
                   令和 3 年 9 月 6 日現在 

令和 3 年度【2021 年度】 鯱城会行事計画（変更後） 

□鯱城会  

●行事 

・ 第 20 回グラウンドゴルフ交歓会 ・・  １０月１３日（水） 

  場所 庄内緑地公園         中止決定 

・ 公 開 講 演 会      ・・・ １０月２１日（木） 

   場所 伏見鯱城ホール        中止決定 

・ 第４回１６区フェスティバル  ・・・ １１月 ２日（火） 

   場所 千種スポーツセンター     中止決定 

・ 第 12 回 OB 文 化 祭     ・・・令和 4 年３月８日（火） 

   場所 伏見鯱城ホール        中止決定 

●ボランティア 

・ 鶴舞公園クリーンキャンペーン ・・ １０月２日（土）予備日９日 

中止決定                 

・ 堀川清掃大作戦        ・・・１１月６日（土）予備日 13 日 

・                    中止決定 

・ 名古屋ウイメンズマラソン   ・・・令和４年３月１３日（日） 

                     実施予定  

●学園行事 

・ 入 学 式             ４月９日（金） 

・ 第２回 地域ミーティーング（対象３４期） 中止決定 

６月１４日（月）～ １８日（金） 

・ 第１回 地域ミーティーング（対象 35・36 期）中止決定  

１１月１７日（水）午後・１９日（金）午前 

・区会説明会 （対象３４期）    中止決定 

令和４年１月２１日（金）午前 

・鯱城会入会申込日（対象３４期）  中止決定 

令和４年２月 16 日（水）・２月１8 日（金） 



令和３年度　鯱城会全体計画 2021.9.6現在

月 日（月） 時間　 　　会議名 場所 出席者

4 　  5（月）　10～12 臨時 代議員会・幹事合同会議 ８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

5 　10（月）　13～15 第1回 代議員会（幹事会10～12）中止

令和3年度人事予算方針など書面議決

6 　 7（月） 　13～15 第2回 代議員会（幹事会10～12）中止 ８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

14日～ 午前または

　～18日 　　午後

　21（月）　10～12 第1回 社会奉仕活動担当者会議　 ８Ｆ第２会議室 担当者・幹事

　延期して７月26日に実施済

　21（月）　13～15 第1回 ホームページ担当者会議 ８Ｆ第２会議室 担当者・幹事

　延期して8月30日に実施予定

7 　 5（月） 　13～15 第3回 代議員会（幹事会10～12） ８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

　７月12日に第１回として実施済

　 6（月） 　13～15 第4回 代議員会（幹事会10～12） ８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

  第2回として実施済

　13（月）　13～15 第2回 社会奉仕活動担当者会議　中止 ８Ｆ第２会議室 担当者・幹事

　 2（土） 　10～12 鶴舞クリーンｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（予備9日）中止 鶴舞公園 参加者

　 4（月） 　13～15 第5回 代議員会（幹事会10～12）中止 ８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

　13（水）　10～13 グランドゴルフ交歓会　中止 庄内緑地公園 参加者

　18（月）　10～12 第2回 ホームページ担当者会議 ８Ｆ第２会議室 担当者・幹事

　21（木）　13～16 公開講演会　　中止 ５Ｆ伏見ホール 担当者・幹事

11 　 1（月） 　13～15 第6回 代議員会（幹事会10～12） ８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

　 2（火） 　10～15 １６区フェスティバル　中止 千種スポーツＣ 参加者

　 6（土） 　10～12 堀川清掃大作戦（予備13日）中止 堀川沿い 参加者

　17（水）　午後

　19（金）　午前

12 　  6（月）　13～15 第7回 代議員会（幹事会10～12） ８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

　17（月）　13～15 第8回 代議員会（幹事会10～12） ８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

　21（金）　10：45～区会説明会（対象３４期生）中止 ５Ｆ伏見ホール 各区会

2 　 7（月） 　13～15 第9回 代議員会（幹事会10～12）

令和4年度鯱城会会長選挙

　14（月）　10～12 第3回 社会奉仕活動担当者会議 ８Ｆ第２会議室 担当者・幹事

　14（月）　13～15 第3回 ホームページ担当者会議 ８Ｆ第２会議室 担当者・幹事

　16（水）　午前 ７Ｆ会場 各区会

　18（金）　午後 各クラス 幹事

3 　 7（月） 　13～15 第10回 代議員会（幹事会10～12）

会計監査

　 8（火） 　10～15 鯱城会ＯＢ文化祭　中止 ５Ｆ伏見ホール 参加者

　13（日）　午前中 名古屋ウィメンズマラソン コース沿道 参加者

＊幹事会は、代議員会開催日の午前10時より開催。

＊鯱城会かわら版は、７月、12月、3月の代議員会にて配布予定

８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

各区会

各区会

鯱城会入会申込日（対象34期生）中止

10

８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

８Ｆ第２会議室 代議員・幹事

9

1

地域ミーティグ（対象34期生）中止 各区会場

地域ミーティグ（対象35,36期生）中止 各クラス



令和３年度　鯱城会行事　実行委員会計画表
2021.9.6現在

グラウンドゴルフ交歓会　第20回　中止決定
月 日 時間　 場所 出席者

5 　24 (月）  10～12 第　1回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

6 　14 (月）  10～12 第　2回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

7 　12 (月）  10～12 第　3回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

8 　30 (月）  10～12 第　4回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

9 　27 (月）  10～12 第　5回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

10 　13（水） 10～13 庄内緑地公園 参加者

　中止決定 実行委員・幹事

16区フェスティバル　　第４回　中止決定
月 日 時間　 場所 出席者

5 　24 (月）  13～15 第　1回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

6 　28 (月）  10～12 第　2回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

サポーター

7 　19 (月）  10～12 第　3回 委員会　実施済 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

8 　23(月）  10～12 第　4回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

9 　13 (月）  10～12 第　5回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

サポーター

10 　25 (月）  10～12 第　6回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

サポーター

11 　　1（月） 　13-17 フェスティバル現地準備日 千種スポーツ 実行委員・担当幹事

中止 センター サポーター

11 　　2（火） 　9-15 千種スポーツ 参加者

センター 実行委員・幹事

　中止決定 　 サポーター

ＯＢ文化祭　　　　第12回　　中止決定

月 日 時間　 場所 出席者

9 　 27（月）  13～15 第　1回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

10 　 25（月）  13～15 第　2回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

11 　 15（月）  10～12 第　3回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

12 　 13（月）  10～12 第　4回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

1 　 24（月）  10～12 第　5回 委員会　中止 ８Ｆ第２会議室 実行委員・担当幹事

2 　 24（木）  13～16 リハーサル　1回目中止 ５Ｆ伏見ホール 参加者

3 　　3（木）  13～16 リハーサル　2回目中止 ５Ｆ伏見ホール 実行委員・幹事

3 　　8（火）  10～15 参加者

　中止決定 実行委員・幹事
５Ｆ伏見ホール鯱城会ＯＢ文化祭

　　会議名

グランドゴルフ交歓会　

　　会議名

16区フェスティバル

　　会議名


