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巻頭言 

“ホップ！ステップ！元気！楽しい花水木” 

花水木鯱城会会長 松川 正信（29 期 地域Ｂ） 

 

 花水木鯱城会のみなさんこんにちは。 

 この度、花水木鯱城会の会長をする事になりました 29期松川

正信と申します。 

 会員数 320名を抱え、名古屋 16区鯱城会の中で、規模・活動実

績とも特筆される「花水木」の先頭に立たせていただく重責を 

しっかり受け止め、微力ながら１年間務めさせていただきます。   

会員の皆様のご支援、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、鯱城会を取り巻く環境は大変厳しくなっております。一つは高年大学入学者数の

減少傾向が続いていることです。「再入学」制度が実施されてもその傾向は解決されたと

は言えません。それに伴い鯱城会への入会者が年々少なくなっています。 

 「花水木」は 4 月新たに 31 期生 15 名が入会されましたが、残念ながら、ここ数年の

50％台から 30％台の入会率になってしまいました。 

 運営委員会の今年の目標は、皆が入会したくなるような「魅力いっぱいの、楽しい花水

木」です。32期生地域ミーティングで訴えていきたいと思っています。 

 会員の皆様も地域・お知合いを通じて新会員入会にお力を貸してください。 

 ここで、30年度花水木鯱城会の活動を紹介させていただきます。 

★ バスツアー２回    5月 25日（金）サントリー山崎蒸留所・宇治平等院 

           11月 08日（木）長野安曇野・松本方面 

            ※今年は実施曜日を違えて設定しました。 

 ★ １５回趣味の作品展  10月 23日（火）～28日（日） 

              愛知芸術文化センター 12ＦアートスペースＨ 

 ★ 新春講演会     平成 31年 1月 10日（木） 社会福祉協議会研修室 

 ★ 花水木だより       発行 4回 5月・8月・11月・平成 31年 2月  

 ★ 社会奉仕活動    清掃（茶屋ヶ坂公園・鹿の子公園）、デイサービス          

コーヒーサロン他  

★  同好会活動   

★  地域会活動 

  花水木鯱城会会則に会員の交流と親睦を密にし、健康維持と地域活性化を図る云々 

とあります。前述の行事に参加することが花水木の主旨そのものだと思います。 

  最後に、会員の皆さんのご健康と益々のご活躍を心からお祈り申し上げます。   
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平成 30年度総会を盛大に開催 ‼ 

 

副会長兼総務委員長 二宮 敏夫（30期 福祉） 

 平成 30年度花水木鯱城会の総会が 4月 11日（水）ルブラ王山「葵の間」において

83名の会員出席のもと、盛大に開催されました。 

 開会に先立って 29 年度にお亡くなり

になられた 8 名の会員の方に黙祷を捧げ

ました。 

 まず初めに片山会長から「花水木鯱城

会は地域会、同好会、運営委員会の皆さ

んのご協力により会員相互の楽しい活動

が支えられている」「会長 2 年間のご支

援・ご協力に感謝します」とのご挨拶が

あり、引き続きご来賓の千種区社会福祉

協議会事務局長の三浦様から「会員の皆様へ日頃の地域活動へのご協力と支援にお礼」

のお言葉がありました。 

 会議に先立ち、議長に片山会長が選出され、議案

に従い議事が進行しました。 

 片山会長より「平成 29 年度事業報告」「平成 30

年度事業計画（案）」が報告されました。また白木

会計委員長より「平成 29 年度決算報告」「平成 30

年度予算計画（案）」の報告、堀会計監査役・長谷

川会計監査役より「平成 29 年度会計監査報告」がありました。その後、「会則改定」

及び「平成 30年度役員」が提案され全員の拍手により承認されました。 

 続いて松川新会長から「“ホップ！ステップ！元気！楽しい花水木”に向けて、31

期生の新しい風と力を取り入れ、楽しい会員相互の親睦を図る」との挨拶がありまし

た。また、松川新会長から平成 30 年度の会計監査を片山前会長と白木前会計委員長

にお願いすることが発表され、引き続き平成 30年度の運営委員が紹介されました。 

 その後、継続会員の表彰に移り、会員歴 10

年になられた 21 期生の方々に松川新会長か

ら記念品の贈呈がありました。当日は

3名の方が出席され、塚原義政氏

（生活 A）が代表して感謝の辞

を述べられました。 

 以上で予定通り総会は終了

しました。 

        塚原氏代表挨拶 
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♪ 31期生の歓迎懇親会を開催 ♪ 

副会長兼総務委員長 二宮 敏夫（30期 福祉） 

 平成 30年度の花水木鯱城会の総会が無事に行われた後、休憩を挟んで「飛翔の間」

で 31期生歓迎懇親会がにぎやかに始まりました。 

 地域毎に配置された円卓に皆さんが着席

されると、伊藤前総務委員長の司会進行で宴

会がスタートし、まず、松川新会長から、「本

日、参加された皆さんへお礼申し上げるとと

もに、行事やボランティア活動への参加協力

をお願いします」とのご挨拶がありました。 

 乾杯の音頭は 10年継続会員表彰の中野 

耕吉様にしていただき、会食に入りました。

久しぶりにお会いされる方もおられ、あちら

こちらで席を離れて懇親が始まり、和やかな雰囲気に包まれました。今年度入会され

た 31期生の 5名が壇上に上がり、自己紹介（上記写真）と学生歌の披露があり、山口

賢三様が代表して挨拶をされました。 

 今回のアトラクションはフラダン

スです。「ホアロハ」の皆さんの見応え

のあるフラダンスに観客席から拍手

喝采の華やかな雰囲気になりました。 

 宴もたけなわの中、いよいよお待ち

かねのカラオケタイムのスタートで

す。日頃の練習の成果をそのまま出さ

れたプロ級の方から、おっとっとの方

まで幅広いジャンルで会場は大爆笑

でした。リクエスト曲をたくさん残し

てタイムオーバーとなり、カラオケタ

イムは終了しました。 

 最後に全員で恒例によ

り「青い山脈」を合唱しな

がら、大きな輪になって手

を繋ぎました。そして稲垣

副会長の三本締めで中締

めとなりました。 

 

 新しい体制となりましたが、会員の皆様方の更なるご支援・ご協力を頂きますよう

よろしくお願い致します。 
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No 氏名 担当 期 学科 クラブ 電話 学区

1 　松川　　正信
会長

地域委員長
29 地域B 広報研究 781-2170 城　山

2 　稲垣　　博史 副会長 29 環　境 天文気象 781-7671 東　星

3 　二宮　　敏夫
副会長

総務委員長
30 福　祉 健  康 090-5865-1661 若　水

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

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

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

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

8 　伊藤　　陽子
総務委員
鯱城担当

29 陶　芸 パソコン 723-1522 城　山

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

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

11 　高橋　　満里 総務委員 30 環　境 郷土史 711-3494 千種台

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

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

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

15 　山田　　勝祥　 社会奉仕委員 30 福　祉 マジック 751-6339 城　山

16 　廣渡　　保子 社会奉仕委員 30 生活A 社会研究 761-7274 若　水

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

18 　福田　　由美子 広報委員 28 福　祉 将　棋 741-3488 今　池

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

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

21 　片山　　敦久 会計監査 27 園　芸 国際文化 711-3802 振　甫

22 　白木　　久雄 会計監査 29 生活A 将　棋 711-2655 城　山

天満緑道の桜
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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） 284

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） 107

総会・懇親会 平成29年4月12日 総会・３０期生歓迎懇親会（ルブラ王山） 106

地域ミーティング 平成29年5月24日 地域活動について意見交換（32期生58名参加）　学園 78

総 地域ミーティング 平成29年6月22日23日 地域活動実践体験（31期生30名参加）　社協 64

務 同好会代表者会議 平成31年8月22日 同好会代表者と役員会との意見交換（ガス燈） 22

委 地域ミーティング 平成29年11月29日 地域活動について意見交換（32期参加41名）　学園 67

員 忘年会 平成29年12月5日 運営委員会忘年会　　　（木曽路　名東店） 23

会 新年懇親会 平成29年1月12日 平成30年新年懇親会（木曽路瓦町店） 85

３１期生区会説明会 平成30年1月26日 31期生区会入会説明会　対象44名　参加27名　学園 37

31期生懇親食事会 平成30年3月3日 31期生懇親食事会 入会者対象15名 参加7名　ガス燈 14

31期生入会後説明会 平成30年3月13日 31期生入会後活動説明会 入会者対象15名 参加8名 社協 22

新運営委員説明会 平成30年3月22日 31期生　新運営委員への説明会（富士見台会館） 20

地域 地域長会議 平成29年6月27日 地域長・幹事と花水木鯱城会役員との懇談会 19

委員会 地域長会議 平成30年1月23日 地域長・幹事と花水木鯱城会役員との懇談会 21

平成29年5月2日発行 76号 22頁 カラ－3頁 総会特集・新役員紹介　発行部数 420

広報 平成29年8月1日発行 77号 24頁 カラー1頁 地域会紹介　　　 　　 発行部数 420

委員会 平成29年11月7日発行 78号 24頁 カラー3頁 同好会紹介　　　　  　発行部数 480

平成30年2月6日発行 79号 24頁 カラー7頁 趣味の作品展・新年懇親会　発行部数 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月実績迄 555

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月実績迄 214

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 126

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 93

図書ボランティア 平成29年4月～平成30年3月 学園図書館の運営ボランティア 35

社 児童館支援 11回/29年度 遊び横丁支援・赤ちゃん記念（千種児童館）２月度迄 51

会 クリーンキャンペーン 平成29年6月3日 全市一斉クリーンキャンペーン（内山公園周辺の清掃） 31

奉 千種区民まつり支援 平成29年10月1日 吹上公園 12

仕 子育てサロン支援 平成29年11月27日～12月22日 「きらきらサンタ」サンタクロース派遣活動（18拠点） 34

委 昔遊びボランティア 平成29年1月15日 児童との昔遊び（大和小学校） 8

員 鯱城会活動参加 平成29年10月7日 鶴舞公園清掃（降雨のため中止） 0

会 鯱城会活動参加 平成29年11月4日 鯱城・堀川クリーンキャンペーン参加 14

こころの絆創膏 平成29年9月12日 「こころの絆創膏」大曽根駅で広報支援活動（ビラ配り） 7

こころの絆創膏 平成30年3月5日 「こころの絆創膏」金山総合駅で広報支援活動（ビラ配り） 6

福祉街頭募金活動参加 平成30年2月24日 栄駅周辺で街頭募金活動（名古屋市福祉基金街頭募金） 6

バスツアー 平成29年5月26日 大河ドラマ「女城主直虎」ゆかりの地を巡るバスツアー 40

行 社会見学バスツアー 平成29年7月14日 社会見学「みそ蔵・寺院を巡る」バスツアー 34

事 バスツアー 平成29年11月10日 「紅葉とりんご狩り」バスツアー 39

委 平成２9年10月24日～ 第14回趣味の作品展　　78作品 来場者

員 平成29年10月29日 　　　愛知芸術文化ホールB2 601

会 グランドゴルフ 平成29年10月31日 第１6回鯱城会グラウンドゴルフ交歓会 20

フェスティバル 平成29年12月13日 鯱城16区フェスティバル（東スポーツセンター） 90

特別講演会 平成30年1月11日 新春講演会「名古屋駅周辺まちづくり構想」　（社協） 30

平成29年4月1日～平成30年3月31日　

花水木だより編集

趣味の作品展

平成２９年度　花水木鯱城会事業活動実績
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＊予定 現在

月 日（曜日） 行事名 場所 出席者 担当

03日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

4 11日（水） 総会・31期歓迎懇親会 ルブラ王山 会員希望者 総務

24日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

01日（火） 運営委員会・「花水木だより80号」発行 富士見台会館 役員・運営委員 総務・広報

5 22日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

23日（水） 地域ミーティング(第1回 33期生) 13:30 鯱城学園主催 役員・運営委員 総務

25日（金） 社会見学バスツアー 京都方面 会員希望者 行事

＊ 02日（土） 全市一斉クリーンキャンペーン 上野公園 会員希望者 社会奉仕

05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 20～21日 地域ミーティング 32期生62名 10～11:30 社協 役員・運営委員 総務

26日（火） 役員会 ガス燈 役員 総務

26日（火） 地域長会議　　13:00～ ガス燈 役員・地域長・幹事 地域委員長

03日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

24日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

07日（火） 運営委員会・「花水木だより81号」発行 富士見台会館 役員・運営委員 総務・広報

8 28日（火） 役員会 ガス燈 役員 総務

28日（火） 同好会代表者懇談会　　13:00～ ガス燈 役員・同好者代表 総務

04日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

25日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

02日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

06日（土） 鯱城会クリーンキャンペーン（予備13日）鶴舞公園 会員希望者 社会奉仕

10 23～28日 第15回「趣味の作品展」　（搬入：22日）芸文センター12F 会員希望者 行事

23日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

23日（火） 鯱城会　第17回GG交歓会（予備30日） 競技場（未定） 会員希望者 行事

06日（火） 運営委員会・「花水木だより82号」発行 富士見台会館 役員・運営委員 総務・広報

08日（木） バスツアー 安曇野･松本 会員希望者 行事

11 10日（土） 堀川クリーンキャンペーン（予備11日） 伏見（堀川） 会員希望者 社会奉仕

27日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

29日（木） 地域ミーティング(第2回 33期生) 13:30 鯱城学園 役員 総務

04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

25日（火） 役員会 富士見台会館 役員 総務

08日（火） 運営委員会 富士見台会館 役員・運営委員 総務

10日（木） 講演会 社協 会員希望者 行事

31年 11日（金） 新年懇親会 木曽路瓦町店 会員希望者・32期生 総務

1 22日（火） 役員会 ガス燈 役員・新役員 総務

22日（火） 地域長会議　　13:00～ ガス燈 役員・地域長・幹事 地域委員長

25日（金） 3２期生区会入会説明会 鯱城学園 役員・運営委員 総務

05日（火） 運営委員会・「花水木だより83号」発行 富士見台会館 役員・運営委員 総務・広報

26日（火） 役員会 富士見台会館 役員・新役員 総務

＊ 02日（土） 懇親食事会（32期生対象） 10:30～ ガス燈 役員・運営委員 総務

05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

＊ 10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 15日（金） 入会後活動説明会（32期生対象）10:00～ 社協研修室 役員・運営委員 総務

＊ 22日（金） 新運営委員　説明会 富士見台会館 役員・新役員 総務

26日（火） 役員会 富士見台会館 役員・新役員 総務

＊ 29日（金） 総会準備 社協 役員・新役員 総務

＊ 4 10日（水） 総会・32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、10:00～、 鯱城ニュース　：年4回発行を予定

　鯱城会主催の16区フェスティバルは、実施検討中
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平成29年度 決 算 書

(自 平成29年4月 1日  ～ 至 平成30年 3月 31日 )

平成30年度 予 算 書

(自  平成30年 4月 1日  ～ 至 平成31年 3月 31日 )

(単位 :円 )

収 入 の 部 支 出 の 部

科 目 予算額 決算額 牟| 目 予算額 決算額

年

会

費

普通会員   301名 450,000 451,500 総  務  費 144,000 101,087

特別会員   21名 12,500 10,500 行 事 費 60,000 62,125

計    322名 462,500 462,000 広 報 費 160,000 131,227

入
″ヘ

言 金 70,000 72,000 社 会 奉 仕 費 74,500 70,392

愛 護
/_N
不 72,000 72,000 地  域  費 110,000 90,966

助 成 金 66,000 70,500 観  城  会 97,500 96,600

寄 付 金 雑 費 24,500 19,806

雑 収 入 438 つ
０ 予  備  費 262,500

前 年 度 繰 越 金 262,062 262,062 翌 年 度 繰 越 金 366,362
△
口 計 933,000 938,565 △

口 計 933,000 938,565
*前年度繰越金の うち20 000円 は30周 年 む

収 入 の 部 支 出 の 部

科 目 予算額 摘 要 科 目 予算額 摘 要

年 会 費

420,000

10,000

430,000

普通会員   280名
特別会員    20名

計     300名

総 務 費 138,500 運営委員会、総会、新年会等

行 事 費 66,000 見学会、作品展関連費等

広 報 費 148,000 花水木だより発行関連費等

入 会 金 30,000 31期生2,000円  15名 社会奉仕費 70,200 デイサービス、公園清掃費等

愛 護 会 72,000 名古屋市土木局 地 域 費 110,000 地域委員会関連費用

助 成 金 66,000 競城学園 町づ くり推進室 競 城 会 90,000 本部納付金 (1名 300円 )

雑 収 入 638 雑 費 10,000 振込手数料等

前年度繰越金 366,362 予 備 費 332,300
〈
口

一三
ロ 965,000 /_t

口 計 965,000
*前年度繰越金 :28年 会時承認 の30 金 20,000
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10 年継続会員（２１期生）代表あいさつ  

人生 100年時代 伸ばそう健康寿命！ 

 

塚原 義政（生活 A） 

 

学園設立の趣旨は「高齢者の生きがい作りと地域活動の核

となる人材養成であり、積極的な社会参加が求められている」

と学園卒業式の答辞で述べて、花水木鯱城会に入会。 

あっと言う間の 10年。今更のように歳月の過ぎ去る速さを実

感しています。  

その間「遠い親戚より近くの他人」顔の見える近隣仲間で

スタートした学区単位の地域会、同好会は、年々拡充されて 

おり、時間の許す限り参加して、楽しんでおります。 

 

昨今「人生 100 年時代」と言われ、100 歳以上の百寿者が、この 10 年間で 2.1 倍

になりました。老いと病と死がゆっくりやってくる時代と言ってもよいでしょう。 

この長寿社会を私たち高齢者はどう生きるか。それには、健康寿命を伸ばし、生き

がいを持って、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、高齢者相互がとも

に支え合う体制づくりが必要です。そして、お互いに「学縁」「地縁」仲間のつなが

りを大切にし、楽しく交流を深めることで実践できると思います。  

ただ、高齢者の価値観が多様化する中、社会の変化に対応できるよう活動内容も変

えていかなければなりません。お互いに、花水木鯱城会の活動がマンネリ化しないよ

う工夫し、魅力ある活動を展開し、多くの仲間が参加しやすい環境づくりも必要です。 

 

先日、ホームドクターに「老後資金も大切だが、健康寿命を伸ばし、ポジティブ思

考で、日々明るく前向きに生きる意欲と行動が大切です」と言われました。孤独な人

は、人的なつながりを持つ人に比べて、認知症や心臓病などの疾患リスクを高め、早

死リスクが 50％高くなるそうです。 

花水木鯱城会の活動に参加することにより、地域の仲間とのつながりもでき、孤立

化を防ぎ、一人ひとりの豊かな高齢期を支えることができると思います。   

花水木鯱城会が 「いきいきと歳を重ねながら社会参加」できる場となり、会員の輪

が大きく拡がって行くことを願っております。 
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10年継続会員お言葉 (21期生) 

感 謝 

中西 明美（文化 B） 

花水木鯱城会に入れていただいてから 10 年。「光陰矢の如し」と言いますが、本当にあっ

という間でした。どちらかと言えばスポーツ音痴？な私でしたが、リズム体操、グラウンド

ゴルフ、ダンスなど入会を機に、チャレンジすることができました。これも会員皆様の優し

さのおかげと感謝しております。花水木だよりの配布、公園清掃、クリスマスの施設慰問、

バス旅行企画など、時には気の進まないこともありましたが、今振り返れば懐かしい思い出

です。最近こうした会も、あとに続いてこられた方たちの努力、活力に負うところが多いで

すが、会の先々の明るさも期待しています。  

10年間皆様と培ってきた絆や縁に感謝しながら、これからの日々を大切に過ごしてゆきた

いと思っています。10年間ありがとうございました。 

 

花水木鯱城 10年 

加藤 勇（福祉） 

鯱城学園を卒業して早 10年。10年一昔というけれど、あっという間の

ような、それだけ充実した 10 年だったと思う。ダンスクラブだったこと

で継続してサークルを楽しんだり、カラオケ同好会で好きな歌を和気あい

あいと歌ったり。そして更には、大好きな旅行、国内 47 都道府県網羅、

世界 140ヶ国以上訪ねました。これからも体力の許す限り健康に留意して

マイペースで余生を楽しみたいと思っている次第です。 

 

牛田 幸枝（園芸） 

21 期園芸学科卒業後、御岳休暇村に参加、戸田川緑地、鶴舞公園、

名城公園、2年間ボランティア活動に励みました。 

 その後大病になり、今では病気と付き合いながら、健康が一番、今

が大切、今日一日から感謝、絆、信頼希望、生かせて頂き、ありがた

さをしみじみ感じています。クラスの皆様方、OB会でお会いできること楽しみにしています。

地域会の皆さま方、いつもお世話になり感謝申し上げます。現在は、吹上スポーツセンター

で、リハビリ体操をして、皆様から元気をもらっています。 

皆様と出会い、ふれあいができて心から感謝を申し上げます。 

 

田中 成和（地域） 

私事、昨年満 80才。心身共に老化を痛感する昨今です。鯱城卒業と同時に 

「花水木体操クラブ」に入会。以来 10年、今だに左右の動作指示に戸惑いながら冷をかいて

います。他に鯱城同期の仲間に支えられ、痛む左膝をかばいつつ、毎週土曜日、東山一万歩

コースをストックを支えに過去８年近く 2度の転倒にもめげず歩行を続けています。 

近況報告と併せて、当鯱城会の発展を念じております。 
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趣味(謡曲)について 

吉田 定雄 （生活 B） 

 足掛け 40 年、継続は力なりを信じ謡曲を稽古してきました。１

年に 2回位の発表会があり、それにより上達するよう努力を積み重

ね、その間、結婚式には必ず謠ってきました。 

戦国武将、織田信長が桶狭間の戦いの出陣に際し、死を決して舞い

謠ったのが、「人間 50年、下天のうちにくらぶれば夢まぼろしの如

くなり、ひとたび生を受け、滅せぬもののあるべきか」と言われて

います。幸いにも勝利して、その後天下統一を図りましたが、本能

寺の変にして最後を遂げました。 

謡曲は、安土桃山時代には武士社会において愛好されていたのが、江戸時代には、

庶民にも許され隆盛を極めました。現在は、趣味が多極化して謡曲は、一部の愛好家

にしか親しまれていませんが、日本伝統芸能の一部に接するには、一番よいのではな

いかと思います。名古屋能楽堂には、能舞台他いろいろな資料等があり、一見に値す

ると思います。興味のある方は、おでかけください。 

 

 

         最近思う事 

                            恩田 光子 （文化 A） 

「10年一昔」と言う言葉がある。そうすると鯱城の学生生活も一昔ということになる。

昔という言葉を思うと年をとったんだなぁ～と改めて認識させられる。体力は落ちた。

いやでも年を感じてしまう。でも気力はまだそれほどでもないと思っていたが、出掛

けるのが億劫になった。そんな私に友人が言った。「今必要なのは、きょういくとき

ょうようだね」と。今更どうしてそんな事と思ったが、「今日、行く」所がある。「今

日、用」があるということ。そう聞いて納得した。今日行く所がある、今日用事があ

るということはありがたいことだと思う。長生きは望まないが、元気でありたいと思

う。 

 

花水木で残したもの 

中野 耕吉 （環境） 

ついこの前だったような気がする。花水木の仲間になったのが。

でもひと昔だから長いよ。そだね～。 

やったことといえば太極拳同好会を始めたことか･･･。誰かに「やっ

たら」と背を押された気がする。それから 8年。初めこそ 20人を超

えたが、一時は出席者が 2～3人という日も。 

 でも 30期生が 3人はいり、他区鯱城会員も OK として発足当時の

元気を取り戻した。花水木で太極拳を始めてよかった。 

 あっ、もう一つあった。地域会の提唱だ。貝沼先輩らの後押しも

あって、着実に浸透しているようだ。嬉しいことだ。 
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社会奉仕だより

平成 29年度 ボランティア活動実績

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。

一●
へ

・

一一
一
一
一・・・
・・・

一
一
一

・・ 一

一

一一

一

一
一

一
●
一一
．．．・．●
・

府
ヽ

項 目 29年 4月 ～ 12月 30年 1月 ～3月 合計

デイサービスの支援
０
０

沢
υ

И
無 165 628

コー ヒーサ ロンの運営 180 57 237

茶屋ヶ坂第3公園清掃 109 ウ
Ｆ

，
“ 136

鹿 の子公園清掃 81 18 99

児

里

食官

支

援

アルバムカフェ 3
０
じ

子供の 日企画 10 10

オセロ大会 1

七夕飾 り 8 8

こどものまち 7
ワ
ー

おもちゃづくり 5 4 9

ハロウィン 7
ワ
ー

冬の工作 6 6

昔遊びボランティア 8 8

名古屋市一斉クリーンキャンペーン 31 ０
０

堀川クリーンキャンペーン 14 14

サンタ&トナカイボランティア 34 34

名古屋ウィメンズマラソン支援 29 29

千種 区民まつり ，

ａ

９

″

「こころの絆創膏」キャンペーン 7 6 つ
０

福祉街頭募金活動 6 6

図書館ボランティア活動 28 39

合 計 1,006 ０
０

つ
０ 1,337

０
０

(延べ人数 )



平成 30年度ボランティア活動予定 

 

平成 30年度の社会奉仕活動の内容を下記に記載致しましたので、活動に是非 

ご協力くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

  行  事  名   予 定 開 催 日      活 動 内 容 

デイサービス支援 毎週月～金 
（土・日以外の祭日 

は活動します。） 

午前９時 30分   
～11時 30分 

千種区在宅サービスセンター
にて高齢者介護支援。 
（お茶出し・お風呂上り後の頭

髪をドライヤーで乾かす等） 
    

コーヒーサロン 月 2回 
（12時～14時 30分） 

千種区社会福祉協議会 1 階に
て開催。 
コーヒーや紅茶等をデイサー
ビスの通所者や社協職員、社協
への来訪者他に提供します。 

児童館支援 平成 30年度は 9回の予
定 
「Ｐ15 千種児童館行事

のご紹介」をご覧くだ
さい。 

千種生涯センターの近隣にあ
る児童館で子供との工作づく
りやお遊びなどのお手伝いを

します。 
 

愛護会活動 
（各地域会が1ｹ月担当） 

毎月第 1日曜日 
毎月第 3日曜日 
冬季 9時 30分～ 
夏季 8時 30分～ 

茶屋ヶ坂 第 3公園 
鹿の子公園 
約 1時間から 1時間 30分 

全市一斉クリーンキャ

ンペーン 

平成 30年 6月 2日 千種区内での街路地清掃 

千種区民まつり 平成 30年 9月 30日 吹上公園（予定） 

子育てサロン支援 平成 30 年 11 月下旬～
12月中旬 

サンタクロース派遣活動 
（14学区 17 ｹ所） 

昔あそびボランティア 平成 31年 1月頃 児童とのふれあい（コマ回し
等）大和小学校 

福祉街頭募金活動 平成 31年 2月頃 子育て支援を街頭で募金活動 

図書館ボランティア 平成 30年 4月～ 
平成 31年 3月 

学園図書館にて受付その他の
ボランティア活動（午前・午後） 

こころの絆創膏キャン
ペーン 

平成 30年 9月頃 
平成 31年 3月頃 

名古屋市こころの絆創膏キャ
ンペーン事業の支援（うつ病、
自殺の考えなどで心の悩みを
抱えた人々を支援する事業） 

鶴舞公園清掃キャンペーン 平成 30年 10月 06日 鯱城会活動参加 

堀川清掃キャンペーン 平成 30年 11月 10日 鯱城会活動参加 

名古屋ウイメンズマラソン 平成 31年 03月 10日 観衆整理平成 30年は 29名参加 
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 千種児童館行事のご紹介       多くの方の参加をお願いします！！ 
 

行事名 日時 実施時間 人員 対象 行事内容（準備・片づけ含む） 

夏休み 

   工作 

 8/21(火) 

9：30 ～ 

12：30 

10：30 

～ 

12：00 

6人 幼児 ～ 

小学生と 

保護者 

 

主に小学生が楽しめる工作。 

こどもの 

まち 

    9/2(日) 

  予備日        

9/9(日) 

未定 未定 未定 こどもが作るこどものまちで職業体

験をし、働いたお給料で遊びます。こ

どもの店の準備や補助。8月に店準備

を行います。 

区民 

まつり 

 9/30(日) 

9：00 ～ 

16：00 

吹上公園 6人 乳幼児 区民まつりに千種児童館が出店しま

す。工作のコーナーを企画から担当。 

思い出 

ｱﾙﾊﾞﾑを

つくろう 

 10/3(水) 

9：30 ～

12：30 

10：00 

～ 

12 :00 

3人 乳幼児

と 

保護者 

写真をﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝし、ｱﾙﾊﾞﾑを作りま

す。手型・足型とりも行い､その間の

乳幼児の見守り、手型とりの補助。 

ハロ 

 ウィン 

10/31(水) 

未定 

未定 3人 乳幼児 近隣の家をまわり、お菓子をもらい

ます。その他、館内企画あり。 

冬の工作  12/8(土) 

13：30 ～ 

15：30 

14：00 

～ 

15：00 

6人 未定  

クリスマス工作 

お正月 

あそび 

午後 午後 3人 

 

幼児～ 

小学生 

昔ながらの遊び（コマまわし・あやと

り・お手玉・すごろく）などで一緒に

遊んだり、教えてあげてください。 

じどうか

んまつり 

 3/3(日) 

もしくは 

 3/9(土) 

未定 6人 どなた

も 

児童館内でお祭りをします。ブース

を一つ企画運営します。 

 花水木鯱城会の皆様へのお願い    

                       社会奉仕委員長 脇所 耐 

  花水木鯱城会のボランティア活動にご協力いただき厚く御礼申し上げます。 

ディサービス活動は、花水木鯱城会での中心的な活動である事は、既にご承知の 

通りです。昨年ある時期において登録者が皆無の日々が数日発生し、有志によるご 

厚情、ご支援をいただき、どうにか間に合う経緯となりました。 緊急時とはいえ、 

何時もご支援いただくのは本当に申訳なく、何とか１日最低２人体制、つまり多少 

ゆとりをもって 50名前後の体制で運営致したいと常々思う次第でございます。 

健康上やご家庭の事情その他を考慮して、ご無理の無い範囲内でこの趣旨にご賛同 

いただき、また、一旦リタイアなされた方々も併せ、多数のご応募をいただきます 

よう何卒宜しくお願い申し上げます。 

           ＜参加窓口＞ 脇所 耐 （722-6144 携帯 090-6582-1581） 

                    後藤 基之 (741-0010 携帯 090-9193-3795)    

 

                   15 



平成30年4月～平成31年5月

第一日曜日 中学校区 若水 城山 31期生 東星 千種台 千種 今池 振甫

〇茶屋ヶ坂公園

第三日曜日

●鹿の子公園

1日 〇

15日 ●

6日 〇

20日 ●

3日 〇

17日 ●

1日 〇

15日 ●

5日 〇

19日 ●

2日 〇

16日 ●

7日 〇

21日 ●

4日 〇

18日 ●

2日 〇

16日 ●

6日 〇

20日 ●

3日 〇

17日 ●

3日 〇

17日 ●

7日 〇

21日 ●

5日 〇

19日 ●

＊〇は茶屋ヶ坂第３公園（第１日曜日）　　●は鹿の子公園（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

＊31期生の地域会清掃活動は、６月の清掃活動後になります

16

４月 9時30分

５月

平成30年度　茶屋ヶ坂第３公園・鹿の子公園清掃当番表

小学校区
高見
春岡

田代
見付

全学区
東山
星ヶ丘

自由ケ
丘

富士見
台

宮根
千代田
橋

千種
千石
内山

大和
上野

8時30分

７月 8時30分

８月 8時30分

６月 8時30分

９月 8時30分

１０月 9時30分

１１月 9時30分

１２月 9時30分

４月 9時30分

５月 8時30分

１月 9時30分

２月 9時30分

３月 9時30分



「名古屋ウイメンズマラソン 2018」でのボランティア活動 

社会奉仕委員長 脇所 耐（29期 生活Ｂ） 

平成 30 年 3 月 11 日（日）、女子限定のマラソン大会としては、世界最大でギネス

ブック記録にも認定されている「名古屋ウイメンズマラソン」が早春の快晴という絶

好のコンディションの下、老若の女性が健脚を競いました。 

 今大会から東京五輪代表選考とし

てＧＣ（グランドチャンピオンシッ

プ）への出場権を懸けたレースとな

ります。今大会は過去最多の 21,915

人（対前年＋2,058人）が出場し、ま

た、ハーフ、クォーターのマラソンで

も 14,953人（対前年＋32人）が力走

しました。 

 昨年に引き続き「花水木鯱城会」の

会員 29名がボランティア活動に参加

し、昨年担当した往路の地域から、今

年は復路を担当する事となり、お陰様で陽光の照りつける場所であったため、気分爽

快に活動する事が出来ました。午前 8時に 8区にある「パチンコ＆スロット・なない

ろ」に全員集合し、それぞれ 6 区・7 区・8 区に分かれ、エリア確保のためのコーン

やコーンバー及びコーステープ等の配置作業をテキパキこなし準備を整えました。 

 往路のコースボランティアのため、スタートから約 2時間程は手持無沙汰で過ごす

も、午前 11時 10分頃にわかに騒々しくなり、第一走者のメスケレム・アセファ（エ

チオピア・優勝者）が走って来ました。その後、走行の間隔もあるが次々と前評判の

ある選手が走り、「頑張れ！」「もう少しでゴールだ！」と熱い声援を送りました。 

 結果、日本選手では、初マラソンとな

る関根花観選手（日本郵政グループ・愛

知県豊川高校出身）が 2 時間 23 分 07 秒

で日本人トップ第 3 位に入りＧＣを獲得

しました。 

 私達は、4時間程の活動を終え、後半の

ボランティアの人々に引継ぎました。最

後に参加者全員で記念写真を撮って解散

し、近くの肉料理店で有志による昼食を 

摂り慰労しました。 

 

 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。最後に、参加者の皆さんお疲れ様でした。温かい御協力誠に有

難うございました。来年も宜しくお願い申し上げます。 

優勝者メスケレム・アセファと見守るボランティア 
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運営委員会だより

■1月 度運営委員会 (1月 9日 開催 富士見台会館)

〈報 告〉

会  長  競城会16区フェステ ィバル (12/13)多数の参力日(千種区90名 )お礼

きらきらサンタ(18拠点 37名 )の協力おネL

社会奉仕  平成29年 12月 のボランティア活動結果の報告

く依 頼〉

行  事  新春講演会 (1月 11日  社協 「名古屋駅周辺街づくり構想」)出席者募集

平成30年度バス旅行 (5月 25日  京都・宇治 サン トリー見学)参加者募集

総  務  新年懇親会 (1月 12日  本曽路瓦町店)協力依頼

31期生花水木館城会入会説明会 (1月 26日  学園)協力依頼

広  報  花水木だより79号の印刷 。製本・配布準備 (2月 1日 社協)協力依頼

地  域  第2回地域長会議の開催 (1月 23日  今池ガスビル)

■2月 度運営委員会 (2月 6日 開催 富士見台会館 )

〈報 告〉

会  長  次期統城会会長選挙により石谷清和氏 (天 白区 29期地域)が選出
31期生入会説明会 (1月 26日 )は観城会全体で54%、 千種区で61%の 出席率
新春講演会 (1月 11日  社協)30名 参カロのおネL

新年懇親会 (1月 12日  木曽路瓦町店)85名 参加のお礼
平成30年度の 「活動計画 (案 )」 及び 「予算 (案 )」 について説明

社会奉仕  平成30年 1月 のボランティア活動結果の報告

地  域  1月 23日 開催の地域長会議で活動報告等の情報交換及び 「次年度公園清掃

当番表」 「ボランティア協力のお願い」 「振込手数料 。会則改定」を説明
〈依 頼〉

社会奉仕   名古屋 ウィメンズマラソン (3月 11日 )のボランティア (コ ース整理 )

総  務  31期生 との懇親食事会 (3月 3日  今池ガス燈)の開催

鏡城担当  第8回観城 OB文化祭を開催 (3月 8日  続城ホール )

■3月 度運営委員会 (3月 6日 開催 富士見台会館 )

(報 告〉

会  長  31期生の鯨城会入会者は競城会全体で36%、 千種区で40%の入会率
31期生との懇親食事会のお礼 (31期生8名 、役員8猛 )

平成30年度の 「活動計画 (案 )」 及び 「予算 (案 )」 についての承認

社会奉仕  平成30年 2月 のボランティア活動結果の報告

〈依 頼〉

総  務  31期生入会後活動説明会 (3月 13日  社協)協力要請

新運営委員活動説明会 (3月 27日  富士見台会館)協力依頼

30年度の総会及び歓迎懇親会 (4月 11日 )準備及び当日の協力要請

広  報  花水木だより80号 (5月 1日 発行)の原稿協力依頼
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鯱城会ニュース 

「第 8 回鯱城 OB 文化祭」が盛況に開催されました!! 

鯱城会担当 29 期 三輪淳一 

      30 期 二宮敏夫 

 

 3 月 8 日(木)、鯱城ホールで「第 8 回鯱

城OB文化祭」が盛況に開催されました。 

当日は、午後からあいにくの雨でしたが、

970 名もの来客があり、用意したプログ

ラムがなくなるほどの盛況ぶりでした。

オカリナ、民謡、合唱、フォークソング等

の 14 サークルが出演いたしました。 

ベテランのサークルから今年初めてのサ

ークルまでありましたが、リハーサルの

成果もあって、予定通りの進行でした。 

 

各クラブとも、日頃の成果をいかんなく発揮し、いずれも熱演・熱唱を舞台いっぱ

い繰り広げました。観客席からは「○○さーん、頑張って」「いいぞー」などの声援が

あり、出演者と観客とが一体となって盛り上がったサークルが多数ありました。 

中には、出演途中に幕が閉まりかけたり、マイクの音が小さかったりのハプニングが

ありましたが、それがまた笑いを誘ったり、拍手喝さいであったりして、和気あいあ

いの楽しい時間を過ごすことができました。今年から、出演者用の観客席を設けて、

お互いに楽しむ工夫がされていました。報道機関からの急なインタビューにとまどっ

ていたクラブの方もおられました。 

 最後に、14 サークルの代表の方が舞台に勢

揃いし、「こじょう混声合唱団」の代表の方の

閉会の挨拶でお開きとなりました。 

 出場されたサークルの皆さんや、鯱城会役

員・幹事さんなど皆さんのご支援・ご協力で無

事終えることができました。  

運営に携わった皆様に深く感謝致します。 

ありがとうございました。 
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新入会員紹介 

  31期生 15名 平成 30年 4月 1日入会   （敬称略） 

 
 

 

      

№ 氏 名 フリガナ 学 科 クラブ 

学

区

№ 

地 

域 

1 南  清貴 ﾐﾅﾐ  ｷﾖﾀｶ 園芸 ハイキング 104 振甫 

2 古田 昇 ﾌﾙﾀ  ﾉﾎﾞﾙ 地域Ｂ 絵手紙 105 振甫 

3 伊藤 美代子 ｲﾄｳ  ﾐﾖｺ 健康Ａ フラダンス 106 若水 

4 山田 修 ﾔﾏﾀﾞ  ｵｻﾑ 美術 写真 106 若水 

5 田中 光子 ﾀﾅｶ  ﾐﾂｺ 地域 B グリーン 107 若水 

6 寺澤 正春 ﾃﾗｻﾞﾜ  ﾏｻﾊﾙ 文化Ｂ 国際文化研究 107 若水 

7 吉川 武彦 ﾖｼｶﾜ  ﾀｹﾋｺ 地域Ｂ 水彩画 108 城山 

8 山口 和子  ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶｽﾞｺ 文化Ｂ パソコンペイント 109 東星 

9 山口 賢三  ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝｿﾞｳ 生活Ａ パソコンペイント 109 東星 

10 樫澤 一也 ｶｼｻﾞﾜ  ｶｽﾞﾔ 生活Ｂ 歩いて知ろう会 110 城山 

11 木村 達哉 ｷﾑﾗ  ﾀﾂﾔ 地域Ａ 天文気象 110 城山 

12 関谷 順子 ｾｷﾔ  ｼﾞｭﾝｺ 生活Ａ マジック 111 東星 

13 白井 正之 ｼﾗｲ  ﾏｻﾕｷ 国際Ａ 英会話 114 千種 

14 長谷川 源 ﾊｾｶﾞﾜ  ｹﾞﾝ 福祉 水彩画 114 千種 

15 今村 恵子 ｲﾏﾑﾗ  ｹｲｺ 文化Ｂ 健康 115 千種 

 

 

20 

 



 

表紙の言葉 

「季節の味」 

相場 彰史（22期文化 A） 

河津桜の蜜を吸うメジロを東山植物園で撮りました。 

小さな鳥でも桜の花の蜜で腹が満たされるとはとても思えません。 

食後のデザートなのでしょうか。 

あちこち動き回り、すぐ花の陰に入ってしまうので写すのに苦労します。 

 

訃   報 

今池地域会  水谷正二様  2月 18日  

千種台地域会 加藤雄三様  3月 09日 

振甫地域会  溝延八郎様  3月 26日 

謹んでお悔やみを申し上げます。

 

再 入 会 

       22期 文化 B  振甫地域会  清水 健子 

〒464-0848  春岡 1-2-13 ラポール池下 203 

 

鯱城会の電子掲示板（BBS）利用についてのお知らせ 

 現在は、登録者にのみ、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・・・hana.kouhou1950@gmail.comまで送信下さい。 

 登録必要データ： 何期生、氏名、同ふりがな 

担当者が変わります 

 担当者： 30年度 花水木鯱城会ホームページ担当 筒井孝志 ☎722-6343 

 

次号の予定 

花水木だより 81号(発行 8月 7日)の  

印刷封入日は、8月 1日(水)です。 

編 集 後 記 

新年度を迎えて、花水木鯱城会役員の方々が新しい体制で活動を始めるに伴い、広報委員も

4月から新たなメンバーを迎えて、「花水木だより」をお届けすることになりました。 

 本年度は、これまでにも増して会員の皆様の日頃の活動がより身近に、より楽しく愛読し

ていただけるような紙面作りに心掛けてまいります。 

会員の皆様のご支援やご意見を宜しくお願いいたします。 

広報委員会 委員長 大村 悦郎(30期生活 A) 委 員 福田由美子(28期福祉) 

委 員 筒井 孝志(30期地域 A) 委 員 山田 修 (31期美術) 

                      委 員 樫澤 一也(31期生活 B) 

21 



今後の行事予定 

♪♪ 楽しいお知らせです ♪ ♪ 

行事委員会 

 

☆京都・宇治 サントリー見学 バスツアー 

日  時  ： 平成 30年 5月 25日(金)午前 8時～午後 6時 

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  ： 午前８時出発～東名阪道～サントリー山崎蒸留所 

～喜撰茶屋（昼食）～宇治の平等院（参拝）～三室戸寺（参拝）

～東名阪道～今池駅（午後 6時予定） 

費  用  ： 8,000円 （参加者 38名ベース）  当日払い 

申込期限  ： 5月 10日(木） 

申し込み  ：下記 30期行事委員へ期・氏名・電話番号をご連絡ください。 

福島好明  y-fukushima@poem.ocn.ne.jp     090-3564-7291 

                     FAX0 052-364-9411  

高木収   akhce802@yahoo.co.jp              090-3483-4369 

 

 

☆第 15回 花水木鯱城会『第 15回 趣味の作品展』 

日  程  ： 平成 30年 10月 23日(火)～28日(日) 

 場  所  ： 愛知芸術文化センター アートスペースＨ 

 

☆秋のバスツアー  

   日  程  ： 平成 30年 11月 8日(木) 

   行 き 先  ： 長野県安曇野市・松本市  

（秋の安曇野の散策と松本城の見学） 
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