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鯱城会 飯田会⾧訃報 

 
 令和２年度 新会⾧プロフィール    

 令和 2 年 3 月発行 
鯱 城 か わ ら 版 Ｒ１—4 号

鯱城会に多大な貢献されました会⾧の飯田恭久氏が２月 5 

日にご逝去されました。令和元年には１６区フェスティバル 

を２年ぶり開催して成功させました。地域ミーティングや鯱 

城会運営改革にも取り組まれました。趣味のフォークソング 

では学園の音楽講座に出演され好評を博しました。 

 謹んで心よりご冥福をお祈りします。                   

鯱城会選挙管理委員会からお知らせします。 

令和２年２月３日（月）に令和２年度の会⾧選挙が行われました。立候補は昭和

鯱城会の細野博行さん１名でした。代議員による信任投票の結果、信任されて細野

博行さんの当選となりましたことをご報告します。 

              選挙管理委員⾧ 大田 雅巳 

              選挙管理委員  平田 秀 

 細野博行（３１期 地域 A 重要文化財研究クラブ） 

           （令和元年度） 

      ・幹事会 総務グループ広報担当 

           ・昭和鯱城会 副会⾧            

           （出身） 

名古屋生まれの名古屋育ちです。保育園から小中高大と 

市立校で、高年大学で６つ目の市立学校となります。 

（趣味） ・登山旅行   ・歴史博物館めぐり 

   ・読書（戦国時代読物・ノンフィクション作品）     
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３３期生の鯱城会入会状況 
 令和２年度の新入会員の入会に関しては１月２４

日に区会説明会（右写真）を行いました。そして２月

１４日と１９日に入会受付を行いました。この結果、

２月１９日現在の１６区全体の入会者数は○○名と

なりました。入会率は ％です。 

 

※入会状況 在校生数（令和 2 年 2 月 1 日現在） 

と説明会出席者数（出席率）と入会者数   

※未入会者に対しては、各区において入会促進願います。 

 

学園だより  令和２年学園入学者数 （速報） 
令和 2 年の鯱城学園の入学の申込は１月末に締め切り、２月１０日に公開抽選会が行わ

れました。その結果、４９８名の入学予定者の発表がありました。引き続いて３月３１日ま

で追加募集をおこないます。 

 入学促進にあたって、お友達やお知り合いにお声をかけて下さい。 

クラス 定員数 入学予定者 率％ クラス 定員数 入学予定者 率％ 

環境 48  ９  19 園芸 48 ２５ 52 

国際 96 ８８ 91 陶芸 40 ２７ 68 

健康 96 ７６ 79 美術 48 ４６  96 

生活 96 ２５ 26 地域 96 ５３ 55 

福祉 48 １４ 29 文化 96 ３６ 38 

音楽 48 ９９ 206 合計 760 ４９８ 66 

※音楽は２クラスになる予定 
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趣味の作品展 見てある記（秋の部後半）幹事会広報 細野博行 
の作品展後半が 10 月 21 日から 12 月 10 日に各区で開催された。前半と同様に作品展を見

て歩いて楽しみました。令和２年の作品展には皆様もぜひお出かけしてみて下さい。 

10 月 21 日からの昭和区会場は地下鉄御器所駅直結の区役所 6 階だ。期間中に即位礼の祝日が入

り変則日程となって来場者に戸惑いがあった。ガラス工芸品では、精巧な技巧が施されたフル

ーツポンチに見入った。陶芸作品でも力作が目立った。 

10 月 26 日 緑区会場の区役所講堂へは地下鉄鳴子北駅から市バスで 30 分かかった。区民まつり

と協賛して開催で、区民有志の作品も多かった。地場名産有松絞りの作者のトークショーでは

道具の使い方や絞の種類の説明があり興味深かった。地元の方が出品された甲冑には、その作

り方のレシピの配布もあり面白い。 

11 月 8 日 北区は地下鉄ナゴヤドーム駅にある名古屋市民ギャラリ

ー矢田で守山区と同じ場所だ。展示室はホワイトキューブと称され

純白のボックスだ。手編みの白のサマーセーター（写真右）は立体

的に展示してあり、部屋隅の一画を占めて存在感が強かった。 

守山区は志段味古墳群がありミュージアムも出来たせいか、陶芸作

品で火炎土器型花入れや円筒埴輪があって目に留まった。写真作品

の「丸太乗り一本勝負」は、その躍動感がよく撮れていた。 

11 月 14 日 中村区は地下鉄本陣駅構内のギャラリーのため、交通の便は非常によい。手工芸で

作られた干支や額入り暦などかわいい作品が多かった。喜寿の方の写真作品の「⾧命なる⾧い

いす」はほのぼのとした作品だった。 

12 月 6 日 港区は地下鉄名古屋港駅南の名古屋港ポートビルの２階回廊ギャラリーが会場だ。園

芸作品で寄せ植えが華やかで正月が近く感じられた。３階にある名古屋海洋博物館、展望台や

南極観測船ともシニアは入館無料なので立ち寄ってみるのもお薦めです。 

12 月 9 日 中川区は地下鉄高畑駅の近くの区役所講堂だ。会場

は広く、会員をはじめ地元同好会、老人保健入居者の作品で溢

れている。手工芸品や短歌俳句に女性の出品が多くにぎやか

であり、運営にも女性が大活躍している。観客も女性が多かっ

た。 

令和２年の作品展は春にもあるので鯱城会ホームページを確認して出かけてみましょう。 

 秋
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１６区鯱城会の熱い思いが実り１１月２０日（水）に稲永スポーツセンターにて開催され

ました。会員による初めての企画に６１３名と多くの会員が参加されました。 

新しい企画のチコちゃんに叱られない「〇×クイズ」は開会式後の雰囲気を和らげるのに

最高のパフォーマンスとなりましたし、負けるが勝ち「ジャンケンポン」では弱い者を勝ち

にする意外性も楽しめたと思います。競技は初恋の味「パン食いリレー」と背筋伸ばして「玉

入れだ！」で各区対抗して熱戦を繰り広げました。 

応援タイムではウエーブに始まり、１６区が順々に個性豊かに応援を繰り広げて会場全体

を盛り上げてくれました。 

アトラクションでは輪になって踊ろう『日本の民謡』＜炭坑節・河内おとこ節・大名古

屋音頭＞で踊り、憧れの君と『フォークダンス』＜オクラホマミキサー＞では参加者の多く

がアリーナに下りて、二重三重の輪になり体を動かし楽しい雰囲気を醸し出してくれました。 

 

 

開会式 大谷顧問あいさつ 

開会式 選手宣誓 

チコちゃん

に叱られる 



 

                       5 

 

 

 

鯱城会のモットーである『明るく・楽しく・元気よく』を地で表現できて、

皆様と共に実行委員会のメンバーも満足感を得られ感謝しております。１６区

から選出されましたフェス委員・フェスサポーター４８名と鯱城会幹事２名ほ

か有志の方数名にてプログラム作成しました。本部・競技係・器材係・会場係

と他の部署とで協力して実施できました。区の会⾧さん始め役員の皆様のご尽

力、ご協力に感謝いたします。 

             フェスティバル実行委員⾧ 馬場良佑 

パ ン 食

い競争 

玉入れ 

表 彰 式   優勝 熱田区 

準優勝 東区  ３位 港区 
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行事レポート   

第１８回グラウンドゴルフ交歓会 

９月 25 日（水）数日前の悪天候が嘘のような快晴の下、庄内緑地の陸上競技場で開催されました。

今年は１６区総勢２３０名のプレイヤーが参加して、区対抗に

個人戦に競い合いました。３時間余りの熱い戦いの結果は以下

の通りです。 

区対抗： １位 守山区 ２位 瑞穂区 ３位 千種区 

個人戦： A ゾーン 中川区 難波 伸明 B ゾーン 千種区 

     佐治 宏  C ゾーン 緑区 滝沢 克彦    

D ゾーン 守山区 久野 英雄 

 

鶴舞公園クリーンキャンペーン 

令和幕開けの鶴舞公園クリーンキャンペーンは 10 月５日

（土）に行いました。過去 2 年続けての小雨模様と違ってこ

の秋最高の好天の中、行楽気分のような気持ちで楽しい清掃

活動を行うことができました。鯱城学園および鯱城会として

伝統ある行事で今年の参加者は 500 名です。活動終了後、鯱

城学園の参加者と共にランチ会で親しく交流を深めました。 

 

公開講演会開催 
鯱城会主催の公開講演会が、１０月２４日（木）鯱城学園

５F ホールで開催されました。講演は、「一休と尺八」という

演目で尺八・詩吟・琵琶・琴で一休の生涯を語る内容でした。 

観客５００人が、「とんちんかんちん一休さん」とは一味違っ

た一休さんに出会って、知らなかった一休さんの生き様が浮

かび出され、心が癒された一時でした。 

 

 

堀川清掃大作戦 
11 月２日（土）に堀川清掃活動を行いました。快晴の天気の下１１

拠点に分かれて開始しました。参加者は鯱城会 284 名、学園生 297

名、生活を考える会他 75 名と多数ありました。ルートに沿って清掃

しましたが、「ゴミが少なすぎる」「ルートが⾧すぎる」といった意見

がありました。活動の幅を広げるため一般市民や町内会にも参加を呼

び掛けてゆきたい。 
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16 区コーナー 今回は瑞穂区、南区、守山区がレポートします 

瑞穂鯱城会 １５年間続いている「一泊二日のバス旅行」 

平成１７年から１５年間続いている一泊旅行は１１月１７～１８日に行われ３４名が参

加、永平寺・福井恐竜博物館・山中温泉泊・那谷寺・金

沢箔巧館・東茶屋街のコース。寺院参拝・観光・紅葉を

満喫、今年も車内の宴会？から、夕食時の宴会と部屋で

の２次会。２日間和気あいあいと「語り合い・笑い・は

しゃぎ」、日帰りでは味わえない旅でした。昨今、高齢

化が進み、一泊旅行に参加できる人が減少する中、行事

委員は人集めに苦労しながらも、他区にない伝統行事の

継続に頑張っています。 

    

南区こなみ会 こなみ会ペタンク大会 

突き抜けるような青い空！風も無く、汗ばむ様な気温です。絶好のペタンク大会日和

です。１１月１０日（日）呼続公園希望の広場で２１名の

参加です。大田会⾧の大会宣言で大会の幕が上がりまし

た。参加者は、４人単位の５チームに分れて大会がスター

ト！！ あっちこっちで “大きな声でやった！・・、入っ

た！・・”と賑やかな声が響き渡り熱の入った試合を行い

ました。大会の賞品も参加者全員にいきわたり楽しい一

日でした。      ペタンク同好会代表 瀬口 勝 

 

守山鯱城会 恒例の「いも煮会」を開催 
１０月２６日（土）に玉野川学園で開催しました。今年は第９回となり天候に恵まれ、

参加者は会員が５７名、玉野川学園が２

２名と多数でした。里芋は会員たちが玉

野川学園の畑を借り受けて育てたもので

格別おいしく感じます。ほかに焼きそば

やおにぎりも作って昼食にしました。柿

の差し入れや土産の里芋もあり、楽しい 

一日を過ごしました。   
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 主な行事の日程は次のようです。詳細については代議員会などでご報告しま

す。各区会においては計画作成にあたってご留意願います。 

□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) 

・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       ・・・・    １０月２２日（木） 

・堀川清掃大作戦        ・・・     １１月 ７日（土） 

（予備日 14 日） 

・第３回１６区フェスティバル  ・・・     １１月１８日（火） 

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

・名古屋ウイメンズマラソン   ・・・      ３月１４日（日） 

□学園行事 
・入 学 式                  ・・・   ４月 ８日（水） 

・第 2 回地域ミーティング（対象３４期生）・・  6 月 15 日（月）～19 日（金） 

・第 1 回地域メーティング（対象３5 期生）・・ 11 月 25 日（水）、27 日（金） 

・区会説明会（対象３４期生）・・       １月 22 日（金） 

・３４期生入会申込    ・・・        2 月 19 日（金）、24 日（水） 

編集後記  
＊「明るく楽しく元気よく」をモットーに鯱城会発展のためにご尽力頂いて

いた飯田会⾧が急逝された。まだまだこれからという時に、誠に残念なこと

です。ご冥福を心からお祈り申し上げます。 

＊令和元年度のこの４号でかわら版は一区切りとなります。前年度の担当か

ら、今年度の担当に代わり「かわら版」の視点も変わりました。３０００人

の会員の皆様を念頭にしていることには変わりないものの、学生にも配布し

ており、かわら版のあり様を模索しながら時々の情報をお伝えしたつもりで

す。今後ともかわら版をお忘れなくよろしくお願いします。 

                 


