  
 

上記日程が変更の場合は、速やかに代議員から各区鯱城会にご連絡します。 

     


