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令和元年度
＜鯱城会方針＞

鯱城会方針および事業計画

令和元年度
事業計画

鯱城会スローガン

１．スローガン 「明るく！ 楽しく！ 元気よく！」
鯱城会すべての会員の皆様がこのスローガンを心に抱き、支え合い、助け合い、
前を向いて会務を遂行すれば、さらに醸成された鯱城会に進化し、繁栄する
と確信しています。
２．キーワード

新生鯱城会として出発した昨年とほぼ同じキーワードです。

（１）鯱城会は 16 の区会に属する会員の組織です。
（２）鯱城会は 16 の区会を中心として動きます。
（３）鯱城会は 16 の区会がもっともっと話し合い、周知を集めます。
（４）鯱城会は 16 の区会の総意をもって、すべての活動を進めます。

＜鯱城会 主な事業計画＞
全て 16 の区会の総意（意思）により、会員が主体となって推進し、会員自らが
楽しめる事業を目指します。
（１）事業 ① 第 18 回 鯱城会 グラウンドゴルフ交歓会（9 月 25 日予定）
② 第 38 回 鯱城会 公開講演会（10 月 24 日予定）☆10 月 22 日から変更
③ 第 2 回 鯱城会 16 区フェスティバル（11 月 20 日予定）
④ 第 10 回 鯱城会ＯＢ文化祭（3 月 10 日予定）
⑤ 鶴舞公園クリーンキャンペーン（10 月 5 日予定）
⑥ 堀川清掃大作戦（11 月 2 日予定）
⑦ ウイメンズマラソン（3 月 8 日予定）
⑧ 心の絆創膏（9 月・3 月予定 日付は未確定）
（２）鯱城かわら版の発行（7 月・10 月・12 月・3 月予定）
（３）鯱城会ホームページの活用促進（通年）
（４）図書ボランティア・学園サポーター活動（通年）
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日に新たな活動を続ける限り青春は永遠です！！

鯱城会会長

飯田 恭久

この度、鯱城会会長を拝命しました、飯田恭久です。
令和に改元され、日本中が慶びに浸る中、新しい時代の幕開けとな
りました。
鯱城会におきましても、2 年目を迎える新生鯱城会として意味深い
ものを感じざるを得ません。
堅苦しい挨拶文になりますが、この機会に、現在の鯱城会の在り様
についてお話をさせてください。
昨年、幹事で組織された委員会制度・役員会制度を廃止しました。
行事を遂行するか否かを判断する議決権は 16 名の代議員（各区鯱城会会長）に集約しました。
即ち、鯱城会は 16 の各区会の組織であり、2,991 名の会員全員の組織となったわけです。
昨年鯱城会という池に投じられた一石の波紋をさらに良い方向に拡げるため、本年は 16
区の区会会員お一人お一人が期を越えて、心を開き、話し合い、支えあい、ご自身が属する
区会を醸成させることが極めて大切であると感じます。
多くの区会が転換期を迎え、区会の在り様を見つめ直しているお話も聞こえてきます。
16 区の区会会長には全員参加型の運営を心から期待いたします。
私も極力機会を作って 16 の区会の会員の皆様と話しあったり、歌会を企画していただけ
れば喜んでお伺いし、共に歌ったりして、交流を深めたいと思っています。
どうか、この 1 年、皆様のご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

名古屋市高年大学鯱城学園地域活動指導員
鯱城会顧問
大谷 健二

「はじめまして」

本年４月から鈴木前地域活動指導員の後任を勤めます大谷です。
どうぞよろしくお願いします。私は、地域活動指導員のほかに環境
学科も担当しておりますので、何かと行き届かない点もあるかと思い
ますが、お許しいただきたいと思います。
さて、先日 32 期生の鯱城会入会者数をお聞きしましたところ、入
会率は約 35％ということでした。これは 5 年前と比較いたしますと、
約半分の入会率となっております。年々入会率が低下している理由は
いろいろあると思われますが、より多くの方に鯱城会の趣旨と活動を
理解していただくことが、まずは重要と思われます。学園といたしましても、あらゆる機
会を通して、より一層の広報活動に努めてまいりたいと存じます。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
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2019 年度の出発にあたって
名古屋市高年大学鯱城学園
副学長
森 文代
新しい体制の 2 年目となり、持続可能な鯱城会をめざして果敢に
挑戦を続けるみなさまの心意気とご努力に、心から敬意を表します。
価値観が多様化する中で、「みんなで一緒にやっていく」というの
はなかなか大変なことですが、時代の変化に柔らかく対応するみな
さまを拝見していると何だか勇気が湧いてきます。
何よりも、自由に考えて発言ができること、そして時には激しく意見を戦わせながらも
楽しく運営していらっしゃることなど、鯱城会の活動はさまざまな点で私たちの目標とな
っています。
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いきます。
今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

鯱城会のみなさまに期待すること
鯱城会のみなさまに期待すること
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会
会長
河内 尚明
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、今年は元号が「平成」から「令和」に変わり、鯱城学園では「令和」最初の学生
となる第 34 期の新入生を無事迎え入れることができました。
今回は、昨年度の応募者数を上回る多くの方にお申し込みをいただき、昨年度以上の多
くの学生にご入学いただくことができました。
しかし、依然として定員割れが続いている状況ですので、この状況をしっかりと分析し、
もっと多くの方に関心を持っていただけるような魅力あふれる学園を作っていかなければ
いけないと考えております。
鯱城会の皆様には、学生として学園で学んだ立場と卒業生としての立場の両面から忌憚
のないご助言をいただき、ぜひ魅力溢れる学園となるようご協力をいただきたいと思って
おります。
また、鯱城会の皆様の様々な地域活動の実践は、学生の手本となり、学園の目指す姿で
もありますので、引き続き、学園生活で学んだことを社会に還元いただきますようお願い
申し上げます。
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令和元年

学生会活動

学生会会長

石井

浩二

鯱城会の皆様、学生会会長 33 期生の石井浩二です。
日頃は学生会活動にご支援とご助言を賜り、心から御礼申し上げます。
名古屋市は都市イメージ調査において「最も魅力に欠ける街」となって
いますが、ここ伏見界隈では、魅力的で楽し気な会話や歌声があふれて
います。先輩方や学園関係者の並々ならぬご努力の結果と深く感謝いた
しております。
本年度学生会においては、伝統を継承しながらも、専攻クラスの増減や少人数クラス、諸事
情を抱えた人たちの負担軽減、及び怪我への対応を考えています。
体育祭では、一体感と親睦を育むとの期待から、全員参加による演舞を提案しました。
文化祭は、クラスやクラブにおける連帯感の高揚につながり、培った成果は、施設訪問や外
部展示会へ発展します。一般市民も楽しまれており、リハーサルを増やし、展示会場の増設、
休憩所の確保も考慮しています。
クラブ活動では、少人数クラブに増員傾向が見られ、一方クラブ間の交流も考えています。
学園ホームページ等を通じ、学園行事及びボランティア活動を積極的に広報していきます。
このように、学園の変化も見据えながら活動してまいりますので、今後ともご理解とご指
導方よろしくお願い申し上げます。
学園生活、楽しい行事がいっぱいです。

学園だより「今年度の入学者の状況」

名古屋市高年大学鯱城学園
事務長 太田 昌宏

近年の入学者数の減少を受け、昨年度当初から、高齢福祉課、市社協、学園の三者で学生
確保策の検討を続けてきました。その結果、名古屋市が規則改正を行い、専攻の定員に満たな
い場合、その満たない人数を他の専攻の定員を超えて入学させることができるようになりま
した。それにより、今回の学生募集では、昨年度と比べ出願者数は 29 名の増加に過ぎません
でしたが、入学者数は 60 名の増加でした。さらに、昨年度は最後まで 45 名の方が待機状態
でしたが、今回は最終的に待機されている方はなくなりました。
、,
今年から始めたキャンパスツアー形式のオープンキャンパスも大好評で、好結果に繋がっ
た一因と考えています。
今後とも安定した学生確保ができるよう、学園といたしましても講座内容等、より一層の
改善に取り組んでまいります。鯱城会の皆様におかれましても、今までにも増してご理解ご
協力いただきますよう改めてお願い申し上げます。
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令和元年度

各区鯱城会 会長 “思い” を語る

千種区 花水木鯱城会 会長

①：30・福祉
②：健康

東鯱城会 会長

二宮 敏夫

①：期・クラス
②：クラブ

「ＮＡＧＯＹＡ」の気持ちで！！

今年度は 18 名（32 期 17 名、29 期 1 名）の新会員を迎え、290 名で新体
制がスタートしました。
運営委員会（5 委員会）と地域会（7 地域会）、そして同好会（14 クラブ）
がお互いに連携して「ＮＡＧＯＹＡ」の気持ちで、1 年間心がけていきたい
と思います。
（Ｎ:仲良く、Ａ:明るく、Ｇ:元気よく、Ｏ:お互いに、Ｙ:寄り
添って、Ａ:歩もう）
本年は創立 30 周年を迎えます。設置した委員会を中心に準備を進めて参
ります。皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。

木村 繁英

こんな取り組みをします！

昨年度、26 名も大きく減少した会員数も、本年度は幸いにも新会員(32 期
生)が 10 名加入頂き、微減で収まりました。しかしながら、減少傾向に変わ
りなく、いろいろな対策が求められますが、行事に会員の方が≪先ずは参加
頂く≫ことを原点に捉え、興味が持て、魅力あるお知らせや内容を心掛けた
いと考えます。
さしむき、参加率が 40％を超えた「16 区フェスティバル」が本年度復活開
催されることから“是非、参加してみたい！”と思えるような勧誘法やお知ら
せをして、たくさんの方の参加を頂くことを目指します。

北鯱城会 会長

寺辻 敏夫

①：30・国際
②：太極拳

西こじょう会 会長

①：30・地域
②：パソコン

各年齢層の気質変化に対応できる会の運営を目指す

北鯱城会も約 30 年が経過します。会員の方の年齢構成もずいぶん変わり
気質も相当な変化があったと思います。
今年度 15 名の新入会員を迎えました。それぞれの年齢で北鯱城会に何を
期待されているか、また日々の生活の中で北鯱城会がどんな役割を担って
いるか真剣に考えたいと思います。
会員同士の絆ともいえる会報誌の充実も大事な事と思います。胸弾むイ
ベントも、また教養の一端を担う講演会等、精神的な安堵感を味わえるよ
うな会の運営を目指します。

西こじょうの和と輪！

細川 芳則

西こじょう会は、新会員 9 名を迎え、総勢 162 名でスタートしました。
本年度は「皆で手を繋ごう、西こじょうの和と輪」をスローガンとし、
活動して参りたいと思います。
皆さんと新規加入の促進・学区の交流会の活性化・同好会と社会参加支
援に取り組んでいきたいと考えます。
かけ声だけでは、組織は活性化せず疲弊します。大いに対話して行動に
移せば良い結果が生まれると考えられます。お互いに、地域縁の仲間の繋
がりを大切に、思いやりを持って、楽しく交流し「生き生きと歳を重ねな
がら」社会参加をしていきたいものです。
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①：30・地域
②：ハイキングﾞ

中村鯱城会 会長

椎野 幸和

令和のかどでに

中村鯱城会会長に就任しました 29 期の椎野幸和です。
さて、 中村鯱城会は、新入会員 10 名を迎え、会員数 148 名で スタート
です。
さあ、令和元年です。心も新たに会員の皆様が入会して良かったと思う
鯱城会を作っていきたいと思います。そのためには、会員相互がより密接
に結び付き、各行事に参加して良かったと思う鯱城会を作るため、24 の学
区活動と各同好会の活性化を図っていきます。
明るく、楽しく、仲の良い鯱城会を目指し頑張りますので宜しくお願い
します。

中鯱城会 会長

①：30・園芸
②：パソコン

昭和鯱城会 会長

伊藤 守和

会員同志の繋がり、笑顔を大切に
！！
会員同志の繋がり、笑顔を大切に

昨年度は、あっという間に１年間が終わってしまい、2 期目の中鯱城
会会長を務めることになりました。今年度の運営目標は
〇新規会員の増員
〇会員の繋がりを大切に、皆が笑顔で行事に参加できる会に
〇鯱城会ホームページの閲覧活用
会員の皆様が中鯱城会催事に笑顔で参加できるよう参加率を上げ、
総勢 100 名の会員の皆さんと相談しながら、自身の心も新たにして、
身を引き締めて今年 1 年間一緒に頑張っていきます。

眞野

晃

「スマートに明るく・楽しく・元気よく」

私は既に後期高齢者になっているにもかかわらず、昭和鯱城会会長と
いう大役に選任されて身の引き締まる思いで毎日を過ごしております。
昭和鯱城会も再来年には設立 30 周年を迎えますので、他の区の鯱城会同
様に 30 周年記念祝賀会が開けるように、今年度から準備してまいりたい
と考えております。鯱城学園卒業生としての矜持と意気込みで、令和とい
う新年号に因んで「スマートに明るく・楽しく・元気よく」会員のみなさ
まが参加しやすい鯱城会にしていきたいと考えております。ご協力とご
支援をお願いいたします。

瑞穂鯱城会 会長

①：30・環境
②：重要文化財

①：29・国際
②：フォークＳ

内山 郁夫

皆が元気に！

①：30・国際
②：国際文化

楽しく参加できる瑞穂鯱城会！

平成 2 年 27 名の会員で発足し、来年 30 周年を迎える瑞穂鯱城会は 208
名の規模になりました。しかし区会入会率の減少から、今年度総会で役員
2 年制度の現行会則を「卒業 3 年目を核に卒業 5 年次までの会員から役員
を選出する」ことに改正しました。
また 今年度は、 「皆が元気に！ 楽しく参加できる瑞穂鯱城会！」を
モットーに、13 同好会への入会促進、区会を通して交流の「輪」と「場」
を広げ、会員また地域の皆さまの「健康増進」
、
「憩いの場」になる事業を
展開したいと思います。

７

熱田鯱城会 会長

①：30・国際
②：旅行

寺田美代子

区の魅力を再発見し、ここちいい会を目指します

熱田鯱城会は、令和元年の今年、30 周年の記念すべき年を迎えます。
平成最後の「鯱城」88 号の表紙に、熱田神宮の「こころの小径」が吉
田静雄さんによって描かれました。区民でさえ知らぬ人が多い神官の神
話や蓬莱伝説、小径を清楚で特別に厳かな空気が漂う神域、古（いにし
え）に思いを馳せる素敵な場所と・・・詳解され感激いたしました。
‘温故知新’区内の魅力（文化・歴史）を再発見し、種々な地域活動
に積極的に参加して、会員相互のつながりを深め、生きがいを体感し、
元気で明るい「ここちいい」私たちの熱田鯱城会を目指します。

中川鯱城会 会長

服部 春孝

中川鯱城会は「寛容の精神」の元に

元号が平成から令和に変わり、新しい時代は激動の時代の予感がし
ます。この時期に引き続き中川鯱城会会長を引き受ける事になり、身の
引き締まる思いでおります。
寛容の精神の元に、柔軟な発想をし、1 人、1 人、の会員が出会いと
助け合いをモットーに、元気になれる良い流れを作って行きたいと思い
ますので、多くの皆様のお力をお借りし、交流を深めていきたいと思い
ます。

港鯱城会 会長

①：29・美術
②：水墨画

市川

達

①：29・福祉
②：国際文化

ボランティア活動も幅広く、楽しいですよ

新しい体験を求めて鯱城学園に入学された方も、卒業時には二年間の
延長で、クラス・クラブのＯＢ会に参加されますが、各区にある鯱城会
への入会は躊躇される方が多いのが現状です。
鯱城学園におけるボランティア体験は、鶴舞公園、藤前干潟、堀川な
どがあり、ボランティア活動 ＝ 掃除と受け取られているように思われ
ます。区鯱城会においては、その他にも老人施設訪門や、各種イベント
への参画等幅広い活動を行っております。
是非、学生の皆様には、こういう活動を体験できる機会を設けていた
だければと思います。

南区 こなみ会 会長

大田 雅巳

こなみ会会員の楽しみの選択肢を増やすこと

昨年から、新入会員の入会率向上を目指すなら、現会員が楽しいと思
う会にしないとダメだと考え、それまでの 5 つのクラブ・同好会から一
気に 3 つのクラブ・同好会を増やし、会員の楽しみの機会が増えてきた
と感じています。
今年は仕上げの年で、あと 2 つ（ゴルフ、料理）のクラブ・同好会を
増やすことにしており、その日程も決まりました。頑張った甲斐があり、
会員同士で対話の機会が増えて来ているように思います。
定例会が終わった後も会員同士でお茶等を楽しむ人も増え、活性化さ
れて来たなと感じています。

８

①：29・福祉
②：囲碁

守山鯱城会 会長

酒井 淳二

気楽に、楽しく、無理をせず

守山鯱城会には 7 つの地域会、10 の同好会があります。4 月より新た
に「さくら鳴子会」が発足して同好会が１つ増えました。
守山鯱城会としての社会見学やボランティア活動等、地域会独自の活
動、各同好会活動に対して会員の皆様が、気楽に、楽しく、無理をせず、
参加いただけるよう、先ずは中・長期の行事予定の作成配布等の広報活
動を充実させていきたい、と考えています。

緑鯱城会 会長

近藤 比呂史

①：30・地域
②：社会研究

魅力ある楽しい緑鯱城会をめざして

会員の皆さんからの助言にはしっかりと耳を傾け、良きことは継続し、
変えるべきことは変え、役員・運営委員の仲間と共に協力しながら事に
あたって行きたいと考えています。

①：30・地域
②：健康Ｗ

名東鯱友会 会長

先ずは趣味の作品展、総会・アトラクションのイベントにはベストを
尽くしたいと思っております。既存 13 の同好会の持つ魅力に更に磨きを
かけながら、新しい同好会を加えることでその活性化を、また、当区会
独自の同期生組織である期別委員会の魅力ある企画・実施を通じて、当
会員の活気に繋げたい。このようにして、
「魅力ある楽しい緑鯱城会」を
めざしたいと思っております。

三輪 治敬

合言葉：「皆が参加、皆で楽しむ鯱友会」

平成元年に誕生した名東鯱友会は、昨年設立 30 周年の節目を迎えまし
た。今年度は元号も改まり、新しい気持ちで立ち向かう絶好の年と捉え、
区会の原点に立ち返り「会員の多くが参加できる楽しい行事を企画・推進
したい」、「一部役員にかかる重荷を軽くし、多くの会員で助け合いたい」
といった、いたってプリミティブな発想をそのまま言葉にし、行動に移し
ていく所存です。
既に 3 つの新しいプロジェクトが立ち上がりました。
この 1 年間、みなさまのご協力をよろしくお願いします。

天白こじょう会 会長

①：30・国際
②：社会研究

①：30・地域
②：オカリナ

協力し合う天白こじょう会

杉山 元浩

ず
天白こじょう会の目的の基本は、会員の仲間づくり、健康づくり、楽し
みづくり、にあると考えます。もちろん地域のために、何か役に立ちたい
というボランティアの気持ちも大切です。
活動としては、新しい企画や計画を積極的に打ち出すよりも、今あるも
のを丁寧に実施し、中味の濃いものにすることに重点を置きたいと考えて
います。その方が、活動に携わる人に過大な負担をかけず、結果として、
会員の満足度も増すのではないかと思います。
そのためには、良好な人間関係の中で、先輩のアドバイスを得ながら、
同輩、後輩とも協議、相談を重ね、アイディアを出し合い、協力し合うこ
とが必要で、この点に努力していきたいと思います。

９

令和元年度 鯱城会幹事一覧
Ｇ

幹事長
幹 事

区

氏名

（☆：副幹事長 兼 グループリーダー）

期・学科

クラブ

Ｇ

区

氏名

期・学科

クラブ

中村

飯田 恭久

30・国際

フォークＳ

総

緑

☆平田 秀

30・文化

郷土史

総

昭和

細野 博行

31・地域

重要文化財

務

千種

伊藤 陽子

29・陶芸

パソコン

務

港

高羽 清美

30・福祉

フォークＳ

Ｇ

千種

高橋 満里

30・環境

郷土史

Ｇ

南

安藤 菊代

31・健康

フォークＳ

中村

持田 悦憲

31・国際

旅行

守山

谷口 賢三

32・生活

重要文化財

中

橋本 律子

30・地域

ハイキング

緑

山下 富和

31・園芸

国際文化

事

北

☆水谷 剛

30・国際

英会話

事

熱田

磯部 真弓

30・美術

やさしい短歌

業

東

寺園 敏幸

32・環境

国際文化

業

中川

山下紀代子

31・美術

天文気象

Ｇ

西

大海 之子

30・生活

囲碁

Ｇ

名東

北村 滋規

31・環境

重要文化財

瑞穂

松井 正幸

31・福祉

囲碁

天白

水本

30・国際

フォークＳ

進

≪総務グループ・事業グループからひとこと≫
幹事会は、各区から選出された 18 名で構成されています。
内訳は総務グループが 10 名、事業グループが 8 名です。

総務グループ
本年度は、昨年度に方向づけされた活動方針のもと、決定された計画を確実に実行す
るとともに、継続検討中の課題を一つ一つ明確化して、各区会の皆様の声を十分に聞き、
丁寧に議論しながら，総務グループの会務を遂行してまいります。
＜会務内容＞
①総務関連 ②会計関連
③広報関連（ホームページ・鯱城かわら版）
④鯱城会 16 区フェスティバル

事業グループ
本年度の活動方針は、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
れる鯱城会をめざし、活動してまいります。
グラウンドゴルフ・公開講演会・ＯＢ文化祭並びに社会奉仕活動を通じ、全会員が、明
るく、楽しく、元気よく過ごせますよう、お手伝いをしたいと思います。
＜事業＞
①第18回 鯱城会グラウンドゴルフ交歓会
②第38回 鯱城会公開講演会
③第10回 鯱城会OB文化祭
④社会奉仕活動（鶴舞・堀川・ウイメンズなど）
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令和元年度 各区鯱城会作品展開催予定
各区鯱城会が主催または参加している令和元年度の作品展の予定です。
詳細はホームページ、また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。
区鯱城会名

作品展日程（開催順）

会

場

作品展名

名東鯱友会

5 月 17 日（金）～19 日（日）

名東区役所講堂 2F

第 24 回「総合美術展」

東鯱城会

9 月 26 日（木）～29 日（日）

名古屋市市政資料館 2F

第 15 回「ふれあい作品展」

中鯱城会

9 月 26 日（木）～29 日（日）

名古屋市市政資料館 2F

第 13 回「趣味の作品展」

天白こじょう会

9 月 28 日（土）～29 日（日）

天白生涯学習ｾﾝﾀｰ 2F

第 18 回「趣味の作品展」

熱田鯱城会

10 月 5 日（土）～6 日（日）

熱田生涯学習ｾﾝﾀｰ

第 15 回「趣味の作品展」

南こなみ会

10 月 16 日（水）～17 日（木）

南区役所講堂 2F

第 19 回「趣味の作品展」

瑞穂鯱城会

10 月 16 日（水）～20 日（日）

名古屋市博物館 3F

第 24 回「趣味の作品展」

花水木鯱城会

10 月 16 日（水）～20 日（日）

愛知県芸術文化ｾﾝﾀｰ 12F

第 16 回「趣味の作品展」

西こじょう会

10 月 18 日（金）～20 日（日）

西生涯学習ｾﾝﾀｰ 2F

第 16 回「総合作品展」

昭和鯱城会 ☆１

10 圧 21 日（月）～24 日（木）

昭和区役所 6F

第 17 回「趣味の作品展」

緑鯱城会

10 月 26 日（土）～27 日（日）

緑区役所講堂

第 24 回「趣味の作品展」

北鯱城会

11 月 6 日（水）～10 日（日）

名古屋市民ｷﾞｬﾗﾘｰ矢田

第 24 回「趣味の作品展」

守山鯱城会

11 月 6 日（水）～10 日（日）

名古屋市民ｷﾞｬﾗﾘｰ矢田

第 17 回「趣味の作品展」

中村鯱城会

11 月 7 日（木）～10 日（日）

地下鉄本陣駅構内ｷﾞｬﾗﾘｰ

第 16 回「作品展」

港鯱城会

12 月 6 日（金）～8 日（日）

名古屋市ﾎﾟｰﾄﾋﾞﾙ 2F

第 17 回「趣味の作品展」

中川鯱城会 ☆2

未定

未定

第 17 回「作品展」

☆１ 昭和鯱城会 21 日（月）
：13:00～

22 日（火）
：休館（祭日）

☆２ 中川鯱城会は、今年度の開催予定日に参議院選挙が行われることになり、開催日、開催場所ともに
未定の状態です。現在、別会場を探している状況です。

上の写真は、5 月に開催された
名東鯱友会の作品展の様子です。
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令和元年度

各区鯱城会会員数

（16 区合計

名古屋市の木
「くすのき」

2,991 人）

守山区

北区
西区
162 人

中村区
148 人

中川区
242 人

235 人

210 人

東区
千種区

88 人

中区
100 人

名東区

290 人

263 人

昭和区
174 人

熱田区

瑞穂区

92 人

208 人

天白区
228 人

港区
76 人

南区
164 人

緑区
311 人

名古屋市の花「ゆり」

編集後記
令和最初のかわら版は、新幹事最初の取組みとあって、前年度担当幹事の力を借りながらの
編集作業でしたが、何とか期日に間に合わせて発刊することができました。
昨年度「鯱城かわら版」と名称を変更、内容面ではページ数の大幅削減、発行回数の倍増、
インターネット印刷への移行等大きな改革が行われました。
今年度はこの路線を継承し、その中で紙面の充実に取り組んでいく所存です。
編集作業を行う際に感じたことは、思った以上にパソコンのテクニックを駆使しているこ
とでした。今後、編集作業や勉強会等を通じて、少しずつ編集テクニックを身に付け、早く新
幹事だけで編集に取り組んでいけるようになりたいものです。
今回お届けした令和第 1 号かわら版について、会員のみなさまの忌憚のないご意見を賜り
たく、また、紙面充実に向けてご協力の程よろしくお願い申し上げます。
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