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鯱城会会⾧ 細野博行 
 

令和２年度は鯱城学園がコロナ禍により１年間休校すると

いう経験したことのない年でした。鯱城会においても会議の中

止があいつぎ、さらに主催する行事やボランティア活動が全面

中止となりました。また卒業生がおらず新規の入会者が全くい

ない事態となり、会の運営は厳しい状況でした。 

令和３年４月には昨年に引き続き会⾧職を引き受けました

が、コロナ禍でどこまで活動ができるか不安であります。 

そんななか４月９日に学園では入学式が無事終わり、順調にスタートできるものと思いま

した。ところが４月中旬になるとコロナ感染が拡大して、学園の休校が決まりました。５月

に入っても休校が続き、６月の地域ミーティングも中止となり先行き不透明であります。 

令和３年度はコロナ禍の終息を期待して、行事やボランティア活動の年間計画をたてまし

た。今後にワクチン接種が順調に進み、秋の行事が無事に催行できることを望んでいます。

そして全区の皆様と交流できることを楽しみにしています。 

なおホームページについては区の要望を受けて改修作業を行い、4 月からはリアルタイム

更新やカレンダー機能を加えました。集合しての行事や会議が困難で会員相互の親睦の機会

が少なくなるなか、ホームページを活用して情報交換ができ会員相互の親睦につながればよ

いと思います。スマートフォンやパソコンで、是非ホームページを開いてみて下さい。 
 

  

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 

 
最後に会員の皆様には健康に留意して、活動に参加下さいますお願いします。 
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「利他の心」で絆づくり 

千種区 花水木鯱城会 会⾧ 小松 憲次（32 美術 囲碁）     

  花水木鯱城会会⾧を拝命致しました、32 期の小松憲次です。花水木 

鯱城会は地域会（7 地域）・同好会（14 クラブ）・運営委員会（5 委員会） 

が三位一体となって活動する有機的な組織です。本年度も 256 名の会員 

一人一人が主役です。コロナ禍にあって無理せず見返りを求めず、誰か   

のために無心で取り組むと言うポジティブな精神が必要です。常に利他 

の心を念じて活動することで、私たちの目指す仲間との魅力的な「絆」 

が醸成されるものと確信しています。 

                             

楽しい区会を目指し 

  東区 東鯱城会 会⾧ 寺園 敏幸（32 環境 国際文化） 

本年度も会⾧を引き続き務める事になりました 32 期環境学科寺園 

です。昨年度は学園休校により、新規入会者はなく、当区会は 63 名 

の会員でスタートになりました。年々会員数が減少する中で、新たに 

会員同士が出会う場として同好会を立ち上げ、気軽に参加して一人一 

人が楽しく語り合える温かみのある同好会にして行こうと考えていま 

す。多くの方々の参加を期待しております。現在、コロナ自粛が続き 

ますが、本年度は楽しい同好会作りに奔走してまいります。 
 

ワクチン頼みの令和３年度 

北区 北鯱城会 会⾧ 藤谷 修一（31 福祉 重要文化財） 

 会⾧２年目となりました。昨年度はお年寄りにやさしい北区を目標に 

してスタートしましたが、コロナウィルスの蔓延で何も出来ない一年で 

ありました。テレビではコロナの暗い話題ばかりやっています。そして 

北鯱城会の運営には、一部の会員からあいつぐ行事の中止による不満の 

声もでておりつらい毎日です。現状の活動は屋外でのボランティアが主 

です。秋以降にワクチンの接種が進めば、会運営の状況も大きく改善に 

向かうと期待しています。 

 

さぁ“挑戦゛皆で始めよう、一歩から 

西区 西こじょう会 会⾧ 佐橋 冨久子（33 福祉 社会研究） 

昨年 2 月、突然のコロナ禍で卒業式もないまま 4 月、西こじょう会に入 

会させて頂きました。令和 3 年度、33 期全員役員にさせて頂き、思わず上 

記のスローガンを掲げさせて頂きました。今年の目標は、①同好会を増や 

したい。②相談役の方達 8 名を各ブロックに配置させて頂き、意見交換を 

活発にしたい。③一番地元の事を知りつくされている幹事の方達との繋が 

りを密にする。会員の方達に身近の情報をいち早く流し、全員が何らかの 

形で参加が出来、楽しい西こじょう会を皆で築いて行きたいと思います。 

                     ２ 



会員の皆さんの意見・アイデアを大切に 

中村区 中村鯱城会 会⾧ 松本 博子（31 陶芸 ハイキング）     

 今年度の会員数としては昨年より数名減の 123 名でスタートしました。今年 

度もコロナ禍での活動が暫く続くことを覚悟し、昨年度の経験から学んだ感染 

防止対策と感染状況の情報に注視しながら、行事・地域活動をしていきたいと 

考えています。今年度は新しい試みとして、皆で楽しめるボッチャ大会、清掃   

活動に学区の輪番制の導入を行いますが、これは会員からの意見や要望から計 

画出来たものです。来春には 34 期生を迎えますが、多くの人が加入して頂け 

るように、皆さんと共に中村鯱城会の魅力を伝えていきたいと思います。 

 

全員が話題を共有し、つながりを大切に！ 

中区 中鯱城会 会⾧ 岩瀬 富美子（32 地域 水彩画）    

コロナ禍による会やイベントはやむなく中止、親睦の機会もない 

現状です。会の運営には会員一人一人が傍観者にならず参画し、お 

互いを支え合う事だと思います。参加する事によって内容が理解で  

き楽しく語り合えることでしょう。私達の経験を生かした地域ボラ 

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。中鯱城 

会の皆様が楽しく生き甲斐の一つとなる思い出づくりが出来るよう 

、日々努力したいと思います。 

 

昭和鯱城会会⾧留任とコロナ禍 

昭和区  昭和鯱城会 会⾧ 小川 賢雄（31 陶芸 歩いて知ろう）     

  令和２年度の行事参加率は令和元年度に比べ対象種目で 53％、 

参加人員は 47％の実施率で大幅な減少と成り、鯱城学園の新卒業 

生による会員補充もなく「会則による 3 年任期等」を特例により 

４年任期とし私を始めとして、令和３年度の役員は全員留任と成 

りました。今年度もコロナ禍は終息せず、諸行事のうち「自署で 

企画」は実施の可否判断と対応が難しく、早めの判断と周知・連絡 

に今年度も努めてまいりたいと思いますので宜しくお願いします。 

 

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 年度に引き続いて会⾧の続投となりました。本来であれば会⾧ 

をはじめ役員は毎年交代して区会業務の経験を積んでいくのが最も理想 

とするところですが、近年会員減少に伴って苦しい運営を強いられ各区 

と同様、瑞穂も今後における大きな課題となっています。頭を使い身体 

を動かして仲間と⾧く楽しくやっていきたいと思いますが、2 年越しで 

続いている新型コロナ感染の猛威の中、今実施されているワクチン接種 

で一日も早くこの混乱が収束されるのを期待するのみである。 
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笑顔と声の弾む場に！  

熱田区 熱田鯱城会 会⾧ 九澤 康雄（31 陶芸 英会話） 

昨年に続き２年目になります。会員の皆様の協力を得ながら自分のできる 

範囲で最善を尽すつもりです。昨年度は行事の大多数が中止になりました。 

コロナ禍の社会的な要請と注意喚起への対応、感染予防から仕方のない事 

でした。現状もワクチン接種とコロナ禍の終息を願うことしかできません。 

しかし、感染予防を留意したうえで、少しでも会員の楽しめる場を作りたい 

と考えます。今月の行事は何があるか、カレンダーを見ながら探すことが楽 

しみになる。そんな笑顔と声の弾む場に１日も早く戻れることが待たれます。 

 

会員相互の交流と親睦の充実 

中川区 中川鯱城会 会⾧ 山田 忠男（32 国際 歩いて知ろう） 

  中川鯱城会の趣旨である「会員相互の交流と親睦、地域社会への貢 

献活動推進」を一層充実するべく活動に取り組んでまいります。今年 

度の新たな取り組みとして、今まであった 9 同好会に、新しく 3 同好 

会(ボウリング、歩こう会、手品)を追加して鯱城会会員の活性化に結 

び付けます。また、運営委員会に分科会を設け、会員アンケートを基 

に運営改善を図りたいと思います。皆様のご協力よろしくお願い致し 

ます。 

 
仲間意識を高め、楽しい港鯱城会に 

               港区  港鯱城会 会⾧ 奥村 陽司（32 園芸 太極拳） 

67 名と少ない会ですが、それだけに仲間との繋がりを大事にして楽しい港 

鯱城会にと思っています。ここ１，２年はその機会であるイベント・ボラン 

ティアが半減しました。とだがわこどもランドの活動は殆ど行われたのが救 

いでした。今年は学園も色々な行事を予定されています。港鯱城会も後半に 

はイベントも予定されています。今後ワクチンの接種が進み行事が予定通り 

開催される事を願っています。色々な行事に参加し仲間作りをし緊急事態の 

鬱憤を晴らしていきませんか。今迄の分取り戻すつもりで頑張りましょう。 

 

『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) 

令和３年度は、入会者ゼロ、退会者８名の総勢 149 名の会員でスタート 

です。こなみ会は毎年、会員が減少してます。３４期生の南区学生は 10 

名と少なく、入会率をアップするように努力しなければと思います。今年 

度もコロナ禍での活動です。会員の方と知恵を出し、コロナ対応しながら 

『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、親 

睦を深めていきたいと思います。よろしくお願いします。 
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コロナ禍での守山鯱城会 

守山区 守山鯱城会 会⾧ 谷口 賢三（32 生活 重要文化財） 

今年度の守山鯱城会は、新型コロナにも負けない健康づくりや、自粛生活 

を豊かにし生きがいとなる楽しい活動を行います。例えば、会員一人一人の 

知識や経験を生かしたボランティア活動。そして、ハイキング、太極拳、料 

理など９つの同好会活動もさらに活発に、また特に今年度は生活に役立つ様 

々な研修会も、コロナ対策を万全にしたうえでの開催を考えています。新会 

⾧として守山でしかできないことを積極的に取り入れ、それぞれが自身の健 

康と人と交わる楽しさを実感できるような鯱城会にしていきたいと思います。 
 

令和３年度当たり前の目標 

     緑区 緑鯱城会 会⾧ 高野 孝（31 国際 水彩画） 

再任、２年目の会⾧を務めさせていただきます。昨年の目標は、「在校 

生と区会の交流強化」による区会入会の促進を掲げましたが、コロナウィ 

ルスの脅威により、残念ながら全く「絵に描いた餅」となってしまいまし 

た。当たり前の事が当たり前にできない「コロナ禍」、本年の目標は、原 

点に戻り区会２大イベント「令和３年度の趣味の作品展」「令和４年度の 

総会」の実現とし、区会一丸となり邁進したいと思います。ご指導ご鞭撻 

のほど宜しくお願い致します。 

     

仲間づくりの場を目指します 

            名東区  名東鯱友会 会⾧ 冨田 修  （31 陶芸 古文書） 

いま私たちが切望することは何でしょう。多くの人に共通して言える 

ことは、不安のない健康で充実した毎日を送ることだと思います。そうし 

た生活を獲得する方策のひとつは、人とつながること、つながっているこ 

とを実感することだと思います。名東鯱友会は会員同士が仲間である、ゆ 

るやかにつながっていると感じられる場となることを目指します。 

そこで今年度の標語は 

『ゆるやかなつながりの鯱友会』です。 

 

⾧引くコロナ禍を乗り越えて 

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） 

昨今の新入会員の減少に加えてのコロナ禍で役員交代のやり繰りが 

つかず、昨年度の体制を継続せざるを得なくなり、私も会⾧留任とな 

りました。昨年 3 月に 30 周年という節目を迎え、弾みをつけて新しい 

10 年にと意気込んでいましたが、足踏みが続いています。会員の健康 

を最優先に、無理をせず、慎重に活動していきます。まずは高齢者に 

ワクチンが行き渡るまで（目安として７月まで）、施設訪問も自粛です。 

趣味の作品展は秋に何とか開催したいと思っています。 
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（総務グループ）  （事業グループ） 

 副幹事長     副幹事長   

中村 内山 幸夫 31 地域 社会研究  名東 北村 滋規 31 環境 重要文化財 

社会奉仕活動担当          

中川 飯田 光彦 32 文化 書道      

         南 安藤 菊代 31 健康 フォーク S 

千種 飯田 蓮子 30 陶芸 万葉散歩  天白 水本  進 30 国際 フォーク S 

北 間部みち子 32 美術 たのしい短歌  東  泉   雄 33 陶芸 ハイキング 

千種 細川 庸子 33 健康 初歩将棋  昭和 山崎 浩一 32 文化 コーラス 

中 朝日 司郎 33 地域 歩いて知ろう  熱田 伊藤  明 32 環境 社会研究 

瑞穂 西谷 陽子 33 健康 社会研究  港 原 容子 32 環境 重要文化財 

守山 朝比奈 正 31 地域 健康ウオーク  西 河口 憲司 32 国際  天文気象 

緑 廣瀬 義忠 32 文化 たのしい短歌  名東 安達 佳正 33 文化 郷土史 

 

 【令和 2 年度実績】 

  コロナ感染拡大の影響で、鶴舞公園クリーンキャンペーン、堀川清掃大作戦は中止と

なりました。2 年度の年間活動状況は 8,071 回の実績でした。上半期はコロナ影響によ

りとくに介護関係の活動ができなくなりました。環境美化・清掃については、戸外の活動

でもあり積極的に実施しました。よって全体では前年の 15580 回より半減となりました。 

1. デイサービス・老人ホーム・介護   実績 974 回 （前年 4,671 回） 

2. 環境美化・清掃・お花           5,117 回  (前年  6,503 回） 

3. 社会福祉協議会・区民祭り等                581 回  （前年  2,090 回） 

4. その他（図書ボラ・ウイメンズマラソン等）1,399 回   (前年  2,316 回） 
 【令和３年度計画】 

１. 鶴舞公園クリーンキャンペーン ・・・１０月２日（土）予備日９日 

２. 堀川清掃大作戦        ・・・１１月６日（土）予備日 13 日 

３. 名古屋ウイメンズマラソン   ・・・令和４年３月１３日（日） 
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初夏にかけての名古屋近郊 ぷち「花紀行」ＮＯ1 

                 

アーティチョーク（中川区 冨田公園）6/中     花はす（愛西市 立田）6/末～7 月  

開花前の固いつぼみを食べます           「森田花はす田」午前中がお勧め 

 

 
令和 1 年 令和２年 減員数 令和３年 減員数 

会員数 会員数 対 1 年 会員数 対２年 
 a b ｃ=ｂ-ａ ｄ ｅ=b-ｄ 

千種 290 283 △  7 256 △ 27 

東 88 79 △  9 63 △ 16 

北 212 181 △ 31 165 △ 16 

西 162 144 △ 18 127 △ 17 

中村 147 131 △ 16 123 △  8 

中 100 96 △  4 78 △ 18 

昭和 174 161 △ 13 142 △ 19 

瑞穂 208 180 △ 28 161 △ 19 

熱田 92 90 △  2 81 △  9 

中川 248 242 △  6 208 △ 34 

港 76 76    0 67 △  9 

南 164 157 △  7 149 △  8 

守山 234 216 △ 18 188 △ 28 

緑 312 301 △ 11 263 △ 38 

名東 261 244 △ 17 233 △ 11 

天白 228 210 △ 18 192 △ 18 

合計 2996 2791 △ 205 2496 △ 295 
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初夏にかけての名古屋近郊 ぷち「花紀行」ＮＯ2 

ソブラリア （フラリエ）5/25           ゆり  （千種公園） 6/上  

ササの様な株姿の洋ラン（カトレアに似た）     近場のお手頃なゆり園です 

皆様よりホームページについて、意見要望を聞き下記５点を改修しました。  

１．区と幹事会からリアルタイムで 

いつでも投稿できる 

２．予定日などを記入できるように 

 「スケジュール」を改修した 

３．各区は随時「お知らせ」更新で   

  き、行事中止など告知できる  

４．ホームぺ−ジの活用状況がわか 

るよう「カウンター」を付けた 

５. スマホの画面でも見やすくした 
 

今後の予定として 

１．鯱城会及び１６区の鯱城会にパ 

スワードを設け使いやすくする 

２．スケジュールを見やすくするた 

めにカレンダーの表示を変える 

３．各区の意見を聞き、更なる改良・ 

改善を図ってゆく 

 

 編集後記  

１. 令和３年度が始まるとすぐに、コロナ感染拡大により鯱城学園が休校となりま

した。鯱城会においても代議員会・幹事会が中止になっています。 

２. 区会⾧の原稿をいただき編集しましたが、写真撮影の機会もなく顔写真を昨年

と同じ写真を使った方もおります。誠に申し訳ありません。 

３. 花の写真の撮影は中村区の内山幸夫さんです。ご提供ありがとうございます。 


