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趣味の作品展 見てある記（秋の部前半） 広報幹事 細野博行 

の作品展前半が 9 月 20 日から 10 月 20 日に各区で開催された。作品展を見て歩いて、絵画・

陶芸・写真など会員の力作を楽しんだ。ユニークな作品も多くあり紹介したい。 

９月 26 日に訪れた中区・東区共催会場は名古屋市政資料館で、大正１１年当時裁判所として建設さ

れた国の重要文化財である。東区では気品あふれる能面や木彫作品が並び、中区は絵手紙の作品が多く

あり、展示室の真ん中にソファがありゆったり作品鑑賞できる。 

９月 28 日 天白区は生涯学習センターまつりの展示部門だ。場所は植田駅から２０分ほどと距離が

あるが天白公園内にあり緑が多い。合唱や演芸寄席もあり模擬店も出て賑っている。展示も２０ブース

もあって彫刻作品や史跡案内もあり楽しめる。会ではパソコン研究会や絵手紙の会で多数の出品作品が

あり、同好会活動が盛んなのだろう。  

10 月５日 熱田区は白鳥庭園の隣の環境のいい熱田生涯学習センターが会場だ。センターではまつ

りを行っており３０グループも参加している。会員の作品では食べられるシフォンケーキが珍しい。主

催する土鈴・絵馬の絵付け体験教室には多くの参加者があった。 

10 月 17 日 南区は南区役所の講堂が会場だ。講堂は広く、会員と区民・介護

施設有志の合同作品展だ。空き缶に絵付けした缶アートは鮮やかな色彩で、ロウ

彩画は落ち着いた色調だ。介護施設が役所の上階にあり日頃からボランティア活

動で付き合いがあり、この日も車椅子を使用した観客を見かけた。 

同日の瑞穂区の会場は市博物館ギャラリーで地下鉄桜山駅からすぐだ。照明も

明るくきれいで、伊勢型紙の作品（右写真）の緻密な細工がよくわかる。 

10 月 18 日 千種区は愛知芸術文化センターの 12 階にあるアートスペースが会場だ。幅４メートル

の絵巻物は四季の身近な野菜が書き込まれている。ガソリンスタンドのジオラマ作品も楽しい。 

同日の西区の西生涯学習センターは地下鉄浄心駅真上のビルだ。ホ

ールと廊下を使って作品が並ぶ。陶芸作品で東京オリンピックのシン

ボルマークを焼き付けた皿（右写真）があり、また皿が焼き上って喜ぶ

作者自身の姿の写真作品もあり面白かった。作品展は 12 月もあるの

で、鯱城会ホームページで日程を確認して出かけてみましょう。 
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代議員会プロジェクトチームからのメッセージ 

  代議員会プロジェクト誕生の経緯については「かわら版第 2 号」にてご案内させていただきました。 

3 つのプロジェクトチームにおいてはそれぞれのテーマについて活発な議論が行

われ、9 月 2 日の代議員会にて進捗状況報告が行われ、さらに 10 月 7 日の代議員

会において第一次案が各チームリーダーから発表がありましたので会員の皆様に

ご報告させていただきます。 

   ※プロジェクトチーム１ テーマ「地域ミーティングを根本的に見直す会 」 

   １、来年入学する 35 期生より地域ミーティングの名称を「地域活動学習講座」に変更する 

    ＜主な理由＞ 

学生が授業の一環として地域活動を考え、学園の精神である卒業後の地域活動への関心度を 

高めるために学園の先生も加わり、議論の結果、変更することになりました。 

   ２、カリキュラム（第一回～第三回）の内容の変更 

    １)第一回地域活動学習講座 〇対象 1 年生 〇実施日 11 月 〇専門講座としてクラスで実施 

    ２) 第二回地域活動学習講座 〇対象 2 年生 〇実施日 06 月 〇内容については未定 

    ３） 第三回地域活動学習講座 〇対象 2 年生 〇実施日 11 月 〇内容については未定 

      ◆１）34 期については 11 月 27 日・29 日に各クラスにおいて実施されました。 

   ※プロジェクトチーム２ テーマ「鯱城会への入会率 UP を考える会」 

   １、16 区の鯱城会の改革が急務 

    １）会員自らが楽しんでいるか？ 現状に合う組織になっているか？ など 

   ２、鯱城会と学生との交流の促進 

    １）16 区それぞれの行事・16 区全体の行事に学生の参加を促進する（既に実施の区あり） 

    ２）鯱城かわら版の配布（令和元年第 2 号＜10 月発行＞より実施済）      など 

   ３、本質的問題解決が急務 

    １）鯱城会だけで入会率を上げるのは困難。学園・学生会と三位一体で実情と原因を見極め 

     有効な対策を講じ、具体的に実施しなければならない（プロジェクト１と連携） 

   ※プロジェクトチーム３ テーマ「16 区全体の行事を考える会」 

   １、16 区全体で実施する行事の条件整理 

    １）ボランティア 部外（名古屋市行政）こころの絆創膏・ウイメンズマラソン 

             部内（鯱城会・学生会）鶴舞クリーンキャンペーン・堀川清掃大作戦 

    ２）イベント①1 区の開催では実施規模が小さく効果が発揮されないため 16 区合同開催 

           ・公開講演会・グラウンドゴルフ交歓会・OB 文化祭（16 区との関連？） 

      ②1 区単独では稼働や経費面から開催不可能も 16 区合同なら開催可能 

       ・16 区フェスティバル 

２、16 区全体で実施する行事の今後 

１）現時点ではいずれも継続が望ましいとの判断も、現実はそれぞれに配意事項が多い   

◎各プロジェクトチームは、メンバー全員熱い思いで話し合いを進めています。 

会員の皆様も貴重なご意見を、各区会内で会長に具申していただければと思います。  

鯱城会全員参加で鯱城会を【もっともっと楽しい会】に成長・醸成してまいりましょう！！ 

鯱城会 会長 飯田恭久 

  

http://okamuu3.com/sedori_muryou_seminar_sanka/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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16 区コーナー 今回は中川区、西区、緑区がレポートします 

中川鯱城会  中川区民まつりと荒子公園梅まつり 

１０月２７日、会の活発な活動の一つとして“区民まつ

り”に協力して、コーラスの「コスモスクラブ」と「ハー

モニカクラブ」のコラボでステージ出演して皆さんと楽

しんでいます。また、３月には前田利家が幼少のころ過

ごした荒子公園にて梅まつりが開催され、素敵なイベン

トが盛りだくさん。これにも協賛出演しています。歴史

好きな方は、円空の彫った仏像に荒子観音で会えます。   

     

西こじょう会   おもちゃ病院で地域の仲間づくりの広がりを目指して！ 

児玉おもちゃ病院は２００３年４月に設立。その後西こじょう会同好会に加わり、１６年間活動して

います。会員数は１１名。地域の方を積極的に受け入れて、地域での仲間づくりを目指しています。今

年は赤い羽根共同募金の助成をいただき、ベスト

とのぼりを購入しました。今後のＰＲ活動に効果

が期待できそうです。図書館での定例活動や年２

回の西区民まつりボランティアまつりに参加しま

す。   

＜作成したロゴ＞おもちゃを大事に

する心と救急車をデザインしています 

   代表 岩尾秀樹 （26 期文化Ｂ） 

 

緑鯱城会   「朝の散歩会」歴史ある同好会を紹介します。 

平成４年７月１５日発足、健康１００をめざし現在１９人の会員がそれぞれの脚力にあったペースで

散歩を楽しんでいます。（いつでも参加ＯＫ）３月から１２月までの毎週

土曜日午前７時「滝の水緑地東屋」に集合。滝の水緑地の自然林を歩み、

山上を極めて滝の水公園に移

動、東階段を上がり遊歩道を半

周して南階段を下る、概ね３０

分程度のコースです。途中で喫

茶店に行く仲間、すでに喫茶店で待機

している仲間も、モーニングコーヒー

（２杯目 OK）で歓談、８時３０分には次回を約束し解散。 
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今、鯱城学園では    名古屋市高年大学鯱城学園 副学長 森 文代 

 

台風の狭間で快晴に恵まれた１０月１０日、稲永スポーツセンターで体育祭が行われました。今年も

意欲的な新企画が盛り込まれ、最後は全員のフォークダンスで盛り上がりました。この後１１月には文

化祭と、鯱城会のご尽力で初めての実施となるクラスごとの地域ミーティング、そして１２月初旬には

修学旅行に出かけます。また今年度から音楽と美術が２クラスと

なり、１０月中旬の音楽専門講座には、鯱城会の飯田会長（左写

真左端）を講師にお迎えしました。カントリーミュージックのバ

ンド演奏に加えて、ダンスの先生のご指導でホール全体に広がっ

て踊り、本当に楽しい講座となりました。卒業生の方にも、多数

ご参加いただきました。これからもぜひ鯱城学園をよろしくお願

いいたします。 

 

 

□ 選挙管理委員会設立  

鯱城会会則・細則に基づき令和元年度鯱城会選挙管理委員会の人事が 11 月 11 日の 

代議員会 にて承認されました。 

            〇選挙管理委員長  大田 雅巳 （こなみ会会長） 

〇選挙管理委員    平田   秀 （緑鯱城会  副幹事長）  

 

１．立候補期間   令和元年 12 月 23 日（月）～ 令和 2 年 1 月 27 日（月） 

２．届 出 先  〒460‐0008 名古屋市中区栄１－２３－１３ 

名古屋市高年大学鯱城学園鯱城会 選挙管理委員長 大田雅巳 様 

３．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・幹事会の推薦者とする。 

            ただし、学園卒業後 5 年以内（就任時）の会員とする。  

          再入学者の卒業年次は１回目の鯱城会の卒業年次とする。 

４．選 挙 日   令和 2 年 2 月 3 日（月）代議員会にて 

    ５. 立候補者は、 1. 氏名  2. 卒業期  3. 専攻学科  4. 区会名  を明記の上  

選挙管理委員会に郵送すること  

令和 2年度 鯱城会会長選挙実施要領 

編集後記 広報担当が各区作品展を見て歩いた。出かける人が増えればと概略を記事

にしました。作品の写真をもっと紹介したいが紙面の都合で割愛していますのでお許

しください。学園が今何をしているか、どうしようとしているか。そして在校生との

繋がりを深めたく学園からいまを紹介していただきました。グランドゴルフやフェス

ティバルなどの行事報告と作品展の後半部は２月に特集号として発行します。 

 


