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「みんなで築こう、楽しい花水木」 

               花水木鯱城会会長 片山 敦久（27期園芸） 

 

平成 28 年度に引続き花水木鯱城会会長をする事になり

ました、27 期片山敦久と申します。28 年度は多数の皆様

のご支援、ご協力ありがとうございました。厚く御礼申し

上げます。来年度は後輩に無事バトンを渡すことができま

すよう、精一杯努力してまいりますので、会員の皆様の今

まで以上のご支援、ご協力を賜りますよう よろしくお願

い申し上げます。 

さて私達が卒業した鯱城学園では、この春新たな取り組

みとして「再入学」制度が実施されました。32 期生 760 名の内約 100 名が再入学生

として、新たに勉学に励む事となったのです。 

私達花水木鯱城会の会員の皆様も、「再入学」をされる人以上に大変元気で、年齢を感

じさせない行動力を持って活躍している人も多数おみえになります。そしてこの 4月

新たに入会された 34 名の 30 期生を含め、花水木鯱城会は 321 名の会員数となりま

した。大所帯を運営していくことは、いろいろ問題もありますが諸先輩が築いてこら

れた伝統を引き継ぎ、新入会員の新しい風を取り入れ、次の期生へと引き継いでいく

ことが私の大きな役割であると思っております。昨年度私は、“1人１役みんなで築く

花水木”をキャッチフレーズで活動してきましたが、29年度におきましても全員で築

いていくといった方針は堅持し、より多くの皆様が活動していただけるよう、“楽し

い花水木鯱城会”もプラスし活動していきます。その為には、地域会活動の充実や同

好会の新規立ち上げ、花水木鯱城会全体での活動を見直す必要があります。特に今年

度新たに加入しました 30 期生におきましては、同期会を充実させ同期の中でお互い

が自主性を持って役割分担し、花水木鯱城会に新しい風を起こすよう導きたく思って

おります。 

会員の皆様におきましては、健康に留意していただき、時間を調整のうえ活動に参

加いただきますようお願い致します。29年度の主な活動は下記となっております。 

１．バスツアー２回（5月 26日（金）静岡方面  11月 10日（金）長野方面） 

２．社会見学 1回（7月 14日（金） 三河方面） 

３．作品展（10月 24日～10月 29日） 

４．清掃活動（茶屋ヶ坂公園、鹿子公園）、デイサービス、コーヒーサービス 

上記以外にも多くの活動を予定しております。「会員相互の交流と親睦を図り、健康

で充実した人生」を目指して、“皆で築く楽しい花水木鯱城会”を育てようではありま

せんか。 

多数の皆様の行事参加をお待ちしております。皆様のご支援とご協力を宜しくお願い

申し上げます。 



担当 行事名 開催日 内容 参加者

運営委員会 原則として毎月第一火曜日 運営委員会１２回開催（富士見台会館） 290

役員会 原則として毎月第四火曜日 役員会12回開催　　（富士見台会館：9ガス燈：3） 94

総 総会・懇親会 平成28年4月12日 総会・２９期生歓迎懇親会（ルブラ王山） 107

務 地域ミーティング 平成28年5月25日 地域活動について意見交換（31期生48名参加）　学園 65

委 地域ミーティング 平成28年6月20日23日24日 地域活動実践体験（29期生参加48名）　社協 57

員 同好会代表者会議 平成28年8月23日 同好会代表者と役員会との意見交換（ガス燈） 23

会 地域ミーティング 平成28年11月30日 地域活動について意見交換（31期参加34名）　学園 57

忘年会 平成28年12月6日 運営委員会忘年会　　　（かごの屋） 24

新年懇親会 平成29年1月6日 平成28年新年懇親会（木曽路瓦町店） 96

29期生区会説明会 平成29年1月27日 30期生区会入会説明会　対象61名参加42名　学園 56

29期生懇親食事会 平成29年3月4日 30期生懇親食事会 入会者対象35名 参加８名　ガス燈 8

29期生入会後説明会 平成29年3月14日 30期生入会後活動説明会　入会者対象35名参加17名　社協 32

新運営委員説明会 平成29年3月22日 30期生　新運営委員への説明会（富士見台会館） 30

地域 地域長会議 平成28年6月28日 地域長・幹事と花水木鯱城会役員との懇談会 15

委員会地域長会議 平成29年1月24日 地域長・幹事と花水木鯱城会役員との懇談会 17

平成28年5月10日発行 72号　24頁　カラ－1頁　総会特集・新役員紹介　 490

平成28年8月2日発行 73号　22頁　カラー1頁　29期生座談会特集 430

平成28年11月1日発行 74号　22頁　カラー3頁　同好会・鯱城会だより 480

平成29年2月7日発行 75号  22頁  カラー9頁　趣味の作品展・新年懇親会 420

ディサービス支援 毎週　　　月～金 高齢者介護支援（千種区在宅介護サービスセンター）２月度迄 520

コーヒーサロン ２回/月 コーヒーサービス（千種区社会福祉協議会）２月度迄 236

児童館支援 12回/27年度 遊び横丁支援・赤ちゃん記念（千種児童館）２月度迄 45

社 子育てサロン支援 12月1日～12月24日 サンタクロース派遣活動（14学区１5ケ所） 39

会 昔遊びボランティア 平成28年1月13日 児童とのふれあい（大和小学校） 7

奉 千種区区民祭り 平成28年10月2日 平和公園会場整理ボランティア 10

仕 愛護会活動 毎月第一日曜日 茶屋ヶ坂第３公園清掃（実行：各地域会）　２月実績迄 114

委 愛護会活動 毎月第三日曜日 鹿の子公園清掃　 　（実行：各地域会）　２月実績迄 94

員 クリーンキャンペーン 平成28年6月4日 全市一斉クリーンキャンペーン（千石地区清掃） 17

会 名古屋ウイメンズマラソン 平成29年3月12日 コース整理（古出来町交差点付近） 32

鯱城会活動参加 平成28年11月5日 堀川清掃 14

鯱城会活動参加 平成28年10月15日 鶴舞公園清掃 24

こころの絆創膏 平成28年9月9日 金山総合駅で広報支援活動（ビラ配り） 8

こころの絆創膏 平成29年3月3日 金山総合駅で広報支援活動（ビラ配り） 5

福祉街頭募金活動参加 平成29年2月25日 栄駅周辺で街頭募金活動（名古屋市子育て支援基金） 5

バスツアー 平成28年5月27日 東尋坊と永平寺バスツアー 36

行 バスツアー 平成28年7月15日 社会見学「はんだ蔵のまち散策」バスツアー 36

事 社会見学バスツアー 平成28年11月25日 湖東三山紅葉めぐりバスツアー 42

委 平成２８年１2月13日～ 第１3回趣味の作品展　　94作品 来場者

員 平成28年12月18日 　　　愛知芸術文化ホールB2 589

会 特別講演会 平成29年1月11日 名古屋城の歴史と本丸御殿・天守閣の文化価値　（社協） 29

グラウンドゴルフ 平成28年9月27日 第１5回鯱城会グラウンドゴルフ交歓会 18

平成28年4月1日～平成29年3月31日　

広報
委員
会

花水木だより編集

趣味の作品展

平成28年度花水木鯱城会事業活動実績



(単位：円）

予算額 決算額 予算額 決算額

年 普通会員 302名 457,500 453,000 200,000 169,557

会 特別会員 25名 12,500 12,500 60,000 67,558

費 計 327名 470,000 465,500 165,700 165,414

82,000 84,000 94,500 92,472

72,000 72,000 120,000 57,372

66,000 69,100 99,000 97,500

0 252 35,000 18,692

254 29 155,800 0

239,746 239,746 0 262,062

930,000 930,627 930,000 930,627

(単位：円）

予算額 科　目 予算額

普通会員 300名 総務費 144,000

特別会員 25名 行事費 60,000

462,500 計 325名 広報費 160,000

70,000 30期生2,000円 35名 社会奉仕費 74,500

72,000 名古屋市緑政土木局 地域費 110,000

66,000 鯱城学園　町づくり推進室 鯱城会 97,500

438 雑　費 24,500

262,062 予備費 262,500

933,000 合　計 933,000

5

地域会関連費用

本部納入金（1名/300円）

振込み手数料等

入　会　金

愛　護　会

補　助　金

雑　収　入

前年度繰越金

合　　計

ユニフォーム、公園清掃等

  合　　　　　計

雑　　　収　　　入

前 年 度 繰 越 金

   合　　　　　　計

花水木だより関連費用

年　会　費

会議、総会、新入会員歓迎等

バス旅行、作品展関連費用

摘　　　要 摘　　　要

平 成 29 年 度  予 算 書

（平成29年4月1日　～　平成30年3月31日）

　収　　入　　の　　部 支　出　の　部

科　目

行　　事　　費

広　　報　　費

社 会 奉 仕 費

予　　備　　費

翌 年 度 繰 越 金

平 成 28 年 度  決 算 書

（平成28年4月1日　～　平成29年3月31日）

科　　　　目

入　　　会　　　金

地　　域　　費

鯱　　城　　会

雑　　　　　費

　収　　入　　の　　部 支　出　の　部

愛　　　護　　　会

助　　　成　　　金

寄　　　付　　　金

科　　　　目

総　　務　　費



月 日（曜日） 行事名 場所 出席者 担当

4日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

4 12日（水） 総会・30期歓迎会 ルブラ王山 会員希望者 総務

25日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

2日（火） 運営委員会・「花水木だより76号」発行 富士見台会館 役員・運営委員 総務・広報

5 23日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

24日（水） 地域ミーティング(第1回 32期生)　13:30 鯱城学園主催 役員・運営委員 総務

26日（金） バスツアー（大河ドラマゆかり地めぐり） 静岡　袋井市 会員希望者 行事

3日（土） 全市一斉クリーンキャンペーン 未定 会員希望者 社会奉仕

6日（火） 運営委員会・運営委員歓迎親睦会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

6 22・23日 地域ミーティング　31期生53名　　10～12時 社協 役員・運営委員 総務

27日（火） 役員会 ガス燈 役員 総務

27日（火） 地域長会議　　１３時～ ガス燈 役員・地域長・幹事 地域委員長

4日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

7 14日（金） 社会見学（みそ蔵・寺院巡り） 三河 会員希望者 行事

25日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

1日（火） 運営委員会・「花水木だより77号」発行 富士見台会館 役員・運営委員 総務・広報

8 22日（火） 役員会 ガス燈 役員 総務

22日（火） 同好会代表者懇談会　　１３時～ ガス燈 役員・同好者代表 総務

5日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

26日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

3日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

7日（土） 鯱城会クリーンキャンペーン 鶴舞公園 会員希望者 社会奉仕

10 24～29日 第14回「趣味の作品展」　　23日：搬入 愛知芸術文化センター会員希望者 行事

24日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

31日（火） 鯱城会　第16回GG交歓会（予備11/7） 競技場（未定） 会員希望者 行事

4日（土） 堀川クリーンキャンペーン 未定 会員希望者 社会奉仕

7日（火） 運営委員会・「花水木だより78号」発行 富士見台会館 役員・運営委員 総務・広報

11 10日（金） バスツアー（紅葉とりんご狩り） 長野駒ケ根市 会員希望者 行事

24日（金） 地域ミーティング(第2回 32期生)　13:30 鯱城学園 役員 総務

28日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

5日（火） 運営委員会・運営委員忘年会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

13日（水） 16区フェステバル（10:00～）鯱城会主催 中村スポーツ 会員希望者 行事

26日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

9日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

30年 12日（金） 新年懇親会 木曽路瓦町店 会員希望者・30期生総務

1 中旬 講演会（予定） 社協 会員希望者 行事

23日（火） 役員会 ガス燈 役員・新役員 総務

23日（火） 地域長会議　　１３時～ ガス燈 役員・地域長・幹事 地域委員長

26日（金） 31期生区会入会説明会 鯱城学園 役員・運営委員 総務

6日（火） 運営委員会・「花水木だより79号」発行 富士見台会館 役員・運営委員 総務・広報

27日（火） 役員会 富士見台会館 役員・新役員 総務

3日（土） 懇親食事会（3１期生対象） 10:30～ ガス燈 役員・運営委員 総務

6日（火） 運営委員会　運営委員打上 富士見台会館 役員・運営委員 総務

11日（日） ウイメンズマラソンボランティア 未定 会員希望者 社会奉仕

3 13日(火） 入会後活動説明会（31期生対象）　13時～ 社協研修室 役員・運営委員 総務

22日（水） 新運営委員　説明会 富士見台会館 役員・新役員 総務

30日（金） 総会準備 社協 役員・新役員 総務

27日（火） 役員会 富士見台会館 役員・新役員 総務

4 11日（水） 総会・31期歓迎会 ルブラ王山 会員希望者 総務

　ボランティア活動（清掃活動、ディーサービス支援活動　など）については、別途計画により実施

　運営委員会：第一火曜　役員会：第四火曜　 午前１０時～ 鯱城ニュース　：　7月1日　12月1日

平成29年度　花水木鯱城会　活動計画

2

12

9

平成29年4月1日



No 氏名 担当 期 学科 クラブ 電話 学区

1 　片山　　敦久
会長

地域委員長
27 園　芸 国際文化 711-3802 振　甫

2 　大塚　　雅和 副会長 28 福　祉 重要文化財 723-5663 千種台

3 　松川　　正信
副会長

行事委員長
29 地域B 広報研究 781-2170 城　山

4 　伊藤　　陽子 総務委員長 29 陶　芸 パソコン 723-1522 城　山

5 　福田　　由美子 広報委員長 28 福　祉 将棋 741-3488 今　池

6 　脇所　　耐 社会奉仕委員長 29 生活B 絵手紙 722-6144 振　甫

7 　白木　　久雄 会計委員長 29 生活A 将棋 711-2655 城　山

8 　三輪　　淳一
総務委員
鯱城担当

29 国際B パソコン 761-5588 若　水

9 　原　　　和夫 総務委員 29 国際B 旅行 764-7933 千種台

10 　伊藤　　正武 総務委員 29 国際B 健康ウォｰク 763-4691 城　山

11 　村田　　久良 総務委員 29 健康A 国際文化 735-0699 今　池

12 　丹羽　　直美 総務委員 29 国際B 重要文化財 751-8802 若　水

13 　二宮　　敏夫
総務委員
鯱城担当

30 福　祉 健康ウォｰク 753-1661 若　水

14   稲熊 　宏章 総務委員 30 国際A 英会話 733-5785 今　池

15   岡本　 政廣 総務委員 30 園　芸 囲碁 741-4749 今　池

16   高島 　賢治 総務委員 30 地域B 広報研究 762-0195 城　山

17   飯田 　蓮子 総務委員 30 陶　芸 万葉散歩 721-1994 千種台

18   中嶋　 健 総務委員 30 国際A 囲碁 938-6887 東　星

19 　後藤　　基之 社会奉仕委員 29 健康B ハイキング 741-0010 若　水

20 　田口　　聖子 社会奉仕委員 29 健康A フラダンス 721-4835 千種台

21 　石山　　恒明 社会奉仕委員 30 地域B 郷土史 751-2646 城　山

22 　山田　　勝祥　 社会奉仕委員 30 福　祉 ﾏｼﾞｯｸ 751-6339 城　山

23 　稲垣　　博史 行事委員 29 環　境 天文気象 781-7671 東　星

24 　吉川　　のり子 行事委員 29 地域A 天文気象 711-4315 振　甫

25 　高木　　収 行事委員 30 地域B 重要文化財 090-3483-4369 城　山

26 　福島　　好明 行事委員 30 文化Ａ 健康ウォｰク 364-9411 千種台

27 　林　　　道子 行事委員 30 環　境 　社交ダンス 725-8608 千 種

28   吉村　　勝幸 広報委員 28 地　域 天文気象 735-3320 今　池

29 　関口　　嘉奈子 広報委員 29 地域A 天文気象 721-8728 千種台

30 　大村　　悦郎 広報委員 30 生活A 社会研究 723-1006 振　甫

31 　筒井　　孝志 広報委員 30 地域A 郷土史 722-6343 千 種

32 　亀山　　秀雄 会計委員 30 地域B 太極拳 731-5186 今　池

33 　清水　　勝昭 会計委員 30 地域B 太極拳 731-9310 今　池

34 　照井　　歌子 会計委員 30 地域B 郷土史 763-3164 若　水

35 　堀　　　　照雄 会計監査 28 園　芸 将棋 741-1430 今　池

36 　長谷川　信三 会計監査 28 環　境 重要文化財 719-4133 振　甫
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平成 29年度総会盛大に開催 

 

平成 29 年度花水木鯱城会総会

が 4 月 12 日(水)ルブラ王山「葵

の間」で開催された。総会には、

3 期の岡嶋兼松氏(生活)をはじめ

106名の会員が出席されました。 

開会に先立って、28年度に亡くな

られた 6名の会員の方に対し黙祷

を捧げました。 

そして始めに片山会長より、

「花水木鯱城会は地域長・同好会代表者の皆様のご協力により会員相互の楽しい活動

に支えられている」の言葉と挨拶、引き続き千種区社会福祉協議会事務局長三浦様よ

り「会員の皆様へ地域活動ご協力への御礼と楽しい活動を継続する事が大事」の言葉

と挨拶が行われました。議事に入り、議長に片山会長が指名され、議案にしたがい議

事が進行。片山会長より「平成 28年度事業報告」「平成 29年度事業計画（案）」が報

告されました。引き続き堀会計委員長

より「平成 28年度決算報告」「平成 29

年度予算計画（案）」の報告、大畠会計

監査役と増田会計監査役より「28年度

会計監査報告」がありました。その後 

「２９年度役員」及び「会則改定」が

提案され、それぞれ原案どおり全員の

拍手により承認されました。 

続いて、片山会長より“みんなで築く、楽しい花水木”のキャッチフレーズを基に、

29 期生や 30 期生らの新しい風を活動に取り入れ、楽しい花水木鯱城会をめざしたい

との挨拶がありました。その後、片山会長より平成 29 年度の会計監査を堀前会計委

員長と長谷川前会計委員にお願いすることが紹介され、引き続き 29 年度運営委員 27

名が紹介されました。 

その後、継続会員の表彰に移り、会員歴 10年になら

れた 20 期生の方々に片山会長から記念品の贈呈がな

されました。当日は４名の受彰者が出席され、水野茂

樹氏（文化Ａ）が代表して感謝の辞を述べられました。 

予定通り総会が終了し 29年度の船出となりました。 

午後からは、会場を「飛翔の間」に移して「30期生歓

迎懇親会」が開催されました。 

                       大塚 雅和（副会長 28 期福祉） 
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♡ ♡ 30期生歓迎懇親会開催 ♡ ♡ 

 平成 29 年度総会が静寂に

行われた後、10 分間の休憩を

挟んで、隣室に用意された宴

会場へと総勢 105名が、速や

かに移動。 

地域毎の円卓に着席。真面目

な顔から穏やかな顔へとリ

ラックスされた様子。 

11 時 50 分総務委員長の司会

進行で宴が始まりました。 

片山会長から 3 本の柱（地域会、同好会、運営委員会）の重要性と、計画する人も

参加する人も「楽しく」をモットーにして欲しいとのお話がありました。 

 乾杯の音頭を 10 年継続会員表彰者の瀬川一彌様に頂き、会食に入りました。 

あっという間に席を離れ交流が始まり賑やかな雰囲気に包まれました。 

 30 期生の 14 名が壇上に上がり、自己紹介と学

生歌を披露、二宮敏夫様が代表挨拶をされました。 

 その後、特別会員の吉田先生から「なごみの散歩

道」の紹介が在りました。 

今年のアトラクションは、広報委員長の福田さ

んが参加をされている手話サークル「ひまわりの

会」の手話コーラス。3 曲披露していただきました。そのうちの一曲「そして想い出」

は、耳の不自由な方たちの為に、日本で初めて作られた歌だと知りました。 

一緒に手を動かして、手話で歌ってみえる方もあ

りました。 

 行事委員会計画の静岡県袋井市 NHK 大河ドラ

マゆかりの地をめぐるバスツアーのお誘いもあり

ました。  

宴もたけなわで、いよいよカラオケタイムの歌手デビ

ュー。プロ歌手顔負けの方から、難しい外し方で笑い

を取るテクニック上手の方まで様々。リクエスト曲を

たくさん残しのど自慢終了。 

明るく楽しくみんなで築く花水木鯱城会にふさわし

く、最後に全員で手を繋ぎ大きな輪で「青い山脈」を

歌い、大塚副会長の一本締めで、中締めとなりました。 

花水木丸は、雄々と日本晴れの大海原へと船出してまいります。 

会員の皆様、安全航海の道しるべをよろしくお願いいたします。 

総務委員長 伊藤 陽子（29 期 陶芸） 
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10年継続会員代表挨拶 

 

10年を顧みて想うこと 

 

                          水野茂樹（20 期 文化 A） 

 

平成 19年 4月に花水木鯱城会に入会以来早くも 10年を 

迎える。花水木は平成 3年 4月に 40名程で発足され、今年で 

26年になる。当時の先輩方のご苦労の程が想像されるが、 

お陰でこの会も年々会員も増え益々盛大になって来ている。 

当時運営委員に携わっていた 23年には花水木創立 20周年の 

節目を迎え、委員の仲間たちとお互い知恵を絞り合って 

記念行事を実施した記憶が印象に残っている。 

 

発足当初より連綿と続けられてきた茶屋ヶ坂公園の清掃活動を記録に残すべく、 

ハナミズキの記念植樹、会員増加に伴う学区別地域会の創立等、当時の出来事が懐か

しく蘇えってくる。季節になると公園のハナミズキが可憐な花を咲かせてくれる。 

 学生時代の横の繋がりと、花水木に入会してからの縦の繋がりのお陰で幅広く仲 

間が出来、毎日を何とか楽しく送ることが出来ている。 

これからは、心身ともに健康であるために、自ら進んで頭を使う趣味をもち、一 

日一日を大切に生きたいと思う。高齢者にとって頭や体を使う趣味や人間関係があ 

れば幸せを感じながらしっかりと生きていける。良き友と人脈のお陰で人生を心豊 

かに送ることが出来る。 

 

 老いの時間とは、楽しみをいくつも見つけるための時間であり、老いを楽しむ原 

動力は行動である。老いの孤独に耐え、恨まず悲しまず受け入れる心構えを造って 

おかねばならない。どうなろうとも悪あがきせず、終末を迎える事が出来る様に、 

これからが人生最後の修行の時である。 

どんなに頑張ってもやがて人は老いて枯れる。 

 犬は老いてもわが身の老いを嘆いたり将来を思い煩ったりせず現在を満足して懸 

命に生きている。 

 

 ただ、「今ここにある自分に満足すること」である。 
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★ ★ ★20期 10年継続会員の方々のお言葉★ ★ ★ 

 

                   地域 瀬川 一彌 

 花水木鯱城会に参加して 10年。経過すると早いものです。運営委

員会で大勢の方々と面会できたことは何よりの財産です。仕事は忘

れても、人は忘れるな！の信念のもとお付き合いをしましたが、80

歳を過ぎるとボケにもなり、お目にかかって忘れていたらお許し下

さい。   

 

 

「鯱城学園」と「敬老パス」       陶芸 板倉 輝武 

「鯱城学園」と「敬老パス」。これさえ揃えば天下御免。高齢社会を生

き抜くパスポートです。私も学園を卒業して早くも 10 年ですが、2 年

間の学園生活で得た人の輪、趣味や生活行動範囲の広がりには計り知

れないものがあります。まだまだ元気で頑張るぞ！！ 

 

 

文化 B 佐々木 壽美子 

「花水木鯱城会」に入会して 10年、ありがとうございました。

広報委員を 3 年間努め、花水木鯱城会「二十周年記念誌」の発行

にも関わることができました。充実した思い出に感謝しています。 

今後も、茶屋ヶ坂第 3 公園・鹿子公園・鶴舞公園などの清掃ボラ

ンティア、キラキラサンタボランティア、趣味の作品展出品など

に参加したいと思っています。よろしくお願いいたします。  

 

 

「10年を顧みて」             美術 小澤 一隆 

振り返ってみると、多くの方と知り合い充実した、あっという間の

10年でしたが、これからの 10年は大変永く感じられます。 

現在、地域活動に従事し、カルチャー教室に通い、「水彩画」「男の料理」

に挑戦しています。また、長年続けているテニスは毎週土、日曜日、ゴ

ルフは、月に 3～4回楽しくプレーしています。好きな事ができる幸せ

を感じている今日このごろです。 
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★ ★ ★ ★ ★ ★ 

 

 

 園芸 近藤 倖祐 

花水木鯱城会に入会し、色々な方との出会いがありました。現在は、地域会に年 

3回程参加し、生花、茶道を楽しむ会にも月一回参加させていただき楽しんでいます。

他に守山陶芸クラブで月 3回作陶に励んでいます。    

 

文化 B 岩田 秋子 

2005 年高年大学に入学してから、私の老後は青春が舞い戻ったよ

うに充実しておりました。学校の行事の運動会の応援合戦、文化祭に

參加するために、一生懸命踊りを習い覚え、舞台に立ったこと、その

ひたむきさは青春ですよね。 

卒業してからも、毎週火曜日グランドゴルフに二時間程、玉に集中。

なにも考えずに楽しんでプレーしております。 

組や地域の方たちとの食事会や、行事による交友は、老後の楽しみです。 

永六輔の言葉 「人間、今が一番若いんだよ。明日より今日の方が若いんだから。 

いつだって、その人にとっては、今が一番若いんだよ。」 

 

健康 平栗 厚子 

卒業した時には遠い彼方のことと思っていた 10 年、なんと速かっ

たことでしょう。この間 地域会の催し、同好会などでの経歴、年齢

を超えた出会いに感謝しています。次なる 10 年後(？)を楽しみに出

会いを大切に有意義なときを過ごしたいものです。 

                      

 

 

このほかの 10年継続会員のご紹介 : 水野 珠枝(文化 A)、小島 和子(生活 A) 

 

 

 

 

 

 

＊原稿依頼にご快諾、ご送付いただきありがとうございました。 

また、温かいお言葉も添えていただき、本当に活力の源となります。 

感謝を申し上げます。               広報委員会＊ 
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社会奉仕だより 

社会奉仕委員会 

多くの皆さんのご支援ありがとうございました。 

引き続き変わらぬご支援をお願い申し上げます 

ボランティア活動実績〈平成２８年 4月～平成２９年 3月〉 

 項   目 4 月~12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 

1 ディサービスの支援  445 38 38 40 561 

2 コーヒーサロン運営 191 25 19 18 253 

3 茶屋ケ坂第３公園清掃 102 5 3 18 128 

4 鹿子公園清掃 83 7 8 16 114 

5 

児童館支援 

アルバムカフエ 
5 3       8

8 

    幼児おもちゃづくり 17    17 

七夕飾りづくり    8     8 

ハロウイン 5    5 

クリスマス工作 7    7 

ハッピーグルメチャンピオン    2 2 

  

6 

名古屋市市一斉清掃 16    16 

こころの絆創膏 8   5 13 

区民まつり   10    10 

サンタクロース派遣 40    40 

街頭募金ボランティア   5  5 

7 

鶴舞公園清掃 14    14 

堀川清掃活動 14    14 

ウイメンズマラソン支援    30 30 

図書館ボランティア 45    45 

学園サポーター 10    10 

昔遊びボランティア               7 

 

  7 

    合  計 1020 85 73 129 1307 
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ディサービス介護活

動 

環境美化・清掃 千種児童館支援 その他 

ディサービス介護 

月曜日から金曜日 

千種社会福祉協議

会 

コーヒーサロン運営 

月 2 回サービス支援 

4 月 

7 日(金)・19 日

(水)  

5 月 

8 日(月)・25 日

(木) 

6 月  

6 日(火)・23 日

(金) 

7 月 

12 日(水)・18 日

(火) 

8 月 

10 日(木)・21 日

(月) 

9 月 

   8 日(金)・20 日

(水) 

10 月 

10 日(火)・26 日

(木) 

11 月  

6 日(月)・24 日

(金) 

12 月  

6 日(水)・18 日

(月) 

1 月 

11 日(木)・22 日

(月) 

2 月 

9 日(金)・21 日

(水) 

3 月 

市一斉クリーンキャンペ

ン 

6 月 3 日（土） 

 

茶屋ケ坂第 3 公園 

第 1 日曜日 8 時 30 分

～ 

 

鹿子公園 

第 3 日曜日 8 時 30 分

～ 

鶴舞公園清掃 

10 月 7 日(土) 

堀川清掃 

11 月 4 日（土） 

 

 

 

 

思い出アルバムを作ろう 

4 月 13 日(木) 9：30~ 

 

こどもの企画うまい棒タワー 

5 月 5 日(金) 9：00~ 

13：30~ 

オセロ大会 

6 月 4 日（日）9：30～           

七夕飾り 

7 月 1 日（土）14：00~ 

こどもの町 

9 月  9 日（土） 

9 月 10 日（日） 

おもちゃづくり 

10 月 12 日（木） 

9：30~ 

ハロウイン 

10 月 31 日(火)10：00 

思いでアルバムを作ろう 

11 月 17 日(金)9：30 

冬の工作 

12 月 2 日(土)9：30 

お正月遊び 

1 月 6 日(土)13：00 

こころの絆創膏 

年 2 回 9 月・3 月 

区民まつり支援 

10 月 1 日（日） 

吹上公園 

サンタクロー派遣 

17 ヶ所コミセン    

街頭募金ボランティ

ア 

 栄地区 

昔あそびボランティ

ア 

名古屋 

ウイメンズマラソ

ン 

3 月 11 日（日） 

図書館ボランティア 

学園サポーター 

 

 



平成 29年 4月～平成 30年 3月のボランティア活動 

 

♡ ♡ ♡「こころの絆創膏」キャンペーン ♡ ♡ ♡ 

皆さん、ちょっと重い話題ですが、最近名古屋市で 1 年間に何人の方が自殺する

かご存知でしょうか。ここ 5 年間の自殺者数は、 400 人台で推移しています（名古

屋市の公式ホームページから）。毎年 3 月に名古屋市（健康福祉局）が身近な人の

悩みに気づき、相談を促すことで、絆を広げていくことを目的とする「こころの絆

創膏」キャンペーンを実施しています。絆創膏とは、「絆（きずな）・創（つくって

）・膏（こう）」のキャッチフレーズです。今年は、 3 月 3 日 17:30 から金山総合駅

コンコースにて、名古屋市職員 、交通局、JR・名鉄駅員と我が花水木鯱城会 5 名の

メンバーと他 8 区鯱城会から各 4～ 5 名ずつ合計 45 名の規模で実施され、ひとり

100 枚のこころの絆創膏を配布しました。     （社会奉仕委員  後藤基之記）  

   

9 日(金)・22 日

(木) 
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茶屋ヶ坂第 3公園・鹿子公園清掃当番表 

                              （平成 29 年 4 月より） 

実施日 

中学校区 千種台 千種 
30期 

入会者 
今池 振甫 若水 城山 東星 

小学校区 

自由ヶ

丘 
富士見

台 

宮根 

千代田橋 
全学区 

千種 

千石 

内山 

大和 

上野 

高見 

春岡 

田代 

見付 

東山 

星ヶ丘 

4月 
2日 

9時 30分

～ 
○        

16日 〃 ●        

5月 
7日 

8時 30分

～ 
 ○       

21日 〃  ●       

6月 
4日 〃   ○      

18日 〃   ●      

7月 
2日 〃    ○     

16日 〃    ●     

8月 
6日 〃     ○    

20日 〃     ●    

9月 
3日 〃      ○   

17日 〃      ●   

10

月 

1日 
9時 30分

～ 
      ○  

15日 〃       ●  

11

月 

5日 〃        ○ 

19日 〃        ● 

12

月 

3日 〃 ○        

17日 〃 ●        

1月 
7日 〃  ○       

21日 〃  ●       

2月 
4日 〃    ○     

18日 〃    ●     

3月 
4日 〃     ○    

18日 〃     ●    

4月 
1日 〃      ○   

15日 〃      ●   

5月 
6日 

8時 30分

～ 
      ○  

20日 〃       ●  

＊○は茶屋ヶ坂第 3公園（第 1日曜日）、●は鹿子公園（第 3日曜日） 

＊雨天等で中止の場合は、次週の日曜日に実施してください。 

＊30期生の地域会清掃活動は、6月の清掃後になります。 
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ボランティア活動参加者募集！ 

 

社会奉仕委員会 

 

花水木鯱城会会員の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて, 花水木鯱城会では社会奉仕委員会主導のもと様々なボランティア活動を行

っております。今回はどなたでも気軽にご参加できます、「デイサービスボランティ

ア」と「コーヒーサービスボランティア」について紹介いたします。この二つのボラ

ンティア活動は、私達と同年配者や高齢者と様々な方々を対象としております。多数

の皆さんとお話しするのも楽しく、「将来逆の立場になった時を考えると、本当に良

い経験ができる場である」と発言される会員もおられます。貴方も一度のぞいてみま

せんか、花水木鯱城会の仲間が皆様をお待ちしております。 

 

☆デイサービスボランティア 
15期生から 29期生の会員が活躍しています 

 
千種区社会福祉協議会との連携で千種区在宅サービスセンターに通所される高齢

者へのボランティアです。現在 15 期生から 29 期生まで 60 名近くの花水木鯱城会の

会員が登録しています。下記にて説明しておりますが, ご参加の皆様に無理な負担と

ならないよう月 1 回の活動になるように計画しており、同じ日に 2 名～3 名で行いま

す。参加者のボランティア希望日を確認し活動日を決めておりますので、参加者の状

況に応じてボランティア活動ができます。また簡単な作業ですのですぐ慣れます。 

デイサービスボランティア活動に参加又は見学希望者は、下記担当者まで連絡願いま

す。 

脇所 耐 （722-6144  090-6582-1581） 

片山 敦久 (711-3802  080-3282-5013) 

 

記 

活動場所  千種区在宅サービスセンター(千種区社会福祉協議会 2階) 

        千種区西崎町 2-4-1 ☎763-1531 

活動内容  おしぼり巻き,お茶出し,コップ洗い 

        入浴後、頭髪乾かしのためのドライヤーかけ等 

活動時間  月曜日～金曜日(祝日も活動)  

午前 9時 30分～11時 30分 
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☆コーヒーサービスボランティア 

 

 社会福祉協議会の１階で、千種区在宅サービスセンターに通所

される高齢者や社会福祉協議会にてお仕事をされている人への、

本格的なコーヒーをいれサービスするボランティア活動です。多数の人に楽しんでい

ただけるよう、曜日を毎月変更し月２回開催しています。 

12時から 14時までサービスし、14時からはボランティア参加者がコーヒーを味わい

ながらお菓子を食べておしゃべりタイム！ 毎回 10 名～15 名のボランティア参加者

で楽しくわいわいがやがやと和気あいあいで実施してま～す。貴方も一度本格的な

「トラジャコーヒー」を飲みにきませんか。 

 

 

記 

活動場所  千種区在宅サービスセンター(千種区社会福祉協議会１階) 

        千種区西崎町 2-4-1 ☎763-1531 

活動内容  社会福祉協議会会館でのコーヒーサービス 

 活動時間  月２回実施  12時 00分～14時 30分 

 活動月日       4月  7日（金）   19日（水）   

          5月  8日（月）   25日（木） 

          6月  6日（火）   23日（金） 

          7月  12日（水）    18日（火） 

          8月  10日（木）    21日（月） 

          9月   8日（金）     20日（水） 

 

コーヒーサービスは月２回実施しておりますが、参加は月１回でも月２回でもご自由

です。時間の余裕がある時に参加をいただければかまいません。一度飲みに来てくだ

さい。 

参加希望又は見学希望の方は、下記担当者まで連絡願います。 

田口 聖子（721-4835   090-8545-0671） 

片山 敦久（711-3802   080-3282-5013） 

 

 

１７ 
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「名古屋ウイメンズマラソン 2017」 でのボランティア活動 

 

女子マラソンの三大イベントの一つであり、世界選手権（8 月・ロンドン）の代表

選考会を兼ねた「名古屋ウイメンズマラソン 2017」が 3 月 12 日（日）早春の快晴と

いう絶好のコンデイションの下、老若の女性が健脚を競いました。 

今大会は、過去最多の 19,857 人が出場し、女性だけのマラソン大会としてギネス世

界記録を更新しました。また、ハーフ、クォーターのマラソンでも 14,921 人が出場

しました。 

昨年に引き続き「花水木鯱城会」の会員 30 名がボランティア活動として、古出来

町交差点から環状線の松軒町、神田町に至る「往路のＤブロック 6 区・７区・8 区」

の沿道整理と歩道橋整理を担当しました。それぞれの区域を 10 名ずつで担当し、エ

リア確保のためのコーンやコンバー、コーステープによる作業に惑いながらもテキパ

キと行い、選手の走行を待ちました。 

名古屋ドームのスタートから私達の担当区域までは 1ｋｍ以内のため、大勢の選手

が隣り同士ぶつかり合うほどの情景で、ハーフ、クォーター選手の走行では、凄まじ

い人、人。歩道ぎりぎりに走り、中にはかなり入れ込んだ衣装で走る選手も多々見受

けられ、観衆から熱いエールが飛び出し大賑わいでした。午前 11時過ぎ頃から復路

側で大声援が聞こえ、今大会の第一人者のキルワ選手（バーレーン）がトップで走っ

て来た。第二走者が、何と驚いた事にマラソン経験初めてという安藤友香選手（スズ

キ浜松ＡＣ）が走ってくるではないか。結果、キルワが２時間 21 分 17 秒で優勝、

安藤選手が 2 時間 21 分 36 秒の好タイムで 2 位に入賞した。2020 年東京五輪が期待

され、これからが楽しみとなってきました。 

私達は、3時間ほどのボランティア活動を終え、最後に参加者全員の記念写真を撮

って解散しました。解散後、近くの肉料理のレストラン組と中華料理組とに分かれ

昼食を摂りながら反省会をしました。参加者全員には、体調不良となる方が皆無で

無事つつがなく活動出来ました事、心から安堵致しました。活動中にて、資器材の不

揃いや配置物などの不都合がありました事、来年への反省材料にしたいと思ってい

ます。最後に、参加者の皆さんお疲れ様でした。ご協力誠に有難うございました。 

                   脇所 耐 （社会奉仕委員長 29期生活Ｂ） 
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運営委員会だより 

1月運営委員会 

■鯱城会（代議員会報告） 

 再入学について（出願方法・期間・決定方法等及び鯱城会規約修正） 

 30期生の入会勧誘日程説明 

 名古屋市子育て支援基金街頭募金募集 

■ボランティア 12月活動報告と１・2月の活動予定、 茶屋ヶ坂第 3公園、鹿子公園 1月は若水 

 名古屋ウイメンズマラソン沿道整理のボランティア 32名参加予定 

■新年懇親会（1/6）96名の参加で開催しました 

 30期生の区会入会説明会（1/27）、入会後説明会（3/14）実施予定 

「総会と 29期生歓迎懇親会のご案内」花水木だより 75号（2/7発行）に同封 

■地域長会議(1/24)実施予定 

 

2月運営委員会 

■鯱城会 

 １月 27日区鯱城会入会説明会実施、千種 42/60名（70％） 

 高年大学学生募集：1月末現在 602名（内再入学者 95名） 

 公開講演会（6/26）鯱城 16区フェスティバル（7/12予定）を企画中  

■ボランティア 1月活動報告と 2・3月の活動予定、 茶屋ヶ坂第 3公園、鹿子公園 2月は城山 

■花水木鯱城会公開講座（1/11：千種社協）29名参加 

■3/4 30期生懇親食事会実施、3/14入会後説明会実施予定 

■28年度会計 2/20締め切り、報告と次年度予算案の報告のお願い 

■地域会活動費として、地域長権限で清掃ボランティア活動等の費用支出を認める 

 

3月運営委員会 

■30期生鯱城会入会状況は全市 282/555名（51%）、花水木鯱城会 35/60名(58%) 

  3/4 29期生食事会 8名参加、3/14の入会後説明会は 22名参加予定 

 32期生募集状況：640名（内再入学 77名）欠員 120名の二次募集実施 

■4/12花水木鯱城会総会と 30期生歓迎懇親会の出席と準備・運営への協力要請 

■28年度 2月で、社会奉仕活動参加者延べ 1,133名、ご協力に御礼 

 ボランティア 2月の活動報告と 3・4月の活動予定、 茶屋ヶ坂第 3公園、鹿子公園 3月は東星 

 「心の絆創膏」（3/3：金山総合駅）5名参加 

■「東尋坊と永平寺バスツアー（5/27）」5/15までに、ご連絡ください。 

■「広報誌サミット」（2/27：鯱城会広報委員会主催）各区広報担当を含め 32名で意見交換 

■28年度決算会計監査 3/11に 実施 29年度予算案及び活動計画案を運営委員会にて承認 

■「花水木だより」76号 5/2発行 



新入会員紹介 30期生 3４名 平成 29年 4月 1日入会 （敬称略） 

№ 氏  名 フリガナ 学 科   学区№ 地 域 

1 岡本 政廣 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 園芸 囲碁 101 今池 

2 亀山 秀雄 ｶﾒﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 地域 B 太極拳 101 今池 

3 青山 忠好 ｱｵﾔﾏ ﾀﾀﾞﾖｼ 地域 B 社会研究 102 今池 

4 稲熊 宏章 ｲﾅｸﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 国際 A 英会話 102 今池 

5 野崎 満 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ  地域 A 歴史愛好 102 今池 

6 清水 勝昭 ｼﾐｽﾞ ｶﾂｱｷ 地域 B 太極拳 103 今池 

7 大村 悦郎 ｵｵﾑﾗ ｴﾂﾛｳ 生活 A 社会研究 105 振甫 

8 小川 利夫 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｵ 国際 B 英会話 105 振甫 

9 西村 典子 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｺ 健康 A 社交ﾀﾞﾝｽ 105 振甫 

10 照井 歌子 ﾃﾙｲ ｳﾀｺ 地域 B 郷土史 106 若水 

11 二宮 敏夫 ﾆﾉﾐﾔ ﾄｼｵ 福祉 健康 106 若水 

12 横山 みよ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾖ 健康 B ｵｶﾘﾅ 106 若水 

13 吉田 静子 ﾖｼﾀﾞ ｼｽﾞｺ 生活 A 天文気象 106 若水 

14 廣渡 保子 ﾋﾛﾜﾀﾘ ﾔｽｺ 生活 A 社会研究 107 若水 

15 石山 恒明 ｲｼﾔﾏ ﾂﾈｱｷ 地域 B 郷土史 108 城山 

 16  高島 賢治 ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 地域 B 広報 108 城山 

17 山田 勝祥 ﾔﾏﾀﾞﾖｼｱｷ 福祉 ﾏｼﾞｯｸ 108 城山 

18 石黒 たつ江 ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾂｴ 生活 B 書道 109 東星 

19 大久保 恵美子 ｵｵｳﾎﾞ ｴﾐｺ 陶芸 フラダンス 109 東星 

20 加藤 幸子 ｶﾄｳ ｻﾁｺ 健康 A 短歌 109 東星 

21 中嶋 健 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 国際 A 囲碁 109 東星 

22 山内 芳彦 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾋｺ 福祉 歩こう会 109 東星 

23 高木 収 ﾀｶｷﾞ ｵｻﾑ 地域 B 重要文化 110 城山 

24 小室 鐡夫 ｺﾑﾛ ﾃﾂｵ 国際 A ｺｰﾗｽ 112 千種台 

25 福島 好明 ﾌｸｼﾏ ﾖｼｱｷ 文化 A ｳｫｰｷﾝｸﾞ 112 千種台 

26 飯田 蓮子 ｲｲﾀﾞ ﾊｽｺ 陶芸 万葉散歩 113 千種台 

27 内田 サヨ子 ｳﾁﾀﾞ ｻﾖｺ 国際 A フラダンス 113 千種台 

28 久保 五郎 ｸﾎﾞ ｺﾞﾛｳ 国際 B ﾊｲｷﾝｸﾞ 113 千種台 

29 高橋 満里 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 環境 郷土史 113 千種台 

30 藤田 房子 ﾌｼﾞﾀ ﾌｻｺ 健康 B ｵｶﾘﾅ 113 千種台 

31 鈴木 博子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 地域 A 郷土史 114 千種 

32 坂下 茂子 ｻｶｼﾀ ｼｹﾞｺ 健康 A 天文気象 115 千種 

33 筒井 孝志 ﾂﾂｲ ﾀｶｼ 地域 A 郷土史 115 千種 

34 林  道子 ﾊﾔｼ ﾐﾁｺ 環境 社交ﾀﾞﾝｽ 115 千種 
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表紙の言葉 

 

富士山と鯉のぼり             写真 渡邊武通（１９期美術） 

 

青葉の香りを吹きおくる初夏の風に誘われて富士ＩＣからＲ１３９を本栖湖へ愛

車のハンドル握り快走中、絶好のカメラボジションに出会い撮影に没頭、時を忘れて

カメラのシャッターを切ったその一コマです。       「朝霧高原にて」 

 

 

 

 

入 会 者 紹 介 

振甫地域会（再入会） 

小澤 朋子 26期   健康学科   重要文化財研究会 

〒464-0084   千種区松軒町１-2-20   721-3098 

 

若水地域会 

山田 正輝 18期 国際学科  英会話クラブ 

〒464-0848   千種区春岡１-21-13     751－3652 

 

編集後記 

広報委員会も新しいスタッフが加わりました。 

笑顔が集まって、あったかい空気が流れます。同じ時を過ごし、思いを共にし、相手

を受け入れ、いろんな思いを持って、ウキウキとしてきます。 

新しい自分を見つけることに第一步、仲間と見つける第一歩・・・新たなスタートで

す。新年度新たな出会いを楽しみに前を向いて行こう・・・♫ ♫ 

花水木鯱城会の皆様のご支援・ご助言を頂き、益々充実した紙面作りに意欲を燃や

しています。 

広報委員会 

委員長 福田 由美子(28期 福祉）委 員 大村 悦郎 (30期 生活 A） 

委 員 吉村 勝幸 （28 期 地域） 委 員 筒井 孝志 （30 期 地域

A） 

委 員 関口  嘉奈子(29期 地域 A） 

 

 

２１ 



今後の行事予定  

♪♪ ～  楽しいお知らせです ～ ♪♪ 

行事委員会 

◆袋井市の新名所 大河ドラマ「女城主直虎」ゆかりの地を巡るバスツアー 

 日  時 ： 平成 29年 5月 26日(金） 午前 8時～午後 5時 50分 

 集合時間 ： 午前 7時 45分 

 集合場所 ： 地下鉄駅「今池」駅 ４番出口地上の錦通り 

 行  程 ： 今池出発（午前 8時）～春岡 IC～長篠 PA(休息)～浜松引佐 IC～龍潬寺（参拝） 

        ～大河ドラマ館(見学)～浜松西 IC～椎木茶屋(昼食)～資生堂資料館(見学) 

        ～袋井観光センター～袋井 IC～美合 PA～IC～今池（午後 5時 50分） 

 費  用 ： 7,500円（参加人員 38人ベース、拝観料、昼食代込、当日払い） 

        当日キャンセルの場合は、5,000円負担していただきます。 

 申  込 ： まだの方は、5月 10日(金)までに、期・氏名・電話番号を下記幹事にご連絡く

ださい。＊当日は健康保険証をご持参ください。 

担当幹事 メールアドレス 携帯番号 FAX 

松川 正信 ⅿ_matsukawa@nifty.com 090-7304-6121 781-2170 

稲垣 博史 nqc41501@nifty.com 090-3307-7367 871-7671 

吉川のり子  090-1780-4315 711-4315 

◆社会見学 三河のみそ蔵、寺院をめぐるバスツアー 

 日  時 ： 平成 29年 7月 14日(金) 午前 8時～5時 10分 

 集合時間 ： 7時 45分 

 集合場所 ： 地下鉄駅「今池」駅 ４番出口地上の錦通り 

 行  程 ： 今池出発(8時)～IC～岡崎 IC～大樹寺(参拝)～八丁みそ蔵(見学)～岡崎 IC 

        ～豊川 IC～ヤマサちくわ(会食)～豊川稲荷（参拝）～豊川 IC～音羽蒲郡 IC 

～無量寺（参拝・講話）～鮮魚市場～豊川 IC～IC～今池駅（5時 10分） 

 費  用 ： 6,000円（参加人員 38人ベース、拝観料、昼食代込、当日払い） 

        当日キャンセルの場合は、5,000円負担していただきます。 

 申  込 ： ６月 30日(金)までに、同封チラシにて、期・氏名・電話番号をご連絡ください。 
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