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鯱城会会⾧ 細野博行 
 

４月に会⾧に就任しましたが、コロナ禍に巻き込まれ施設使用

やイベントの禁止もあり 6 月までは活動ができませんでした。こ

の７月に入り、やっと会が動き出しました。会の運営ではコロナ

対策や学園の入学者数の減少や入会率の減など課題は多くありま

す。4 月からの新しい代議員（区会会⾧）ならびに幹事も選出さ

れました。このような状況ですが新しいやり方を模索しながら、

一丸となって会の目的実現に向かっていきましょう。 

① 会員相互の親睦をはかり、教養を高める 

② 地域社会の貢献としてボランティア活動の実践 

③ 学園の発展に寄与する 

しかし各行事は実施も不透明ですので、親睦の機会は少なくなるようで残念です。今年は

できる限りボランティア活動をしっかり行い、会の存在感を確保してゆきたいです。会員の

皆様には健康に留意して、活動に参加下さいますようお願いします。 
 

鯱城学園 新副学⾧ プロフィール 

南谷定昭（なんやさだあき）と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

名古屋市役所に３８年間（主に福祉・保健行政に従事）在職しま

した。その後、特別養護老人ホームの施設⾧として３年間勤務。貴

重な経験をさせていただきました。令和２年４月から鯱城学園副学

⾧の職を預かることになりました。名古屋生まれの名古屋育ち。中

日ドラゴンズ、名古屋グランパスを応援しています。 

趣味は読書。中学時代に読んだエラリークイーンの「Ｘの悲劇」

に魅了されて以来ミステリー小説を愛読しています。東野圭吾、中

山七里の作品が好きです。鯱城会の皆様にはこれまで同様、学園の運営に格別のご協力をい

ただきますよう心よりお願い申し上げます。   
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この難局を乗り越えて行きましょう!! 

 千種区 花水木鯱城会 会⾧ 二宮 敏夫 （30 福祉 健康） 
昨年度の会⾧に引き続き、今年度は社会奉仕委員⾧も兼ねることになりまし

た。18 名（33 期 13 名、32 期 5 名）の新会員を迎え、283 名の体制でスタート

しました。コロナウィルスの問題で、総会や 30 周年記念式典、バスツアーなど

主要なイベントが吹っ飛び、すべての活動を中止していますが、活動再開に向

けて運営委員会（5 委員会）と地域会（7 地域会）そして同好会（14 クラブ）が

お互いに連携してこの難局を乗り越えて行きたいと思います。会員の皆様方の

ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

「みんなで楽しく、楽しむ」 

東区  東鯱城会 会⾧ 寺園 敏幸（32 環境 国際文化） 
年々会員数が減少する中ですが、会員 79 名（新規加入 3 名含む）で進めて

まいります。本年度は、世界、日本全国でコロナウイルスが猛威を振る中、従

来の会合、イベントも現在まではやむなく中止している現状です。今後活動が

再開された時は、会員一人一人が楽しく参加の下、皆で語らい、楽しむ。また

、会員相互の親睦と交流を大切に各種行事に取り組んで参ります。今後とも皆

様のご協力宜しくお願いします。 

 

お年寄りにやさしい町「北区」を目指す 

北区  北鯱城会 会⾧ 藤谷 修一（31 福祉 重要文化財） 
新型コロナウイルスが年度初めから影響しスタートから苦労が続きます。さら

に３１名の会員減少があり、財政悪化に拍車がかかっています。課題は財政難と

高齢化により亡くなる方（昨年度７名）の増加です。今年度の重点目標は、財政

立て直しと高齢化会員の健康調査と見守り（特に一人暮らしの方）活動とします。

なにはともあれ感染の終息を祈るだけです。 

 

コロナ禍で考える行動と楽しい活動を！ 

西区 西こじょう会 会⾧ 細川 芳則（30 地域 ハイキング）                  
４月に創立３０周年記念が開催が出来ず残念でした。しかし会員皆様のご協

力で記念誌・記念品の贈呈が出来たことは良かったと思いました。今年度は先

行き不透明のため慎重にならざるを得ないでしょう。「新しい生活様式」による

考える行動が問われると思います。会の運営には一人一人が傍観者にならず、

何らかの形で参画しお互いを支えあう事だと思います。まず各種行事に出席し

ましょう。出席すれば内容が理解でき必ず楽しくなります。同好会は思考が同

じのため入会すればもっと楽しみがあります。気楽に、楽しく活動しましょう。 
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充実した１年を目指して！ 

中村区 中村鯱城会 会⾧ 星野 憲次（30 国際 ハイキング） 
今年度は会員数１３１名でスタートです。コロナ問題等いろいろな課題での

スタートとなりました。こんな時こそ皆さんの力で助け合いながら、亡き飯田

会⾧が提唱されていた「明るく！楽しく！元気よく！」をスローガンにし、皆

様の協力により会の規模に合った活動を通じて「魅力ある楽しい鯱城会」を目

指します。 

 

会員同士の繋がりを大切に！ 

中区  中鯱城会 会⾧ 岩瀬 富美子（32 地域 水彩画） 
二年間の鯱城学園では楽しく思い出深い学園生活でした。卒業と同時に鯱城

会に加入していろいろなボランティア活動や交流会に参加、楽しく充実した地

域活動でした。先輩方が築いてこられた「一部役員にかかる重荷を軽くし、み

んなで助け合い全員が話題を共有できる会」の実績を大切に、いろいろな地域

活動に会員の皆様が笑顔で楽しく一人でも多くの参加を願っています。ご支援

ご協力よろしくお願いします。 

 

３０周年に向けて、活動しよう 

昭和区 昭和鯱城会 会⾧ 小川 賢雄（31 陶芸 歩いて知ろう） 
コロナウイルス禍で 4 月 15 日の総会も実施出来ず、会員の賛否投票で決定し

た次第です。定例会・行事等の公共施設等も使用禁止となり、4 月～6 月の主催

行事は中止する事と致しました。その後の対応・処置について一層の検討が必要

で、頭を悩ませるところです。今後のコロナ禍はその動向が予測出来ないですが、

スムーズに参加出来る様に情報連絡と適切な対応を実施する事が必要だと痛切

に感じています。来年は 30 周年記念であり、実行委員会を立ち上げ最大限の努

力をして参りたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

健康で、楽しく、そして⾧く活動に参加する 

瑞穂区 瑞穂鯱城会 会⾧ 松井 正幸（31 福祉 囲碁） 
令和 2 年度のスタートは地球規模の混乱の中で幕開けしました。会では会員

の入会率の減少を食い止めるための努力をしていきますが、高齢化と入会率低下

による会員数の減少はもうさけて通れません。会員の人的負担の軽減を図るため

今年から年会費の振込制度導入と資料配布の外部委託を実現します。また 30 周

年記念式典の記念品（食料品）は式典中止のため 3 カ所の子ども食堂に寄付させ

て頂きました。 

人生 100 年時代を健康で、楽しく、そして⾧く活動に参加します。  
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支え合う思いやりのある熱田鯱城会 

熱田区 熱田鯱城会 会⾧ 九澤 康雄（31 陶芸 英会話） 
昨年に３０周年の節目を迎えました。記念祝賀会は大いに盛り上がり、

楽しい時間を過ごすことができました。令和２年度は３名の新会員を迎え

９０名体制でスタートします。熱田区の学生は少ないうえ、入会率も減少

しており厳しさを感じています。熱田鯱城会は自分自身が楽しむことがモ

ットーです。同好会や懇親会を楽しみ、ボランティア活動を通じて地域貢

献にも積極的に参加します。先輩のアドバイスとフォローの下、会員皆で

協力して支え合う思いやりのある熱田鯱城会を目指します。 

 

「かがやけ地域力」 

中川区 中川鯱城会 会⾧ 荒川 眞喜子（31 文化 国際文化） 

 名古屋の中西部に位置する土地柄、至ってのんびりとした気質が今でも残っ

ています。今年は創立 30 周年を迎え節目の年となります。私たちの経験を生か

した地域密着型コミュニティ社会の構築の一助としたいと思います。作品展も

10 月 31 日・11 月 1 日と決まっており地域に溶け込んだイベントとしたいと思

っております。会員の皆様が楽しく、生きがいの一つとなる思い出作りが出来

るような会を、目指して日々努力したいと思います。 

 

「健康第一」を大切に 

港区  港鯱城会 会⾧ 佐藤 諄二（29 園芸 天文気象） 
今年度８名の新会員を迎え、退会者を除いて昨年と同様に７６名でスター

トしました。私も、会⾧の任を受けましたが、予期しない新型コロナウイル

ス「緊急事態宣言」で総会・懇親会等中止になり、新会員との交流もなくな

りました。解除になっても”特効薬、ワクチン”が開発されない限り、今までの

「日常生活」に戻ることは難しくなりますが、まずはこの 1 年間、状況をみ

ながら「健康第一」で無理のないように、活動を進めたいと思います。 

 

『南鯱城会(こなみ会)をもっと楽しもう』 

南区 こなみ会 会⾧ 伊藤 敏春 （31 国際 歴史愛好） 
南鯱城会(こなみ会)に入会して、早くも２年過ぎました。その間、南鯱城会(こ

なみ会)の行事やボランティア活動に積極的に参加してきました。そのおかげで

沢山の仲間と出会い、それぞれの活動を通して、楽しむことができました。今年

度は３３期生８名の新人会員を迎え、総勢１５７名の会員でスタートします。

『南鯱城会(こなみ会)をもっと楽しもう』を合言葉に会の活動を進めていきた

いと思います。よろしくお願い致します。 
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全員参加型の運営をめざして 

守山区 守山鯱城会 会⾧ 石橋 正幸（31 地域 郷土史） 
 平成 2 年に 27 名で誕生した守山鯱城会は、今年創立 30 周年を迎えます。 

コロナ禍により第一四半期の全活動計画は吹っ飛びましたが、新しい気持ちで

立ち向かう絶好の年と捉え、原点に立ち返り区会の在り様を見つめ直したいと

思います。会の活性化には、「楽しむ」（受動的）のではなく「面白がる」（能動

的）ことが必要です。一人ひとりが持つ力を存分に発揮できる全員参加型の運

営を目指したいと考えています。何はともあれ今年は、ウイルスとも共存、共

生できる活動のかたちをみつけることに注力したいと思います。 

 

在校生と区会の交流（PR）強化 

緑区  緑鯱城会 会⾧ 高野 孝（31 国際 水彩画） 
今年１６名の新入会者を迎え、総勢３０１名となりましたが、毎年の会員減

少に歯止めがかかりません。これは、１６区会共通の懸案事項だと思います。

提案ですが、在校生に①クラスの絆②クラブの絆③地域の絆を感じて頂ける

企画を提供し、地域（区会）の活動に魅力、興味を持って頂くことです。年２

回、共通講座の一貫として、地域（区会）講座を設けて頂き 区会のボラ活動、

行事（旅行・見学会等）、イベント（ウオーキング、バーべキュー等）の参加

を募り、楽しく区会と交流して頂く事が大事だと考えます。 

 

 「ゆるやかにワンチーム」 

名東区  名東鯱友会 会⾧ 冨田 修（31 陶芸 古文書） 
 外出自粛など不自由を強いられている毎日の中では、人とのつながりが実感

できないと不安な気持ちになりがちです。知っている人がいる、ときどき顔を

合わせ話をする人がいる、道で出会えばお互い挨拶をする、そんなゆるやかな

つながりでも、私たち高齢者には大事なものです。会の行事に参加するときは、

できる範囲でひとつでも運営にかかわってほしい。そうすることによって人と

つながろう。私たちは呼びかけます。「ゆるやかにワンチーム」。 

 

アットホームな会であり続けたい 

天白区 天白こじょう会 会⾧ 福永 時継（31 地域 歩いて知ろう）  
今年度設立 30 周年を迎えます。節目の年なのに、新型コロナウイルスのおか

げで動きが制限されています。趣味の作品展も開催を取りやめました。第 2 波、

第 3 波が心配されますが、新しい生活様式、新しい活動様式を求め、会員一同、

健康と安全を最優先して知恵を出し合っていきたいと思います。会の基本方針

は、仲間づくり、健康づくり、楽しみづくりです。日々の活動の中身を濃くし

て、もっともっと居心地の良い会を目指します。 
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※新規入会者は１４１名あるも、退会者が３４６名と会員数は△２００名 

以上の減少となった。 

　　（総務グループ） 　　（事業グループ）
副幹事長 副幹事長

守山 谷口　賢三 32生活 重要文化財 名東 北村　滋規 31環境 重要文化財

社会奉仕活動担当

緑 山下　富和 31園芸 国際文化

千種 高橋  満里 30環境 郷土史 東 　泉　　　雄 33陶芸 ハイキング

千種 飯田　蓮子 30陶芸 万葉散歩 西 大海　之子 30生活 囲碁

北 間部みち子 32美術 たのしい短歌 昭和 山崎　浩一 32文化 コーラス

中村 内山　幸夫 31地域 社会研究 熱田 伊藤　　明 32環境 社会研究

中 橋本　律子 30地域 ハイキング 港 原　容子  32環境      重要文化財

瑞穂 星野　 　旭 32国際 歩いて知ろう 南 安藤　菊代 31健康 フォークS

中川 飯田　光彦 32文化 書道 天白 水本　　進 30国際 フォークS

区名 　会員数 区名 　会員数 区名 　会員数

千種 283 昭和 161 守山 216

東 79 瑞穂 180 緑 301

北 181 熱田 90 名東 244

西 144 中川 242 天白 210

中村 131 港 76

中 96 南 157  合計 2791
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 作品展の予定は下記のとおりです。詳細は鯱城会ホームページで確認下さい。  

区名 区鯱城会名 作 品 展 日 程 会   場 

千種 花水木鯱城会 １０月 20 日(火）～25 日(日） 愛知芸術文化センター 

東 東鯱城会 中止   

北 北鯱城会 11 月 25 日(火）～29 日(日）   市民ギャラリー矢田 

西 西こじょう会 10 月 30 日(金）～11 月 1 日(日）   西生涯学習センター 

中村 中村鯱城会 11 月 5 日(木）～8 日(日）   地下鉄本陣駅ギャラリー 

中 中鯱城会 中止   

昭和 昭和鯱城会 10 月 7 日(水）～9 日(金）   名古屋市市政資料館 

瑞穂 瑞穂鯱城会 10 月 13 日(火）～18 日(日）   名古屋市博物館 

熱田 熱田鯱城会 中止   

中川 中川鯱城会 10 月 31 日(土）～11 月 1 日(日）   中川区役所 講堂 

港 港鯱城会 12 月 4 日(金）～6 日(日）   名古屋ポートビル 2 階 

南 こなみ会 10 月 21 日(水）～22 日(木）   南区役所 講堂 

守山 守山鯱城会 11 月 25 日(水）～29 日(日）   市民ギャラリー矢田 

緑 緑鯱城会 10 月 24 日(土）～25 日(日）   緑区役所 講堂 

名東 名東鯱友会 中止 ・ 誌上美術展開催済 鯱城会ホームページ掲載 

天白 天白こじょう会 中止   

 

 各区が３０周年を迎えます。２０２０年はコロナの影響で６月末までに記念式典は  

 実施されていません。今後の予定は鯱城会ホームページで確認下さい。 

  

 ２０２１年 中区 昭和区 中川区 港区 天白区  

 ２０２０年 千種区  東区 北区 西区 瑞穂区 南区 守山区 緑区  

 ２０１９年 熱田区（１２月開催済）  

 ２０１８年 名東区（４月開催済） 中村区(６月開催済）   



                  ８ 

 

学園の情報  

学園は９月に再開します。講座は三密を避けるため、クラスを約半数に分けて  

隔週で授業をします。体育祭・文化祭・修学旅行は中止します。 

ただし図書室は 8 月に再開を予定しています。  

令和 2 年【2020 年度】 鯱城会計画の変更 

 公開講演会は中止します。その他の行事も今後予定の変更もあり得ます。 

また学園行事は、授業が隔週となったため日程が変更されます。 

□鯱城会行事 
・鶴舞公園クリーンキャンペーン ・ １０月  ３日（土）予備日 10 日 

・堀川清掃大作戦        ・・１１月 ７日（土）予備日 14 日 

・第 19 回１６区対抗グラウンドゴルフ大会・・  １０月１４日（水） 

・第 39 回公開講演会       ・・・    中止決定です 

・第３回１６区フェスティバル  ・・・     １１月１８日（水） 

・第 11 回 OB 文化祭       ・・・      ３月 ９日（火） 

・名古屋ウイメンズマラソン   ・・・      ３月１４日（日） 

□学園行事 
・第 1 回地域ミーティング（対象３5 期生） ・・クラスごとに行う 

 11 月 25 日（水）、27 日（金）、12 月２日(水)、12 月 4 日（金） 

・区会説明会（対象３４期生）・・     1 月 15 日（金）、22 日（金） 

・３４期生入会申込    ・・・     2 月  3 日（水）、 5 日（金） 

編集後記  
＊コロナ禍の影響を受けて編集作業が遅れました。なんとか７月中に発行で

きることとなりホッとしています。 

＊ホールの使用制限や教室の三密対策などにより、当初計画が変更となる行

事があります。内容の変更等はホームページでお知らせします。 

＊かわら版第２号は計画を変更して、１２月の発行を予定しておりますので

ご了承ください。                


