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鯱城会会⾧ 細野博行（31 地域 重要文化財） 

鯱城学園は令和４年度になって２年間の休校したのちに、４年４月
に開校しました。この一年間は講義がつづけて行われ、無事に卒業生
が出ることを願望します。 

鯱城会も令和２年、３年度はコロナ禍に巻き込まれイベントの禁止
もあって諸行事は全部中止となりました。施設も利用制限され会議も
満足に開催できませんでした。４年度になっても、いまだコロナ感染
は高止まりですが、社会も平常の日々を取り戻しつつあります。鯱城
会も、今年こそは行事やボランティア活動が再開できると思っていま
す。16 区フェスティバル、公開講演会また鶴舞クリーンキャンペーンなどの活動もコロナ
感染予防の観点から見直しなどして実行したく計画しています。 

しかし会の運営では学園が２年間休校により入会者もおらず、また退会者の増加などに会
員数が減少しています。３千人超えていた会員数ですが、今年度は２千２百人と少なくなり
今後の活動が制約されます。4 月から新しい代議員会（区会⾧）ならびに幹事会が選出され
ました。しかし各区会においても会員の加入がなく、活動には運営に苦慮しているのが現実
です。このような状況でも代議員ならびに幹事は一丸となって会の目的に掲げる親睦・地域
貢献・学園への寄与にはコロナと共生しながら取り組みます。 

 

令和４年度の出発にあたって            鯱城学園 副学⾧ 樋口 敦 

私は、今年度 4 月より副学⾧を務めることとなりました。若輩でござい

ますが、よろしくお願いいたします。 

鯱城会でもほぼ２年間、活動が満足に行えない状況から、新年度で改め

て仲間との生きがいづくりを進めていこうとする皆さまの前向きなお気

持ちとご努力に敬意を表します。 

鯱城学園でも、⾧い休校期間を脱して各講座やクラブ活動が始まり、賑

わいが戻ってきています。新型コロナウイルスもなんとか乗り切っていき

たいと考えています。学園設立の趣旨に則り、私どもはこれからも、高齢者の生きがいづく

りと、地域活動の核となる人材の育成に努めていく所存ですが、鯱城会の皆さまの様々な活

動の実践は、なにより学園生の目指す姿です。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
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リフレッシュ 花水木 

千種区 花水木鯱城会 会⾧ 小松憲次（32 美術 囲碁） 

前年度に引き続き会⾧を務めます。コロナ禍での活動自粛の中、昨年

度のボランティア活動参加延人員は 1,800 余名でした。地域に密着した

活動の成果としては未だ不十分です。本会は地域会(7 地域)・同好会(15

クラブ)・運営委員会(5 委員会)が三位一体となった活動で、利他の心を

念じた自主活動が基本です。私たちの目指す仲間との魅力的な「絆」作

りに向けて、令和 4 年度は気持ちを切り替えて「リフレッシュ花水木」です。 

健康で明るく元気に 

東区 東鯱城会 会⾧ 寺園敏幸（32 環境 国際文化） 

コロナ禍の中で新規入会者もなく、今年度は 53 名でスタートすること

になりました。本年度は自粛ムードも少し和らぎ、この 2 年間出来なか

った会員相互の親睦を大切に、年間行事の見学会やふれあい作品展、ま

た新たに同好会として発足した「うたごえサロン」と「ボッチャ広めた

い」をはじめとした活動を進めてまいります。いつまでも健康に過ごす

ため、大きな声を出し、自ら動くことが健康の第一歩だと思います。 

 

健康で、安全な集まりを目指して 

北区 北鯱城会 会⾧ 渡辺良一 （29 健康 グリーン） 

この度、北鯱城会会⾧を仰せつかりました渡辺です。よろしくお願い

します。北鯱城会は本年度、149 名の会員でスタートします。北区には

名城公園があり、四季それぞれに花が咲き乱れています。その公園の枯

れ葉を集めたり、花壇に花植えをしたりして、会員一緒で汗をかき、話

に花を咲かせます。また、クラブ活動を通して、仲間同士励まし合って

います。こうした機会を一つでも増やしたいと思っています。 

 

コロナ禍以前の行動に早く戻し魅力ある会に‼ 

西区 西こじょう会 会⾧ 角田正人（30 環境 水彩画） 

コロナ感染防止策には、充分に対処しコロナ禍以前に戻りました折に

は、西こじょう会年間活動計画が確実に実行出来ます様、会員皆様のご

参加と力添えを頂けますこと、宜しくお願い申し上げます。 

 又、新規３４期生の皆様には、一人でも多くの入会を希望しています。 
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皆さんとご一緒に 

中村区 中村鯱城会 会⾧ 森島延夫 （33 文化 観て知る広報） 

今年 4 月に 2 年ぶりに「総会」を開催することができました。各委員

の方々の一生懸命の計画・アイデア、特に今年の方針としてウオーキン

グ会や軽い散歩を兼ねた食事会等が発表されました。これは「皆さんと

ご一緒に」体を動かし健康を維持することです。老齢化が進む中で、体

力の保持や心の健康をめざし、多くの人々が元気に顔合わせをできるこ

とを期待しています。 

 

頭と身体を使って元気に動き回りましょう 

中区 中鯱城会 会⾧ 堀田友三郎（33 健康 マジック） 

入会して二年間、清掃美化活動以外はほとんど何も参加できませんでし

た。ウィズコロナの時代になりましたが、元気に動き回る会にしたいと思

います。「スポーツも人生も後半戦がおもしろい」と言われますが、まさに

おもしろい後半戦にする場づくりをしたいものです。作品展（9/23-25）は

今年も開催予定です。全会員が積極的に行事に参加し、会員親睦、ボラン

ティア活動等で中鯱城会を活性化します。 

 

昭和鯱城会創立 30 周年記念と全役員留任 

昭和鯱城会 会⾧ 小川賢雄（31 陶芸 歩いて知ろう） 

令和 4 年 4 月 1 日で昭和鯱城会は創立 30 周年を迎えました。コロナ禍

の中で盛大な祝宴等は取止めて、6 月 1 日開業予定の昭和福祉会館への寄

付や会員のなじみの深い川名公園(防災公園)の記念植樹等を実施いたし

ました。本年度は昨年と同様に、会⾧を始めとして全役員が異例ではあり

ますが 3 期留任で難局を乗り切る事としましたので会員始め関係各所の

皆様方のご協力・ご指導を宜しくお願い致します。 

 

瑞穂鯱城会の魅力アッピールについて 

瑞穂区 瑞穂鯱城会 会⾧ 中村吉雄（32 地域 ハイキング） 

会員数減少がとまりませんが、ボランティア活動や同好会に参加してな

い会員さんとの交流は、ホームページや年に 2 回発行される瑞穂鯱城会便

りが文字どおり頼りです。先輩方の集まるランチ会や同好会に出来るだけ

参加し、参考になる意見を聞くよう心掛けて行きたいと思っています。ま

た、会⾧就任後初めてホームページや瑞穂鯱城会便りに投稿しましたが、

皆さん方にも魅力アッピール投稿を働き掛けたいと思います。 
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コロナ禍に負けないで 

熱田区 熱田鯱城会 会⾧ 橋本芳樹（32 地域 郷土史）  

わが会は会員数は多くありませんが、和気あいあいとまとまりの良い

会だと思っています。このコロナ禍の中、家に閉じこもることが我々高

齢者の若さと元気をいかに奪うのか、こんな時こそ感染対策に万全を期

して鯱城会に参加することが、老いにブレーキをかける原動力だと思い

ます。その為にはクラブやボランティア等に励み、又来春の卒業生にも

ご理解頂き、多数の入会者で熱田鯱城会を大いに盛り上げたいと思います。 

 

コロナ禍の中でも活動を！！ 

中川区 中川鯱城会 会⾧ 新田文代（31 健康 歩いて知ろう） 

昨年は、コロナ禍で各活動も中止が相次ぎました。しかし、中川鯱城

会の趣旨である親睦は、新しいクラブ（手品・ボーリング・歩こう会）

も発足してやっと軌道に乗ってきており、地域の清掃も前向きに進めて

参りました。今年度の中川鯱城会は、様々な行事活動を通じて、楽し

く、勉強になる、スポーツが出来ると、会員の皆様がさらに充実した毎

日を過ごせるように努力していきたいと思っていますので、共に頑張っていきましょう。 

 

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） 

今年も会⾧を務め、また役員も全員留任して頂きました。会員数は更

に減り 61 名です。仲間意識を高め、楽しい港鯱城会にと思っています。

去年はコロナ禍とは言え、対面の総会、日帰り旅行、忘年会を開催でき

ました。総会、忘年会では一度も面識のなかった 90 歳の先輩会員が出

席くださり、楽しい一時を過ごせました。今年は、ボランティア、各種

イベント等が更に開催され、新しい出会いを期待し、併せてコロナの終息を願います。 

 

南鯱城会(こなみ会)をもっと楽しもう 

南区 こなみ会 会⾧ 子安正昭 (32 園芸 ハイキング) 

令和 4 年度は、132 名の会員と新役員でスタートしました。会員減少の

中、まず 34 期生を入会へお誘いし、共に『南鯱城会(こなみ会)を楽しも

う』を合言葉に、会員の皆様と新担当役員皆一緒に知恵と工夫を凝らして

いきます。更により多くの会員の皆様が楽しく気楽に参加して頂けるよう、

研修行事・趣味の作品展・地域へのボランティア活動・同好会活動を進め、

親睦を深めていきたいと思います。     
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人と人を結びつける守山鯱城会 

守山区 守山鯱城会 会⾧ 谷口賢三（32 生活 重要文化財） 

会員 174 名の守山鯱城会では、「ボランティア活動」「同好会活動」

「地域活動」を 3 つの柱として活動しています。従来から実施する趣味

の作品展・各種講座などに加え、コロナ禍で実施できなかった社会見

学・落語会等も本年度で実現するべく、既に具体化が進んでいます。ま

た、鯱城会ホームページの活用やＬＩＮＥによるスムーズな連絡体制な

ど、会員同士の結び付きを大切にした会運営に努めて参ります。 

 

令和４年度 緑鯱城会の方針 

               緑区 緑鯱城会 会⾧ 髙野 孝（31 国際 水彩画） 

2 年間のコロナ禍で会員数の減少に歯止めが懸りません。2 年間で 76

名の会員減となり、会員数 225 名でスタートします。そのため令和 4

年度区会方針を「在校生との積極的な交流」とし、緑鯱城会の魅力を発

信して来春の入会者を増す事が、役員会の責務かつ急務であり、①同好

会への体験入会のすすめ、②各種行事への参加のすすめ（バスツアー、

ボーリング大会、趣味の作品展等）を考えます。 

 

和気あいあいの仲間づくり 

名東区 名東鯱友会 会⾧ 中西芳郎（32 地域 社会研究） 

鯱友会は会員数 213 名で 4 つの部門と、12 のクラブ・同好会があ

り、会員の皆々様の趣味に合わせた活動が出来る様にしています。また

区内を 19 のブロックに分け、各ブロックで連絡が密に取れる組織づく

りをしており、多くの会員情報を得る事ができています。コロナも多少

下降兆候が見受けられますので、今年度は、ボランテイア活動等の幅広

い分野での活動に「力」を注ぐ事が出来るかと思います。 

 

コロナ禍の中で出来る事 

   天白区 天白こじょう会 会⾧ 小島明（32 地域 旅行） 

コロナ禍の中で２年間副会⾧を務め、今年度の会⾧を拝命しました。

この２年間は殆どの行事が中止となってしまいましたが、天白こじょう

会では、今期のテーマの一つとして、「同好会の活性化」を目指します。

従来の同好会に加え、新しいサークルを増やし、会員の皆様の多くがコ

ロナ禍の中でも、健康で明るく楽しく参加出来る様な環境を作りたいと

思います。鯱城学園、鯱城会の皆様、ご指導を宜しくお願いします。 
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令和４年度 幹事会メンバー 
   総務グループ 

 

事業グループ   

 

令和４年度 鯱城会 区会会員数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村 内山幸夫（副幹事長） 31 地域 社会研究 

緑 廣瀬義忠（社会奉仕活動担当） 32 文化 たのしい短歌 

千種 細川 庸子 33 健康 初歩将棋 

中 朝日 司郎 33 地域 歩いて知ろう 

瑞穂 西谷 陽子 33 健康 社会研究 

中川 伊藤 君和 33 地域 パソコンﾍﾟｲﾝﾄ 

南 高島 洋一 33 福祉 郷土史 

守山 朝比奈 正 31 地域 健康ウオーク 

昭和 山崎浩一（副幹事長） 32 文化 コーラス 

熱田 伊藤 明（副幹事長） 32 環境 社会研究 

東  泉   雄 33 陶芸 ハイキング 

北 藤谷 修一 31 福祉 重要文化財 

西 河口 憲司 32 国際  天文気象 

港 原 容子 32 環境      重要文化財 

名東 安達 佳正 33 文化 郷土史 

天白 水本  進 30 国際 フォーク S 

  
令和 1 年 令和２年 令和３年 令和４年 減員数 

会員数 会員数 会員数 会員数 対 3 年 

  a  b ｄ e f=ｄ-e 

千種 290 283 256 229 △ 27 

東 88 79 63 53 △ 10 

北 212 181 165 149 △ 16 

西 162 144 127 113 △ 14 

中村 147 131 123 113 △ 10 

中 100 96 78 69 △ 9 

昭和 174 161 142 123 △ 19 

瑞穂 208 180 161 137 △ 24 

熱田 92 90 81 75 △ 6 

中川 248 242 208 174 △ 34 

港 76 76 67 61 △ 6 

南 164 157 149 132 △ 17 

守山 234 216 188 174 △ 14 

緑 312 301 263 225 △ 38 

名東 261 244 233 213 △ 20 

天白 228 210 192 172 △ 20 

合計 2996 2791 2496 2212 △ 284 
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１６区コーナー PART２  今回は昭和区がレポートします。 

昭和鯱城会「創立30周年記念植樹」 昭和鯱城会会⾧ 小川賢雄（(31期陶芸) 

昭和鯱城会は 16 区の中では最後の 1992 年(平成 4 年)4 月 1 日に創立され、30 周年を迎

えました。今年はコロナ禍の中で、盛大な式典等を断念し 30 周年記念事業の一環として

「記念植樹」を計画しました。植樹箇所は会員達が散歩等の場としても親しみ深い「川名

公園」で 2019 年(平成 31 年) 防災公園としての整備が完了した比較的新しい公園で 5.5ha

有る大きな公園です。防災公園

として災害時には臨時ヘリポー

トが設置され、植樹には高さ制

限等の規制も有りましたが、昭

和土木事務所始め関係者の助

言・ご指導があり 4 月 21 日に

植樹が完了しました。 

樹種は会員から推奨の有った

「ベニドウダン」で 4 月には赤

い小さな花と、秋には紅葉する

綺麗な樹木で、ひと際目立つ事と思います。 

 

 

ボランティア活動実績と計画 
【令和 3 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。３年度の年間活動状況は 9,546 回の実績でした。コロナ影

響によりとくに介護関係の活動は特定の区を除いて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。全体では前年の 8,071 回

より微増となりました。 

１．デイサービス・老人ホーム・介護    実績 1,871 回 （前年   974 回） 

２．環境美化・清掃・お花            5,597 回 （前年  5,117 回） 

３．社会福祉協議会・区民祭り等          970 回 （前年   581 回） 

４．その他（図書ボラ・ウィメンズマラソン等）  1,108 回 （前年  1,399 回） 

【令和４年度計画】 

１．鶴舞公園クリーンキャンペーン     １０月１日（土）予備日８日 

２．堀川清掃大作戦            １１月５日（土）予備日１２日 

３．名古屋ウィメンズマラソン       令和５年３月１２日（日） 
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実りある一年にしよう             鯱城学園学生会 会⾧ 村上孝雄 

鯱城会の皆様、こんにちは。学生会会⾧３４期の村上です。 

今年４月、新しい年度を迎え、学園の授業が再開されました。学生会

として、学園の伝統を受け継ぎ、次の代にその伝統を伝えていく事を意

識し新しい時代や変化する学園生の考え方、要望に柔軟に対応し、必要

な制度改革や課題解決に全力を注いでいきます。新たな取組みとして鯱

城学園のホームページ（ＨＰ）内に学生会のページを開設しました。鯱

城会の皆さんからもご意見を頂戴し、親しみやすく充実したＨＰにして

いきたいと思っています。行事については With コロナを意識して、『安全安心が第一』を

念頭に行動していきます。 

今年こそ、一年継続して学園での学びが達成されることを願うと共に、充実した一年と

なるよう学生会も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします 

 
令和４年度 鯱城学園生数 （令和 4 年 4 月 22 日現在） 

(１） １年は、令和２年度 35 期、３年度 36 期と合わせて、37 期とする 

(２） ２年は、令和２年、３年に退学者が出て、学園生が半減した 

  定員  １年  ２年   定員  １年  ２年 

    （37 期） （34 期）     （37 期） （34 期） 

環境 48 48 15 園芸 48 32 18 

国際 96 94 55 陶芸 40 37 12 

健康 96 93 37 美術 48 72 43 

生活 48 47 17 地域 96 92 56 

福祉 48 34 3 文化 96 48 25 

音楽 96 96 46 合計 760 693 327 

 

編集後記 
 高齢者等への定期的なワクチン接種というコロナ出口戦略がやっと見えた年度末が迫る
頃、21 世紀の文明国では起るべくもないとされた事態が欧州で発生し、人命損失ばかりか
食料とエネルギーに重大懸念が生じ、私達の生活にも大幅物価上昇の波が迫っています。 
 本号は年度始めの特集として、各区鯱城会の会⾧によるメッセー
ジを掲載しました。原稿を提供していただいた皆様には、紙面の都
合で不十分なスペースとなったことご容赦下さい。なお本誌は高齢
者に向けた情報誌ですので、文字は大きく、詠みやすくがモットー
ですが、時代の流れで電子情報とリンクした活用もあるのかと考
え、鯱城会ホームページの QR コードを右に記載しました。 


