
第 77 号 平成 29 年 8 月 

千 種 区 鯱 城 会 会 報 

発行／花 水 木 鯱 城 会 

 

 
〈 花水木鯱城会の輪を拡げよう 〉 

花水木だより 



花水木だより第７７号 

 

      目   次       

  
 

 

表 紙  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

目 次  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

巻頭言    花水木鯱城会副会長 松川正信  ・・・・・・・・・・・・    3 

地域会だより 

平成 29 年度第 1 回地域長会議／今池地域会 ・・・・・・・・・・ 4 

振甫地域会／若水地域会   ・・・・・・・・・・・・・・・ ・ 5  

    城山地域会／東星地域会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 

  千種台地域会／千種地域会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

取材記    千種土木事務所を訪ねて・・・・・・・・・・・・・・ 8～12 

行事報告 

   大河ドラマゆかりの地を巡るバスツアー・・・・・・・・・・・ 13 

みそ蔵・寺院を巡るバスツアー・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

社会奉仕だより  

 ボランティア活動実績／今後の予定・・・・・・・・・・・・・・・   15  

クリーンキャンペーンなごや 2017  ・・・・・・・・・・・・・16 

千種児童館行事支援ボランティア こどもの日／七夕  ・・・・・17 

鯱城会だより  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

29 年度地域ミーティング  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   19 

運営委員会だより ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

会員投稿   「想城」村上栄子  「酔芙蓉」彦坂茂光・・・・・・・ 21 

掲示板     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

表紙の言葉 ／お知らせ／編集後記   ・・・・・・・・・・・・・・ 23 

今後の行事予定  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24  

                  2 



巻 頭 言 

“とりあえず名古屋”から１５年 

 

 

花水木鯱城会副会長 松川 正信（２９期 地域Ｂ） 

 

 花水木鯱城会入会２年目。１年目の行事委員から今年度

は行事委員長として日帰りバスツアー、社会見学旅行、趣

味の作品展等の企画・実施をとおして会員相互の親睦を深

めるとともに、「♪♪楽しい花水木鯱城会♪♪」を目指して

務めさせていただきます。 

 皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

 私は、永平寺、東尋坊で知られる北陸福井で生まれ、就

職してからは、あちこちを異動し、名古屋は３回の勤務、

通算７年勤務しました。 

 現役最後の単身赴任のこの地で定年退職を迎えて、田舎へ帰ることを含めて老後を

どこで過ごすか女房と相談の結果“とりあえず名古屋”の現在地に居を決めて１５年

になりました。 

 勤め人の殆どがそうであるように会社以外の知人は全くなく、幼馴染も地域の交わ

りもない生活のなか女房を看取った後、私の日常を変えてくれたのが高年大学でした。 

 地域学科で名古屋の産業・歴史・地域を習い、広報研究クラブでは企業訪問で見聞

を広め、学生気分を満喫した２年間でした。 

 そして何よりも貴重な財産「仲間」を得ることができました。 

 昨年、花水木鯱城会に入会して生涯初めてのボランティア活動に参加しました。デ

イサービスのお手伝い、公園清掃活動、社協でのサンタクロース等全く存在すら知ら

なかった活動です。 

社会貢献と言うと大袈裟ですが、こんな老人が地域にちょっとだけでも為になって

いると思うとうれしい気分になります。 

 今、地域の仲間、高年大学の仲間、同好会の仲間等沢山の知人ができました。 

 今は “とりあえず名古屋”から “終の棲家”に定めて意を新たにしたところです。 

 今後益々高齢化社会が加速していきます。これからこそ我々の果たす役割は大きく

なってくると思います。 

 いつまでも若々しさを保ち、高齢者健在なりを花水木鯱城会から発信していきまし

ょう。 

 

  

３ 



４ 

 

地域会だより 

平成 29年度第 1回地域長会議 

 

花 水 木 鯱 城 会 会 長 

地域委員長  片山 敦久 

平成 29 年 6 月 27 日（火）13 時より

今池ガスビル「ガス燈」において地域

長会議が開催されました。会長挨拶に

引続き、役員・運営委員、地域長・地域

幹事の自己紹介後、議事に入りました。

初めに今年度より「地域費」の予算使

用ルールが変更となり、説明しました。

この地域費については、公園清掃時のコーヒー代補助費や予備費についてご要望をい

ただきました。その後、地域長の皆様より 29年度の行事計画や結果報告があり,どの

地域会も行事参加率が 30～35%程度であり、この参加率が適正数値なのか又は低いの

か・・疑問符が付く意見が多数を占めました。引き続き奉仕委員会から「ボランティ

ア参加協力のお願い」と、行事委員会から「16 区フェスティバル」の説明がなされ、

予定通り 14時 30分終了となりました。 

ご多忙の中、地域長会議にご出席をいただきましてありがとうございました。今後

とも地域会の活動にご尽力賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 気軽に楽しく健康に今池地域会  

 

今池地域長 中村 英一（24期 地域） 

今池地域会は、千種学区第 1グループ、第 2グループ、千石学区

第 3グループ、内山学区第 4グループで構成されています。 

本年新しく加入された 30 期 6 名を加え、会員 37 名の地域会です。 

これからも会員自らの生きがいに健康づくり、仲間づくり、地域を

豊かにすることを目的に、花水木だよりの配布・周知・社会見学・懇

親会・奉仕活動を固定化し、積極的に地域資源を活用しながら地域活動を継続するこ

とが大切だと思います。 

“継続は力なり”自ら動き続けていけば、会員増加につながることを信じ前に進ん

でいきたいものです。皆さんの協力をお願いします。 

 



振甫地域会活動報告 

 

 振甫地域長 久連石 一彦（24期 地域） 

振甫地域会は、今年新しく加入された 30期生 3名を加え、会員 41名の地域会で

す。年初に、地域会のリーダーであるブロック長によって構成されたブロック長会

議に於いて、年間の活動計画を立て、総会で会員に周知を図っています。 
 

平成 29年度活動計画 
 

◆ 29年 4月 27日  29年度総会と 30期生歓迎昼食懇談会 

◆ 29年 6月 9日  水の歴史資料館見学と昼食懇談会 

◆ 29年 12月 14日 名古屋フィルハーモニー交響楽団の 

第九演奏会 

◆ 30年 2月 16日  減災連携研究センター見学と昼食懇談会 

このほか４年前から実施しています、振甫中学校生徒との校外交流会にも積極的

に取り組みます。 

地域会活動も、発足から 5年経ち、活動も板についてきました。今後は、活動の

更なる進化を目指して、参加の粘り強い呼びかけと、魅力ある企画づくりに取り組

んでまいりたいと思っています。 

会員皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

若水地域会の活動状況 

 

若水地域長 山本 一（23期 生活Ａ）                    

若水地域会は、高見学区、春岡学区から構成され、現在 45名 

(高見学区 33 名、春岡学区 12 名)で男女の構成割合は、各々5 割

（男性 23 名、女性 22 名）です。 

「花水木だより」発行にあわせて年 4 回ランチ会を開いて親睦を 

図っています。 

ランチ会の他には、地域会担当の茶屋ケ坂公園、鹿子公園清掃、 

行事として春の花見、紅葉散策、社会見学（今年度は、6 月 28 日にブラザーコミュ 

ニケーションスペースを見学）などを行っています。 

当地域には、ユリの名所で知られている「千種公園」、「すいどうみち緑道」（桜並木 

を散策できます）、「ナゴヤセントラルガーデン」（高級マンション、日本料理店などの 

有名料理店などが揃い、心地よい静けさと緑の景観など良い感じです）、「古川美術館」 

などがあります。 

 ランチ会や行事などに多くの方々に気軽に参加していただき、楽しい地域会となる

よう活動していきたいと思っています。 
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城 山 地 域 の 紹 介 

 

城山地域長 伏屋 信秀（27期 陶芸） 

田代小学校（明治 6年創立）と見付小学校（昭和 22年創立）の学

区を擁した城山中学校は昭和 22 年創立され、織田信長の父信秀と

弟信行が居城した末森城があった城山が由来です。 

そこには縁結びの神様である城山八幡宮があります。東山丘陵の

東端に位置し、東山動植物園や平和公園など緑豊かな自然に囲まれ

た地域です。また法王町にある明治 33 年に創立された覚王山日泰

寺の参道には、毎月 21 日に出店者がずらり並び、多くの参拝客で賑わいます。田代

小学校区の中央に交通量の激しい東山線が横断しているものの、通りを外れると様相

はがらりと変わり、古くからの住宅とマンションが混在する静かな住宅地です。椙山

女学園（明治 38年創設）や愛知学院歯学部（昭和 36年創設）に多くの学生が通う文

教地区です。見付小学校区の四谷通りは本山駅から名古屋大学を結ぶ通学路で学生向

けの商店が並んでいます。織田信秀の菩提寺桃巖寺や千代保稲荷神社があります。 

 

 

小 よ く 大 を 制 す る 

 

東星地域長 森川 利貞（25 期 文化 A）  

東星地域会で重きを置いているのが、「花水木だより」発行に合

わせて、4 グループ（１グループ 10～13 名）それぞれが最寄りの

喫茶店での集まりです。そこでは、互いの近況を聞きながら、花水

木鯱城会の各種行事・ボラ活動、当地域会の行事への参加呼びかけ

などを行います。少人数で、名前と顔が分かり合えるためか、参加

率は 75％ぐらい。ちなみに東星総会は 63％、花水木総会は 35％が

東星会員の参加率。小グループに勝るものはないという事でしょうか。 

 行事は年 4回、企画は４グループ持ち回りで実施しており、参加率は 35％程度と少

し寂しい。会員の方々と共に考えながら、克服したいと思います。 

〈東星地域の魅力〉 

 本山・東山公園・星ケ丘の地下鉄３駅を持つ東西に長い地域です。 

 地球の未来を支えるのは女性と子供たち

である・・は定説。若き女性が集う「星が丘

テラス」、さらに子供らを魅了する「東山動植

物」。また北には、20 数万基のご先祖が眠る

「平和公園」が控えています。未来を託す人

々の顔と、去りし日々を偲ぶ人々の顔、未来

と過去をあわせ包む優しい街です。 



 

私と千種台地域会 

 

千種台地域長 尾崎 達男（26期 文化 A） 

千種台地域会は、千種区の中心よりやや東北の丘陵地にあります。

自由ヶ丘と富士見台の小学校区があります。皆様おなじみの富士見

台会館と、茶屋ヶ坂公園や鹿子公園があります。緑と坂道が多い快

適な住宅地域です。 

 さて私がここで言いたい事は、どこでも悩みは同じようですが、

役員や後継者がなかなか決まらない事です。しかしながらこれが現

実なので、みんなで話し合って身の丈に合わせ、時には縮小し、継

続する組織運営に心掛けるしかありません。 

昔は Boys be ambitious 今は Senior be curious 「老人よ 好奇心を持て」です

よ。 

私は、自分の趣味や興味に好奇心を持って、花水木等の仲間の十人十色の、自分とは

違う異なった人とも混じって、話し合う事によって頑固が柔軟になり、妥協して家庭

的に社会的に適応力、順応性が身に付いたと思いました。皆様も、趣味と実益を兼ね

て、自分に合った役目を花水木鯱城会で見つけ、お互い磨き合いましょう。 

 

 

千種地域会の紹介 

 

千種地域長 大畠 啓三(26期 地域) 

 千種地域会は宮根学区と千代田橋学区からなる基  

幹バス出来町通り線を挟んだ地域で、基幹バスは、ほぼ

10分間隔で、栄や名古屋駅へ直通しており便利です。北

は矢田川、南は千代ヶ丘の高台、東端は名東区に接して

います。香流川緑道は春、美しい桜の回廊になります。

今年度 30 期生 4 名を迎え、4 月の会員数は 45 名です。

「花水木だより」の発行にあわせて年 4回の定例会を香

流橋地域センターで開いています。 

花水木鯱城会の行事の連絡・報告や会員の近況などが主ですが、2 月の例会は新年

会を兼ねてのランチ会で楽しい集いになります。恒例の「香流川の桜見物」など地域

会の皆さんの声を伺いながら、いろいろ楽しい行事を模索しています。皆さん、お仕

事や老人会、防犯などでお忙しく、ご参加いただけない場合もありますが、町かどや

スーパーで出会ったときなど「お元気ですか」と気軽に挨拶が交わせる。そんな楽し

い出会いの広がる地域会にしたいと思います。もっと若い力も必要です。30期の皆さ

んの新しい力に期待しています。 
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取材記 

取材先  名古屋市役所 緑政土木局 千種土木事務所 

 日 時 ： 平成２９年６月１２日（月） 13時 30分～14時 50分 

 場 所 ： 千種土木事務所 3階会議室 

ご出席 ： 千種土木事務所 維持係 係長 草野 喜雄 加藤 敏明 

               管理係    小島 一秋 伊東 真由 

（敬称略） 

聞き手 花水木鯱城会   

広 報 委 員 会 福田 由美子 大村 悦郎 筒井 孝志 

社会奉仕委員会 脇所 耐  

茶屋ヶ坂第 3公園愛護会  大畠 啓三 

鹿子公園愛護会      尾崎 達男  

 

鯱城会 本日は、私達の会のために貴重なお時間を割き、

取材に応じていただきありがとうございます。 

 まず、千種土木事務所の業務内容を説明いただき、特

に鯱城会の公園清掃のボランティア活動に関する事、愛

護会の内容等含めてお伺い致します。 

 

土木事務所 ご質問を受ける形で進めていきたいと思います。 

名古屋市役所 緑政土木局の中に各区の土木事務所があります。千種区は千種土木事

務所で現場の維持管理をしています。 

管理係、維持係、整備係の 3 つの係があり、40 名弱の職員がいます。 維持係が、

公園・道路・河川の維持管理を、管理係は事務的な仕事をしており、愛護会の窓口に

もなっています。維持係、整備係は、外に出かける仕事が多いです。 

                            

鯱城会 愛護会の内容を詳しく教えていただければ・・・    

また、千種区内には、どれくらいの愛護会がありますか？ 

 

土木事務所 公園愛護会とは、名古屋市と公園周辺の地域住民のみなさんが協力して、

公園を綺麗に保ち、安全で楽しく利用できるよう管理することを目的に設立されるボ

ランティア団体のことです。  

活動するには、公園周辺の 5人以上の住民をもって組織されたものであること。月

1回以上の清掃または除草を行い、公園等の愛護に関する意識の啓発、公園に関する

通報等の趣旨に賛同をし、活動を希望する場合は、土木事務所にて手続きをします。 

地域のよいコミュニティ形成の一助になる事を目的にしています。 
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愛護会には、公園愛護会と街路樹愛護会があり、市内には約 1600 の愛護会があり

ます。 

千種区には約 80 公園があり、うち公園愛護会が 54、街路樹愛護会が 24 箇所にあ

ります。 

また、公園特定愛護会は、12公園あります。（高松、今池南、清明山公園等） 

公園特定愛護会とは、公園愛護会より活動をより活発に行い、公園の管理に大きく寄

与する団体のことです。きめ細かい愛護活動を通して、緑のまちづくりに積極的に参

加をしていただくことを目的にしています。 月 2回以上の清掃及び年 2回以上の除

草を行うことができると認められること、一定期間以上継続した活動の実績があるこ

と等の条件があります。 

また、2つの種別もあります。（A）年 3回以上の除草及び月 2回以上の清掃活動を

行う会、（B）年 2回以上の除草及び月 2回以上の清掃活動を行う会。 

趣旨に賛同をし、公園特定愛護会に移行の希望があれば、土木事務所にて相談に応

じます。 

活動に対する支援としては、清掃用のゴミ袋の支給、報奨金の交付等があります。 

 

鯱城会 詳しいご説明をありがとうございました。 

愛護会に関して、知識が広がりました。ゴミ袋の

支給、報奨金の交付は嬉しい支援ですね。 

  

私達の会では、７つの中学校区にわけ当番割で、

茶屋ヶ坂公園は、第一日曜日、鹿子公園は、第３日

曜日に清掃活動をしています。また、雨天等で実施

できない場合は、次の週に実施をしています。実施

日によっては、参加人数にばらつきもあり清掃活動がうまくいっているのか、心配に

なることもあります。 

落ち葉の多い時期は特に大変な作業になります。土木事務所として気づかれること

はありませんか？ 

 

土木事務所 公園を巡回する巡視員もいます。２名います。各公園を月２～３回巡回

するようにしています。遊具のチェック、修繕等を行いながら公園の清掃状況も見回

ります。愛護会のある公園とない公園では、ゴミの状況に差があると感じています。

愛護会のない公園では、落ち葉の苦情も多いと思います。 

愛護会の皆様の清掃ボランティア活動には感謝をしています。落ち葉清掃の頃は、

愛護会に助けていただいていると思っています。 

 

鯱城会 地域の方に綺麗に公園を使っていただく一助になればと清掃活動の取り組

みにも力が入ります。  
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月に一度鹿子公園から近所を歩いて、気付くことがあります。捨て猫に餌を与える

人がいること、鳥に餌を与える人がいること、駐車スペースがあると無断駐車に利用

する人がいること等、目につくことがあります。人としてのマナーの問題ですが・・・。 

 

土木事務所 餌やリの苦情等には対応はしていますが・・・。 餌を与えている方に

なかなか会えないので、解決には時間がかかります。注意喚起の立て札はあります。 

 

鯱城会 散策をしていて気付くことがあります。交差点の小さなスペースの花壇に綺

麗なお花が植えてあり、そんな風景をみて癒されたり、また公園のフェンスが倒れて

いる場合には、危険防止に土木事務所のカラーコーンで囲ってあったり、公園の隅に

無断居住者の持ち物が増え、周囲の安全確保のためカラーコーンで囲んであったりと、

多岐に渡る業務内容に気付き頭が下がる思いでいます。 

市民としてのマナーの問題もありますが、心地よい生活を送るために縁の下の力持

ちの立場でのお仕事状況に感謝をする気持ちでいっぱいです。 

 

土木事務所 新たな取り組みとして、企業等より花の寄付があ

り、愛護会等のボランティア活動によって植え付け、維持管理

をしています。スポンサー花壇、街路花壇パートナーといいま

す。花壇の花苗代などの協賛をいただける企業・団体を募集し

ています。 

愛護会、企業・団体、名古屋市の三者で連携し、より良い公

園にしていきたいと思っています。 

 

鯱城会 そういった取り組みも含め、今後これは頑張っていき

たいと思案されていること、目玉事業等は計画されていますか？ 

 

土木事務所 案内板のリフレッシュ等については、ご意見のあった茶屋ヶ坂公園の予

算確保をしていきたいのですが、直ぐにはなかなか実現が難しいです。主に維持管理

に時間を費やされているのが現状です。 

花の咲き具合等の問い合わせの多い、千種公園のユリ、茶屋ヶ坂公園のあじさいにも

力を入れていきたいです。鯱城会からもハナミズキを植樹していただきました。 

また、名古屋市緑政土木局緑地部緑地利活用室（まごころ遊具担当）申し込み窓口

のまごころ遊具事業もあります。あたたかいメッセージとご寄付をいただいて、公園

に新しい遊具を設置する事業もあります。 

 

鯱城会 千種区内で、公園以外にもお勧めの地域・景観スポットはありますか？ 

 

土木事務所 ハナミズキ、ヒトツバタゴ、モクレンの街路樹の並木も綺麗だと思いま

す。  
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鯱城会 2 箇所の公園を月 2 回一時間位ボランティアで活動している私達の会

も、地域のコミュニティの場所である公園の「公園をつくり、守る」から「公

園を育て、生かす」公園行政への一助を担っていると自覚が生まれます。 

また、行政から市民へも要望等も提案していただいて、より住みよい地域と

なり、いい環境で生活できる幸せを味わっていきたいものです。 

今後もご指導をよろしくお願い致します。 

本日は、お忙しい中、多岐に亘る業務内容から詳しい説明をいただきありが

とうございました。 

 

 

 

参  考  

公園には、指定管理者制度導入施設として、  

 公募によって管理者を選定している公園  

徳川園、白鳥公園、名古屋市東谷山フルーツパーク、名古屋市緑化

センター・鶴舞公園、名城公園フラワープラザ、久屋大通公園久

屋大通庭園等があります。  

 

 

参考資料 名古屋市：公園愛護会 暮らしの情報、愛護会だより２０１７ 

公園愛護会の手引 名古屋市公園経営基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【千種土木事務所】  

〒464－0025 千種区桜が丘１６番地  

（地下鉄「星ヶ丘」3番出口より徒歩 4分） 

開 庁 月～金曜日 8時 45分～17時 15分（祝日・休日・年末年始を除く）     

＊有料公園施設の受付時間 9時～12時 13時～16時 45分 ☎781－5211  

 

 
11 



鹿子公園の紹介 

 

鹿子公園 愛護会 尾崎 達男 

 今年はじめに、鹿子公園の担当になりました。会の更新は 3 年です（平成 25 年か

ら実施）。3 年は続けたいと思っています。今回の取材で、公園を管理する千種土木

事務所に同行し、より身近な存在となりました。 

 鹿子公園は、地下鉄自由ヶ丘駅から徒歩 10 分。がんセンターの南側・ディキャン

プ場もある公園です。家から近いのでよく散歩に出掛けます。70 歳から花と木に興

味を持ち、観察をしながらの散策が楽しみな場所です。 

みなさま、鹿子公園へお越しの時は、道草、寄り道をおすすめします。公園の東側

から急な階段を下りれば、動物愛護センターがあり、日曜日は 10 時から犬と、11 時

からは猫とのふれあいタイムがあります。そこから南は、猫ヶ洞池からメタセコイア

広場が広がり、広大な平和公園の墓地に繋がります。北側の芝生の道をたどれば、コ

ンクリートのデカイ球状が目に着きます。献体の塔（Body Donors Memorial）で

す。そこで黙祷をします。 

さらに北には、アクアタワーがあります。展望室は、土日祝の 10 時から 14 時までオ

ープン。最後は、光が丘のバス停に突き当たります。ゆとりがあれば、スタバでの珈

琲タイムもおすすめです。 

 

 

 

茶屋ヶ坂第 3 公園の紹介 

茶屋ケ坂第 3公園愛護会 大畠 啓三  

茶屋ヶ坂の交差点を自由が丘に向かって、やや急な坂を上がり、最初の信号を左に

折れたところに茶屋ヶ坂第 3 公園があります。 

「愛護会の設立届」が名古屋市に提出されたのが平成 3 年、以来花水木鯱城会のボラ

ンティア活動の一環としての清掃活動が続いています。最初は月２回でしたが、鹿子

公園の清掃が加わってから毎月第一日曜日の１回です。砂場と滑り台などの遊具があ

り、親子連れで楽しまれています。東側に野球場があり、日曜日には賑やかな声が絶

えません。公園の西側、花壇の一か所に「花水木鯱城会創立 20 周年記念」の標柱が

建てられています。夏から秋にかけては、近くの花水木鯱城会の有志によって植えら

れた花が彩りを添えています。 

当番は地域会の持ち回りになっていて、地域会の皆さんの交流の場ともなっています。 

今後とも花水木鯱城会の心の中心として、皆様のご参加をお願いします。 
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行事報告 

大河ドラマゆかりの地を巡るバスツアー 

行事委員会 

 

雨が降りそうな天気の中、5月 26日（金）恒例の花水木鯱城会の第 1回バスツアー

が行われました。今回の目的地は現在 NHKで放送中の大河ドラマ「おんな城主 直虎」

の舞台となった浜松市です。 定刻通り 8時に参加予定者 40名を乗せて今池を出発、

朝の渋滞の中、高速道路を駆使して東に向かい、途中長篠設楽原 PA で休息、井伊家

の菩提寺である龍潭寺に到着しました。              

このお寺は井伊直虎をはじめ、徳川四天王の

筆頭・直正や幕末の大老・直弼など井伊氏歴代

の菩提を祀っています。 

 ここの庭園は江戸時代初期に小堀遠州作で

東海一の名園と称されており、サツキがきれい

に咲いていました。 

次はバスに乗って 10 分の「大河ドラマ館」

に行きました。ここはドラマの世界観を体感でき、撮影セットや小道具、衣装などが

展示してありましたが期間限定の為か中は狭くゆっくり体感できませんでした。 

昼食は掛川の「椎の木茶屋」で釜飯膳を美味しく頂きました。 

次は資生堂が 1992 年に創業 120 年を記念して作られた資生堂企業資料館に行きま

した。 

館内は長い歴史の中で生み出された商品や宣伝制作物をはじめとする様々な資料

が 1872 年からの変遷を伝える様に見事に展示してありました。そこでやっと集合写

真が撮れました。 

最後は「袋井観光センター」に立ち

寄り買い物をして帰路に着きました。

隣のメロー静岡で食べた半割の冷えて

熟したメロンはとても美味しかったで

す。 

車内では恒例のビンゴゲームとなり

画面に出る数字に一喜一憂して賑やか

に終了しましたが、上位に行事委員が多数入り反省しております。 

バスは多少雨が降りましたが予定より早く無事に名古屋に着くことが出来ました。 

参加された皆様に感謝を申し上げるとともに、次回の参加をお待ちしております。 

また、恒例の反省会を近くの居酒屋で 13 名が参加して開催しました。18 時前に入

店したので単品飲み放題 1000円でしっかり反省が出来ました。                                                            

 

 



 

みそ蔵・寺院を巡るバスツアー 

行事委員会 

 

 明け方迄の激しい雨も上がり７月 14日(金)、今年 2回目のバスツアー社会見学会

を開催しました。34名が参加し定刻通り 8時に今池を出発。春岡 ICから最初の目的

地である大樹寺へ。この寺は松平家、徳川家の菩提寺として名高く、文明 7年（1475

年）松平四代親忠（家康より 6世の代）が創建したものです。家康の遺命の一条「位

牌は三河大樹寺に祀るべきこと」とあるにより、徳川歴代将軍の位牌が安置されてお

り、また、大樹寺山門総門をとおしてその真中に岡崎城が見えます。 

 次にバスで 20分程移動してまるや八丁味噌（みそ蔵見学）へ。6トンもの味噌が入

る巨大な桶があり、桶の上には 500個の石を職人が 3時

間かけてひと山積み上げるそうです。地震でも崩れず、

円錐型の石垣の様でした。2夏 2冬じっくり寝かせるこ

とにより、大豆の旨みを逃がさない、硬い八丁味噌が出

来るそうです。 

  

昼食はヤマサちくわ豊川店でいただきました。 

その後、豊川稲荷へ移動。 

当稲荷は 1441年に建設された曹洞の寺院であり、

正式の名は妙厳寺、日本 3大稲荷のひとつに数えら

れる商売繁盛の神様。年間数百万人もの参拝客が訪

れるそうです。 

各自で参拝を致しました。 

 移動の車内では、なぞなぞクイズで盛り上がり、豪華賞品が正解者に当たりました。 

次に無量寺へ。住職のがん封じ講話があり、その中で皆さんも普段食べているサン

マと大根の食い合わせは良くないという話がありました。その中へレモンを入れたら

よいそうですので、今後は是非がんにならない様に実行してみて下さい。 

帰路は途中、海鮮市場でお買い物に立

ち寄りました。 

予定の時刻より少し早く、全員が無事

今池に着くことが出来ました。 

参加された皆様、ありがとうございま

した。 

 

《大樹寺にて集合写真》        
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  多くのみなさんのご支援有難うございました。

  引き続き変わらぬご支援をお願い申し上げます。

実施日 4月 5月 6月 合計

1 デイサービスの支援 月曜日から金曜日 44 48 55 147

2 コーヒーサロンの運営 月2回　　12時～ 21 17 23 61

3 茶屋ヶ坂第3公園清掃 第1日曜日 8時30分～ 11 15 21 47

4 鹿子公園清掃 第3日曜日 8時30分～ 8 5 16 29

アルバムカフェ  4月13日 2 2

子供の日企画  5月 5日 8 8

オセロ大会  6月 4日 1 1

七夕飾り  7月 1日

こどものまち  9月10日

おもちゃづくり 10月12日  9時30分～

ハロウィン 10月31日 10時～

アルバムカフェ 11月17日　9時30分～

冬の工作 12月 2日  9時30分～

お正月あそび  1月 6日 13時～

ハッピーグルメチャンピオン

名古屋市一斉クリーンキャンペーン  6月 3日 31 31

こころの絆創膏 年2回  9月、3月

区民祭り 10月 1日

サンタクロース派遣 12月初旬

街頭募金ボランティア

昔遊びボランティア

鶴舞公園清掃活動 10月 7日

11月 4日

ウィメンズマラソン支援  3月11日

図書館ボランティア 3 2 2 7

学園サポーター

89 95 149 333

15

6

合計

堀川清掃活動

　   　社会奉仕委員会

7

社会奉仕だより

項目

5

児
童
館
支
援

 ボランティア活動実績［4月～6月］/今後の予定



「 クリーンキャンペーンなごや 2017 」 

                         社会奉仕委員長 脇所 耐 

 

 名古屋市が提唱する「町を美しくする運動：クリー

ンキャンペーンなごや 2017」の活動が平成 29年 6月

3日全市で一斉に行われました。 

当該千種区においても、千種区役所地域推進室によ

り千種 14 学区（他 1 学区は他日実施）において実施

され、「花水木鯱城会」はボランティア団体として「内

山学区」での清掃活動を行いました。 

 なお、この運動の趣旨は、市民一人一人が日常生活

の場である家庭や職場で「美しい町づくり」に心掛けると共に、地域においては、市

民の積極的な参加のもと美化・緑化・ゴミ減量意識の普及啓発活動を展開し「快適な

生活環境」を作り出していくものであります。 

1. 実 施 日 ： 6月 3日（土）10：00～11：00 

2. 参 加 者 ： 31名（内 30期生 5名） 

3. 清掃場所 ： 内山一丁目（内山公園の周辺） 

4. 参加団体 ： 学区町美推進委員会、各町内保健 

         委員会、子供会役員及び児童の方、   

花水木鯱城会   約 80名 

5. 挨 拶 者 ： 伊藤千種区長 

           船橋学区町美推進委委員長 船橋氏 

学区連絡協議会会長 江端氏 

花水木鯱城会会長  片山氏 

江端氏から花水木鯱城会の参加歓迎の挨拶があり、片山会長よ 

り鯱城大学卒業者でつくる千種区の組織「花水木鯱城会」の活 

動を紹介いたしました。 

 曇りがちの天候のもと、空気がやや乾燥し半袖

姿では、些か寒さを感じましたが、総勢 31名の参

加者が列をなして歩道や植木の中、排水口などを

中心にタバコの吸い殻や紙くず、枯草、空き缶や飲

料空ビンなどを収集しました。 

土曜日というお休みの日にも関わらずご参加いた

だきました皆様には厚く感謝申し上げます。 

また、各地域長様には、この度各段のご尽力をい  

ただき、31名もの参加者がございました事重ねて厚く御礼申し上げます。 
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千種児童館行事支援ボランティア 

 

       ＜こどもの日企画 1000本！うまい棒でタワー作りチャレンジ！！＞ 

 

5 月 5 日（金）児童館お手伝いクラブの子どもたち、 

親くまクラブ（お父さんたち）、市邨高校ボランティア部の学

生さん、花水木鯱城会の 6 人を含

め24人のボランティアの協力で行

われました。参加者は、幼児から

高校生と保護者約 70 名が参加。 

うまい棒味あてクイズ、ワクワ

ク輪投げ、うまい棒フィッシング等のゲームコーナ－があり、

親子、友達通しの笑顔があふれる楽しい時間となりました。真剣にタワーに積み上げ

る親子の姿、友達の姿… 

こどもの日の楽しい時間が、個々の心のアルバムに刻まれたことでしょう。 

笑顔に元気な声に触れ、楽しい時をありがとう…お手伝いできた私達も、今日の日に

感謝です。                      （広報委員会 取材記） 

 

 

＜七夕祭り ママやパパと一緒に飾り作り 

願いごとが叶いますように！！＞ 

  7 月 1 日（土）千種区内 7 つの小学校の小学生、幼児の 23 名

と保護者 20 名の 43 名が参加されました。 

花水木鯱城会の社会奉仕委員とボランテ

ィアの方々による技術指導の下、4 種類の装

飾品を手作りし、テストで 100 点とりたい、計算が上手になり

たい…等の願い事を書いた短冊と共に笹に飾り付けをしました。 

いつのまにかパパとママも熱中し、親子で楽しい時間を過ごすことができました。 

お手伝いをいただいた花水木鯱城会 9 名の皆さんご協力ありが

とうございました。 

 

 

（広報委員会 取材記） 
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鯱城会だより 

♪♪ 鯱城会２９年度活動計画 ♪♪ 

鯱城会担当 三輪淳一 

二宮敏夫 

 

○ 鯱城ニュース発行 （年２回） 

・鯱城ニュース第 32号 平成 29年 07月 1日（土） 

・鯱城ニュース第 33号 平成 29年 12月 1日（金） 

 

○ 第 35回 公開講演会       平成 29年 06月 26日（月） 13:00～15:00   

           講談 真打 神田京子 師     （於：鯱城ホール） 

○ 第 16回 グラウンドゴルフ交歓会 平成 29年 10月 31日（火） 

(予備日 11月 7日)      

○ 第 36回 公開講演会       平成 29年 11月 27日（月） 13:00～15:00  

            講師 東山動物園長 黒邊雅実 様  (於：鯱城ホール) 

○ 鯱城 16区フェスティバル（体育祭）平成 29年 12月 13日（水）  

       

○ 第８回 鯱城ＯＢ文化祭      平成 30年３月８日（木） 

                             （於：鯱城ホール） 

○ 社会奉仕活動 

・鶴舞公園クリーンキャンペーン 平成 29年 10月 7日（土） 

             （予備日 10月 14日）（於：鶴舞公園） 

・堀川清掃大作戦        平成 29年 11月 4日（土） 

                （予備日 11月 11日）（於：堀川両岸） 

 ・名古屋ウイメンズマラソンボランティア  平成 30年３月 11日（日） 

（於：区内） 

○ 地域ミーティング・説明会 

・地域ミーティング（３２期生） 平成 29年５月 24日（水） 

 （於：学園講義室他） 

 ・地域ミーティング（３１期生） 平成 29年６月 19日（月）～23日（金） 

（於：各区） 

 ・地域ミーティング（３２期生） 平成 29年 11月 24日（金） 

（於：学園講義室他） 

 ・区会活動説明会（３１期生）  平成 30年１月 26日（金） 

（於：鯱城ホール他） 
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29年度地域ミーティング 

総務委員会 

32期生対象 第 1回地域ミーティング（5月 24日） 

 入学して間もない千種区在住の 32 期生 66 名中 56

名の皆さんにお会いしてまず目の輝きと新鮮さを感じ

ました。希望と不安でいっぱいとその場を察し、いか

に和やかに親しみやすい集まりにするかを心して進行

させていただきました。 

 名古屋市内 16 区ある中で生徒数が最も多い私たち

の花水木鯱城会が一番広い 5 階ホールを使わせていた

だき、ステージ上でのパワーポイントを使って目と耳から地域との関わりを少しでも

ご理解いただけたかなと思います。 

 机や椅子も十分になく、区によっては狭い教室のところもあり、恵まれた私たちは

余程しっかり説明し理解していただく責任があると感じ、運営委員 20 名が一丸とな

って開催させていただきました。 

 卒業したばかりの 30期生新委員も頼もしい行動で協力してくださいました。 

 １部が終了後、中学校区の 7地区を 4つにグループ分けして地域ごとに自己紹介か

ら2部に入りました。皆さんご近所様ということもあり、緊張が少しほぐれた様子で、

私たちも全員加わり質疑応答に熱が入りました。12 の同好会があると聞き元気な男

性が今からでも入会できますかと嬉しい質問があり、7 月からゴルフ部会に参加され

ることとなりました。 

31期生対象 第 3回地域ミーティング（6月 22日・23日） 

 専攻別に 2 日間にわたり千種区社会福祉協議会研修

室で行われ、22日 16名、23日 14名の参加でした。 

 2 年目に入りクラスにもクラブにも慣れて知ってい

る人とも出会い、とても充実した学生生活を送ってお

られるように見受けました。 

 1 年生の時の説明とは違い、今回はお住まいの千種

区にて現場での地域活動を体験していただき卒業後の

活動に役立つ実践体験をしていただきました。鯱城学園学務主任の棤木（ならき）先生

をお迎えし、社会福祉協議会からは加納さんからデイサービスや福祉関係の説明をい

ただきました。 

 花水木鯱城会がいかに社会活動を活発にしているか社会奉仕委員長が映像を使っ

て熱弁し、当日のアンケートではボランティアに興味を示す方もたくさん見えました。

大人気の「はなみずきコーヒーサロン」では奉仕の皆様がホットな雰囲気と笑顔で私

たちを支えていただき感謝いっぱいです。 サロンも 5 年余りになるとのこと、いつ

までも継続していただきたい活動ですね。運営委員 24名そして社会奉仕委員 10名の

方々誠に有り難うございました。 
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運営委員会だより 

 

４月運営委員会 

■片山会長        29年度運営活動方針『みんなで築く楽しい花水木』について説 

明と挨拶があった。 

挨拶に続き新年度運営委員の自己紹介。 

■社会奉仕委員会 H28年度活動報告及び H29年度活動予定の報告。 

■行事委員会   5月 26日大河ドラマゆかりの地巡りバスツアーについて。 

■総務委員会   4月 12日花水木鯱城会の総会、30期生歓迎懇親会の開催。 

        5月 24日 29年度第 1回地域ミーティング（対象である 32期生 

66名中 58名が出席予定）について。 

■広報委員会   花水木だより第 76号（5月 2日）発行。本年も 4回発行予定。 

■鯱城担当    鯱城会主催「第 35回公開講演会」の案内。6月 26日予定。 

5月運営委員会 

■片山会長       4月度代議員会の報告。 

4 月 12 日花水木鯱城会 29 年度総会、30 期生歓迎会の実施報告。 

出席は 108名(内 30期生 16名)。総会欠席者には総会資料を花水 

木だより第 76号に同封して配布する。 

■社会奉仕委員会 「6月 4日オセロ大会」審判要請について。 

         デイサービス要員の不足に関し、29年度デイサービス活動の円滑

な運営体制の構築についての提案。 

■総務委員会    第 3回 31期生地域ミーティングを 6月 22日、23日に社協にて 

実施予定。 

■広報委員会   8月 1日発行予定の「花水木だより第 77号」は地域会の取組みや 

       千種土木事務所訪問インタビューを予定。 

■鯱城担当    鯱城会年間行事として「16区フェスティバル」を計画中（12月 

13日）。 

６月運営委員会 

■片山会長        5月度代議員会報告。「ホームページ担当者意見交換会」の年 4 

回開催と 10月広報誌サミットの開催について報告があった。 

6月 27日地域長会議の開催（年 1回地域長及び地域幹事が出席）。 

■社会奉仕委員会 6月 3日全市一斉クリーンキャンペーン実施（31名参加）。 

７月１日七夕飾り付け（７名予定）。 

■行事委員会    「７月 14日みそ蔵と寺院巡りバスツアー」募集。 

■鯱城担当    鯱城会会員 5月 10日現在 3,385名（新入会員 210名）。  

鯱城ニュースの配布について。 
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会員投稿ページ 

 

「想 城」  

 村上 栄子 27期 文 A 

伊勢は津でもつ 津は伊勢でもつ 

尾張なごやは 城でもつ 

お城の存在を畏敬をこめて素朴に謠った名里謡だと思う。 

私の遠い記憶。戦争真っ只中、昼夜の別なく鳴り響く警報の音におびえる

毎日だった。 

 ある夜半、けたたましいサイレンの音と同時に B29 の大編隊らしい爆音

が近づくのに、家中ひとかたまりになり裏の防空壕に飛び込んだ。息を殺し

て敵機の遠ざかる音を聞いているとき、「名古屋が燃えるぞー！お城が燃え

とるそうだ！」という近所のおじさんの大声に私は、妹と一緒に高台へと走

った。それは恐ろしい光景だった。遠くに見える市内は、一面の火の海。大

きく燃え上がる火、沈んでいく火、次々と燃え広がっていく。大勢の人が集

まって、無言で遠い火を見つめていた。私には、お城がどこかはわからなか

った。 そして終戦。昭和 34年にお城は鉄骨で再建された。 

その頃、信州のいとこが杏の実をお土産に来名した。夫は「なごやはお城

ぐらいしか行く所がないんですよ」と少し苦笑いして言った。 

そして三人で連れ立って出かけた。 

 私はその時初めてお城を見た。どっしりと威厳に満ちて、新築成ったばか

りのお城は、匂いたつような美しさだった。 

 あれから 60年。永遠と言われた鉄骨もあちらこちらささくれて傷々しい。 

市長さんがお城再建に力を尽くしてくださっているけれど、何故か市民の関

心が薄いように思われる。高層で美麗なビルが立ち並ぶ昨今だけれど、これ

からも幾星霜、風雪に耐えて尾張なごやを見守るお城が再建されれば素晴ら

しいと私は思う。 

「酔芙蓉」               

彦坂 茂光 27期 文 A 

新緑に埋めつくされし 無人駅 

林道の杉に混ざりし 山法師 

渓谷のつり橋揺らす 夏帽子 

朝と夕薄化粧せし 酔芙蓉 

      ころという冷やしうどんも 夏料理 
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掲示板 

 

《花水木 25期の会》  はなぶさ  2017年 6月 28日(水) 

6月 28日（水）13:00より、東山公園駅近くの「日本料理 だいにんぐ 芳」にお

いて《花水木 25 期の会》が実施されました。当日は曇り空で雨も心配される中、開

催と同時に天候も晴れて、皆さん元気な声とともに 16 名が参加されました。久しぶ

りの会に皆さん話が絶えない中、幹事役（M さん、T さん、S さん、H さん）M さんの

開催挨拶で始まり、久しぶりでもあり全員の近況報告の提案で、皆さんそれぞれユニ

ークな報告（海外旅行、趣味の状況、健康問題、家族問題等々）笑いが絶えまない状

況で時間が延長状態、最後に Yさんの締めで（自分の健康は自分で確保・・・それに

は大いに出かけて体力を鍛えて下さい）の挨拶で懐かしさを惜しみつつ終了しました。 

 

 

《26 期会 貨幣資料館・陶磁器会館見学》 やまぼうし  2017年 6月 21日(水) 

6 月 21 日(水) 花水木鯱城会 26 期会、貨幣資料館及び陶磁器会館見学会が行われ

ました。当日はあいにくの雨で傘が壊れるくらいの強風が吹き荒れていました。 

貨幣資料館…学芸員の方から、日本の貨幣の成り立ちや歴史の説明をお聞きしました。

大判がほとんど報奨品であったことも知りました。天正大判など貴重なコレクション

が並んでいました。 

また開催されている広重の復刻版画も今回は江戸の風景で、扇面や短冊など様々な版

型でした。 

 陶磁器会館…13種の名古屋絵付け技法を持つ陶磁器は、明治から諸外国へ輸出され

ていたそうです。占領下の日本にあっても、アメリカなどへいち早く（占領下の日本）

の印をつけて輸出されていたとのことです。今は残念ながら消えてしまった技巧もあ

るとのことです。 

久しぶりに顔を合わせたメンバー9名は、「豆腐料理くすむら」でおいしいランチを楽

しみながら親交を深めました。 

 

 

《新３０期生の鹿の子公園清掃》 ボブ・デュラン  2017年 6月 18日(日) 

６月１８日（日）午前８時３０分より清掃開始です。空梅雨が続きますが、今日は

元気な３０期生等１７名が集合しました。女性の方が、キャンプの炉のマスの鉄枠を

取って、溝に溜まって落葉を出していました。W社会福祉・M 行事・F 広報の委員長・

O 愛護会長も張り切っている。しかし広大な芝生広場や雑木林の清掃は切りがありま

せんので、９時１５分に終了しました。 

６月は３０期が当番ですが、今後は７の地域会の順繰りになります。終了後は余裕の

ある方は自由ヶ丘駅のヴィド・フランスに向かいました 
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鯱城会 BBS のお知らせ 

表紙の言葉 

 

 大河ドラマ「おんな城主直虎」は、幼いときより出家して次郎法師を名乗り、 

龍潭寺で、修行いたしました。その寺の庭園越しに位牌堂を撮影しました。 

                                                  峯田 進 19期 文化 A 

 

 

 

   鯱城会の電子掲示板（BBS）の利用について便利なお知らせです。 

 現在は、登録者にのみに、花水木鯱城会の掲示板の更新があり次第、自動的に通知

をしております。パソコンのメールアドレスをお持ちの方なら登録できます。 

登録は・・・・・  teruo1717@yahoo.co.jp まで送信下さい。 

 登録必要データ： 何期生、氏名、同ふりがな 

 担当者： 29年度 花水木鯱城会ホームページ担当 堀 照雄 ☎ 741-1430 

 

 

会員コミュニティー 

新入会員 

30期 文化 B  小林 昭善（てるよし）☎733-1538   

今池地域会 〒464-0850 千種区今池 3-32-3  

退 会 

  19期 健康   中山 恵美子 城山地域会 

◆寄稿・投稿お待ちしています。お元気さん紹介、お勧めスポット等・・・ 

千種区の知らない面を発掘しましょう・・・♫ ♫ 

随筆、俳句、体験談等もいつでもお待ちしています。 

 

【編集後記】 

 前を向いて…！言葉で理解していても、時として折れてしまうことも。でも感性が

合い、同じ方向を向いてくれるお仲間のいることに幸せを感じています。 

ひとつのモノを作り上げてゆく過程では、様々な経験をし、感情の起伏を覚える時も

あります。会員の皆様の励ましと、ご協力頂ける投稿に喜びを感じ、編集作業も楽し

い時間へと変換をしています。今後共ご支援をよろしくお願いいたします。 

広報委員会全員で、よりよき広報誌を目指します。会員の皆様と共に…。 

 

【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） 
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今後の行事予定  

♪♪ 〜 楽しいお知らせです 〜 ♪♪ 

行事委員会  

❖第１３回 趣味の作品展 

開催期間 ： 平成２９年１０月２４日（火）〜２９日（日） 

会  場 ： 愛知芸術文化センター 地下２階 アートスペースＸ 

作  品 ： 写真・絵画・水墨画・書・陶芸・手芸品・その他趣味の作品 

作品搬入 ： １０月２３日（月）午後１時から 

申込期限 ： １０月 ９日（月） 

        期・学科・氏名・電話・作品の種類とタイトル名をご連絡ください。 

＊31 期生の方々の作品もお待ちしています。 

 

❖長野県駒ケ根市 紅葉とリンゴ狩りバスツアー 

 月  日 ： 平成２９年１１月１０日（金） 

 集合時間 ： 午前７時４５分 

 集合場所 ： 地下鉄「今池」駅 ４番出口地上の錦通り 

行  程 ： 今池出発（午前８時３０分）〜春岡ＩＣ〜恵那峡ＳＡ～駒ヶ根ＩＣ～ 

      光前寺（参拝）〜養命酒駒ヶ根工場（見学・試飲）〜ビアンテさくら亭（昼食）

〜細江観光農園（リンゴ狩り）～お菓子の里飯田城（買い物）～飯田ＩＣ～屏

風岩ＰＡ〜春岡ＩＣ〜今池到着（午後５時３０分頃） 

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

申込期限 ：１０月２９日（日） 期、氏名、電話番号をご連絡ください。 

【申込先】 

担当者名 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 962-0518 

吉川のり子  090-1780-4315 711-4315 
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