鯱 城かわら版
鯱城会を取りまく状況と活動の報告
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博行

令和２年度はコロナ感染拡大による緊急措置の発令により、鯱城会および各区会は４月
から６月まで活動ができませんでした。各区会においては運営に大変苦慮されたことでし
ょう。鯱城会においても代議員会や幹事会の活動がストップしました。４月は役員人事、
予算、活動方針を代議員会で議決ができず、やむなく書面にて議決しました。5 月は区か
ら年会費の集約月でしたが、集金作業が遅れ 6 月になりました。7 月から講義室が使用で
きてやっと代議員会を開催できましたが、8 月はコロナ第 2 波によりできませんでした。
9 月、10 月の代議員会では、各行事の実施可否やボランティア活動の取り組みを議題とし
ました。その結果は、今年度は各行事、ボランティア活動を全面的に中止としました。

10 月予定の公開講演会は会場が使用できず中止。各行事の実行委員会を７月中に開催
し、各委員から取組みについて意見をもらいました。委員会の意見を代議員会で報告しま
した。そして代議員会の決議によって、10 月グランドゴルフ交歓会、11 月 16 区フェステ
ィバル、３月ＯＢ文化祭をすべて中止としました。
コロナ禍でもボランティア活動なら屋外なので分散すれば実施可という方向で進めまし
た。しかし自宅からの交通機関の不安の指摘もありました。また学園は２年度中の休校が
８月に決まりました。ボランティア活動は学園、学園生、鯱城会が一体となりやることに
意義があります。その結果、活動を中止にしました。
外出自粛のときこそホームページの活用が望まれます。利用者から運用しにくい、手直
しの要請が強くありました。インターネットに詳しい方に委員となってもらい、改善の検
討を重ねました。今年度中には、手直しして使いやすい仕組みにします。

令和３年度に向けて、
令和３年３月は学園の卒業生がおらず、鯱城会への入会者がいない状況です。区での活動
が制約され、鯱城会の運営も見直す必要があります。令和３年度の行事は全部予定しており
会場の確保に取り組んでいます。来年こそ、会員の皆様が健康で楽しく過ごしやすい年にな
りますよう願ってやみません。
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
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鯱城・堀川と生活を考える会の活動

代表 阪野輝夫 （27 期 環境

緑区）

私たちは鯱城学園の環境（学科・専攻）の卒業生で 2005 年 9 月に結成され
たボランティア団体です。2020 年 4 月現在の会員数は 105 名です。堀川、新
堀川の浄化と環境の美化を目的として、市民への啓発活動（右のパンフレッ
ト作成）を行っています。当会が主催する堀川清掃大作戦（左下の写真）で
は鯱城会および学園生も一緒に活動し、過去 8 回で延べ 6204 人が参加しま
した。水質調査を定期的に行い毎年 10 月
に堀川ギャラリーで調査結果を報告しま
す。市民の皆さんの協力が進み川の水は
澄み、臭いもなくなり魚類水鳥などが頻繁に見られるよ
うになりました。私たちはこの活動を続けていきます。

鯱城学園図書ボランティアの活動

役員 深澤早苗 （29 期 福祉Ａ

中川区）

鯱城学園図書室には多くの分野の書物があり蔵書は約 5000 冊です。新刊本は毎月購入し、
年間 100 冊以上です。インターネットも利用でき、
利用者は日に 100 人を数えます。運営はボランティ
アが行っており、いまは 55 名います。今年はコロナ
禍により 8 月再開を目指し、7 月 14 日（火）新任 13
名を対象にした説明会（右の写真）が開催されまし
た。説明会では学園の大谷先生より図書室の感染対
策について、マスク着用・手の消毒・氏名を記入などの業務のノウハウについて説明を受け
ました。しかし図書室の再開は来年 3 月まで延期となりました。図書室が開館になりました
ら新しい生活様式を取り入れ徹底した感染対策を行います。図書ボランティア一同皆様にお
会い出来る日を楽しみにお待ちしております。

高年大学園芸緑友会の活動

会⾧ 木村五郎 （30 期

園芸

守山区）

園芸緑友会は鯱城学園園芸専攻の卒業生を対象に 2001 年発足
し、現在会員は 325 名です。活動は戸田川緑地の育樹や御岳
休暇村、鶴舞公園、名城公園での花壇管理などを行っています。
この度、名古屋市より令和２年度都市緑化の功労に対し感謝
状をいただきました。発足２０周年を迎える会にとって、この
受賞は今後の活動に一層の励みとなります。
２

16 区コーナー 今回は中村区、北区、中区がレポートします
中村鯱城会

グランドゴルフ体験会を開催して

秋晴れの 10 月 21 日、グランドゴルフ体験会を実施しまし
た。コロナ禍の中、感染防止対策をとり同好会の協力を得
て、初体験の会員と同好会のメンバー計 48 名が参加しま
した。より楽しんでもらえるように学区対抗の試合形式に
し、上位３チームとホールインワン達成者にはささやかな
景品を準備したところ 12 名ものホールインワンがでまし
た。これを機会に先行き不安なところがありますが会員の
皆さんと楽しい活動が出来るよう、11 月は作品展と平和公
園ウオーキング会を計画しています。
31 期 松本 博子

北鯱城会

『コロナ禍でもこれはやめられない』

今年度は観桜会（花見）から始まってこれまでのところすべ
ての行事が中止になってしまいました。
でも、ただひとつ屋外でのボランティア活動だけは中止にな
らず続いてます。名城公園での草取りと清掃、あさがおの水
遣り、秋の花植え（春は中止）です。この活動は年間のべ参
加人数約６００名と、そこそこの規模となっております。作
業が終わると、皆でお茶のみ会をやっています。もちろん感
染防止対策は万全です。秋以降は徐々にイベントが復活して
2020 年 9 月 19 日
名城公園にて
きてますのでこれからは盛況になるものと思われます。趣味
の作品展、忘年会、冬レクレーション、観桜会などは今のところ実施予定です。会員の皆さ
んの笑顔を励みにして各委員会のメンバーはガンバリます！！

中鯱城会

大須商店街「大須シネマ」

２月以来のコロナ禍で、大須商店街の人出も一時はすっかり少な
くなったが、徐々にこれまでの賑わいに戻りつつある。かって映
画の街であった大須には、戦前２３館の映画館があったらしい
が、戦争で全て焼失。戦後一部再開されたが、その後のテレビブ
ームにその地位を追われ１館も無くなってしまった。
「この映画
館を復活させよう」との思いから、ミニシアターが開設された。
この７月に運営会社が代ったが、先の総支配人は鯱城学園 28 期
の中川健次郎さん。４２席（コロナ対策中は半分）の小さな映画
館だが、音響は自慢とのこと。３蜜を避けて、大須へ出かけては
如何でしょう。
３

鯱城学園 地域活動指導員 大谷

健二

鯱城会の皆さん、お元気ですか? 日頃は学園の運営につきまして、ご理解・ご協力をいた
だき、誠にありがとうございます。
さて、今年に入り新型コロナウィルスの感染拡大により、学園は３月から休校となりまし
た。３３期生の皆さんは、あと少しで卒業というところで卒業式ができなく大変残念なこと
となりました。４月からは新たに３５期生の皆さんをお迎えする予定でしたが、これも休校
が継続されたことにより、入学が延期となっております。そして８月に愛知県において緊急
事態宣言が発出され、最終的には来年３月までの休校が決定されました。
鯱城会の皆さんも、コロナにはくれぐれもお気をつけいただき、体調管理に努めていただ
くようお願いします。

令和 3 年度 鯱城会会長選挙実施要領
□ 選挙管理委員会設立
鯱城会会則・細則に基づき令和 3 年度鯱城会選挙管理委員会の人事が 11 月 2 日の
代議員会 にて可決されました。
〇選挙管理委員⾧
藤谷 修一 （北鯱城会 会⾧）
〇選挙管理委員
谷口 賢三 （鯱城会 副幹事⾧）
□ 令和３年度鯱城会会⾧立候補届について下記の如くご案内します。
１．立候補期間

令和 2 年 12 月 21 日（月）～ 令和 3 年 1 月 25 日（月）

２．届 出

〒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

先

３．立候補資格

４．選 挙 日
５. 立候補者は

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。
卒業年次は、鯱城学園の１回目の卒業年次とする。
令和 3 年 2 月 1 日（月）代議員会にて
○氏名
○卒業期
〇専攻学科
○区会名
を明記して、選挙管理委員会宛てに郵送すること

編集後記

・鯱城会の活動でご報告したように、今年度は各行事がすべて中止となりました。
よって行事レポートがありません。
・ボランティア活動の特集として、３団体の活動を紹介しています。
・16 区コーナーは、今号の３区で１２区の掲載となりました。あとの４区につい
て次号お楽しみにしてください
・コロナ禍により、かわら版の発行は７月、１２月、３月の年３回とします。
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