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巻 頭 言 

こ の 頃、思 う こ と 

 

花水木鯱城会副会長 稲垣 博史（29期 環境） 

 

 

花水木鯱城会に入会して 3 年目。1 年目、2 年目は行事委

員、今年は副会長として松川会長を支えて会の円滑な運営に

努めるとともに、幹事として東星地域会と本部とのパイプ役

をしております。 

私は、東山小学校、城山中学校を卒業して仕事も運よく？

転勤もなく 60 才で定年を迎え、現在までのほとんどの期間

を千種区で生活しております。 

再就職しましたが仕事は忙しくなく、何か自分の周りが狭

くなったのを感じて高年大学の環境に入学しました。現在も再度就職をして週 4日サ

ラリーマンをしております。 

たいした仕事はしておりませんが一応勤めているので、花水木鯱城会の活動やボラ

ンティアにほとんど参加出来ずご迷惑をかけています。 

今思えば、勤めながら高年大学に行き、花水木鯱城会の活動に参加したことは中途

半端になり失敗だったように思え、来年から会社を辞めたら何をしようか悩んでおり

ます。 

最近驚いたことは、ちょっと急いで横断歩道を渡ろうとして何故か足がもつれて膝

と顔面から転びました。停車中の車から見られ、親切なご婦人から大丈夫ですかと聞

かれましたが、恥ずかしく顔面をハンカチで押さえて足を引き摺りながら慌てて事務

所に帰りました。 

翌日は、膝がはれ歩けないので地域ミーティングは欠席させてもらいました。夜の

飲み会も、次の日のゴルフ同好会のコンペも欠席して静養に努め、バスツアーには何

とか参加出来ましたが、歩けないことはとても不安になりました。もっと注意して生

活します。 

花水木鯱城会の今後を考えると、少子化問題と同じで、入会者が少なければ地域会、

同好会、運営委員会、行事の開催及びボランティア活動も成り立たなくなります。 

千種区在住の在校生の方に、この会の活動を色々な手段で伝えて来春には多くの方

の入会がある様に努めていきましょう。 
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平成 30年度第 1回地域長会議 

花水木鯱城会 地域委員長 松川 正信 
 

平成 30 年 6 月 26 日(火)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。今回は、地域委員長はじめ、全

7地域のうち4地域の地域長が入れ替わり、

フレッシュ？？？なメンバーでの会議と

なりました。 

 会長挨拶に続いて、役員・地域長・地域幹事の自己紹

介後、議事に入りました。 

地域活動報告は、どの地域会も、色々工夫を凝らした

行事を実施しているものの参加率(30∼40％)が上がらず、

苦労している状況報告がありました。 

各地域会の課題報告では、全地域長から近年の入会者の減少に危機感を抱いている

状況が報告されました。会員サービスの充実、同好会情報の充実、現役学生に対する

鯱城会活動への積極的な参加案内等入会率 UP を図る貴重な意見が続々。「魅力ある、

楽しい花水木鯱城会」へ多くの時間を費やした有意義な会議となりました。 

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、地域会活動にお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 

 
      今池地域長 山田 秋男 (26期 陶芸) 

 

会員数は総勢 33名。内訳は千種(101)13名、千石(102)10名、

内山(103)10名。14期 1名を筆頭に 30期生までの構成です。 

本年度は 31 期生の入会は一人もいませんでした。32、33 期生

に期待したいです。 

定例交流会は「花水木だより」配布時に合わせて年 4回を予

定しています。参加率は平均 60％前後で、まずまず盛会です。会場選択には予算的な

こともあり、苦心しています。 

年間活動計画は、30 年 10 月頃社会見学、同年 12 月には忘年会を予定しています。

例年交流会・行事はお蔭さまで和気あいあいと開催していますので、今年度はさらに

盛り上げる計画をしています。社会見学先は模索中ですが、日銀、裁判所その他要望

があり取りまとめ中です。そのほかに私の思いは、不甲斐ないドラゴンズに活を入れ

るため団体応援をとも考えていますが・・・・・。 

老いてはますます元気、老いの手前の人は更に会を盛り上げ、健康づくり、活発に、

楽しく、語り合いながら交流を深める活動を展開していきます。 
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地域会だより 

今池地域会 



 

          振甫地域長 片山 敦久 (27期 園芸) 
 

振甫地域会は、大和学区と上野学区からなり、今年入会しま 

した 2名を加え 39名(男性 20名 女性 19名)の構成となって 

います。前 K地域長より引継ぎ 2年間と定め、「楽しく参加し易 

い地域会」を目指し精一杯邁進致したく思っております。 

振甫地域会メンバーの皆様、ご意見ご要望等をどんどんお聞

かせください。 
 

平成 30年度活動計画  

①  30年 4月  9日 (月)  総会と 31期生歓迎カレーパーティー 

②  30年 6月 28日 (木)  MRJミュージアム見学とランチ会 

③  30年 9月 14日 (金)  名古屋城散策(ガイド付き)と食事会 

④  31年 2月 21日 (木)  三菱電機名古屋製作所見学と食事会 

⑤  30年 11月度     茶屋ヶ坂公園・鹿の子公園清掃活動 

上記以外に、振甫中学校１年生との校外交流会や、大和小学校１年生との昔あそび

交流会、年末にはきらきらサンタと多数の活動が計画されています。 

会員皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

若水地域長 佐野 匡司 (24期 環境) 

 

若水地域会は高見学区と春岡学区からなり、会員数 45 名(男

性 23 名、女性 22 名)で 16 期から 31 期まで 16 期間で構成され

ています。 

平成 29年度の活動はランチ会 4回延べ 87名、散策 3回 54名

見学会 1回 14名、清掃活動 2回 14名でした。 (他にサンタ・

トナカイ 6名、鯱城 16区フェステバルに 15名参加) 

社会福祉協議会へのデイサービスのデータは、小生が保管し 

ておりませんでしたので、参考値として 30年 6 月から 8 月の 3 ヶ月間では、10 名が

延べ 27日、またコーヒーサロンにも 5名が延べ 14日参加を予定しています。 

地域の特色と魅力は、春はすいどう道緑道の桜、千種公園のゆり園、夏は深緑、秋

の紅葉と自然環境が豊かで、また「東部医療センター」(旧東市民病院)もあり比較的

住みやすい環境です。鯱城会への参加も先に述べたように、積極的で、今までの先輩

が築いた道が出来ていて、会員全体がお互いに協力し活動しています。 
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振甫地域会 

若水地域会 



 

城山地域長 伏屋 信秀 (27期 陶芸) 
 

城山地域会は、城山中学校(昭和 22年創立)のブロックで、田

代小学校(明治 6年創立)と見付小学校(昭和 22年創立)を擁して

います。 

城山の由来は、織田信長の父信秀と弟信行が居城の末森城が

あった城山が由来です。 

その城跡には、現在縁結びの神様で知られる城山八幡宮があ

ります。東山丘陵の端に位置し、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。 法王町の覚王山日泰寺はお釈迦様の遺骨をお祭りした日本唯一のお寺

で、毎月 21日の縁日には参拝者で参道は賑わいます。 

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。 

名古屋大学(明治 4年創立)、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

千代保稲荷があります。 

 
 
 

 
 

 

東星地域長 木下 幸紀 (25期 地域) 
                                                                                                                             
 今年度の東星地域会の会員数は 49名です。5月に開催した「東

星地域新年度の集い」の参加者は 31名で、参加率は６割でした。 

当地域会の課題は前地域長の森川さんが指摘された、 

① グループ別行事の参加率を高めること、 

② 新入会員を増やすこと の 2点です。 

① については昨年の実績で 3∼4割となっています。 

これを半数の５割までに高めたいと考えています。 

その方策として、魅力ある行事の企画とともに開催日を早い段階からアナウンス

し、皆さんに「スケジュールの先取り」をお願いしています。 

② については名簿を基に、同一町内会在住や同一小･中学校同窓生、クラブの後

輩などの「つて」を通じて、秋頃の早い時期から入会の声がけによる口説き落とし

作戦を展開しようと考えています。 

 このような課題解決の方策を模索しながら、楽しい時間を皆さんと共有し、持続

する東星地域会を盛り上げて行きたいと考えています。 
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城山地域会 

東星地域会 



        

千種台地域長 尾崎 達男 (26期 文化 A) 

千種台地域会は、自由ヶ丘学区と富士見台学区があります。

地下鉄自由ヶ丘駅を中心に緑が多い丘陵に、茶屋ヶ坂公園と鹿

の子公園があり、住宅と団地とマンションが広がっています。  

会員は 44名で、前年より 7名減で、残念ながら新 31期は 0

です。しかしながら縮小する現状を受け止めて、その中でベス

トな最適運営を心がけます。 地域会として、主として花水木

鯱城会の行事を利用して、公園清掃・バスツアー・作品展・同好会などに積極的に

参加しています。従として地域会独自の企画も行います。 

花水木だより・鯱城ニュースを配達の時に、独自の千種台だよりを同封して、何

度もきめ細かく会員に情報を流していきます。今期は 29期・30期の新しい役員も 

加わり、新しい企画を検討しています。みなさまに賛同いただける交流活動をめざ

します。 

 

 

 

 

 

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り、学区の真ん中

の「出来町通り」を基幹バスが、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、春は美しい桜の回廊

になり、冬は千代ヶ丘からは御岳が遠望できます。  

今年度 31期生 3名を迎え、6月現在の会員数は 41名。「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連絡・報告や会員の近況などが主ですが、2 月例会は新年会を兼

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、町かどでふと出

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が、若い力が必要です。 

31期の皆さんの新しい力に期待しています。 
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千種台地域会 

千種地域会 



特 集 企 画 

座談会：新入会員 会長と大いに語る‼ 

日 時 平成 30年 6月 13日(水) 13：00～14：50 

場 所 千種区社会福祉協議会 1階会議室 

参加者 花水木鯱城会会長 松川 正信 

31期生代表  南  清貴（園 芸） 吉川 武彦（地域 B） 

 山口 賢三（生活 A） 樫澤 一也（生活 B） 

 今村 恵子（健 康） 

 司 会 広報委員長  大村 悦郎 

広報委員  筒井 孝志  福田由美子（書記担当） 

 

司会 鯱城会に入会してま

だ日も浅い時期ではありま

すが、これまでの活動から入

会後のご希望など自由にお

話ください。まず、会長から、

自己紹介と鯱城会の活動に

ついてお話し頂きたいと思

います。 

 

松川 私は 29期生で、皆様

とほんの2年違いですから鯱城会の知識が余り詳しくはありませんので雑談会として

進めてください。 

私は単身赴任で名古屋にまいりましてそのまま定年を迎え、以後名古屋で妻と住む

ことになりました。鯱城学園に入学しなければ、また鯱城会に入会しなければ、知人

も少なく、地域もわからず、さぞかし暗い余生であったかもしれません。従ってこの

ような学園や組織を大変有り難く思っています。 

ところで、先週 6 月 10 日、中村鯱城会の 30 周年の式

典がありました。16 区全てに鯱城会があり、3,200 人位

の会員数がありますが、全区が、来年から再来年にかけ

て 30 周年を迎えます。花水木鯱城会の 30 周年は再来年

です。つまり、全区がこれほど永く続いているというこ

とは、地域に役立っている存在である証だと思います。

自信を持って地域のため、自分のために続けて行きたい

と思っています。皆様も、鯱城会の社会奉仕活動、同好

会、地域会の中で自分で楽しみを見つけ余生を楽しんで

ください。そして、先輩から引き継いできたことを次の
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世代、また次の期の方々へとつなげてゆく役割が我々と皆さんにあると思います。 

さて、入会して思ったこと、期待すること、やりたいこと、要望など忌憚のないご

意見をお願いします。 

 

司会 自由発言で結構ですが、まず、これまでの鯱城学園や鯱城会入会後の活動につ

いて、自己紹介を兼ねて、お話しください。 

 

南  園芸専攻で代表を 2 年務め、体育祭で選手宣誓も

やりました。農家の長男であるところから園芸を専攻しま

した。現在、OB 会の緑友会で、名城公園、鶴舞公園の花

の植付け、水やりのボランティアをやっています。卒業し

ても忙しい日々です。 

また、ハイキングクラブも週 2回の参加ですが、班長を

していました。社交ダンスは、週 1回、その他、農園も借

りておりまして日曜日が活動日です。鯱城会では同好会と

して、クッキングや太極拳、カラオケも参加して、入会し

たからには、積極的に活動したいと思っています。 

 

樫澤 鯱城学園では、美術、陶芸等新しい技術を身につけたり、自分の得意分野を伸

ばせたらと思っていました。名古屋市が望む高齢者像を身につけられるのではと思っ

て、生活専攻に決めました。高齢者の保健・生活、高齢者のファッション等のカリュ

キュラムを見て、興味を覚えたのですが、結果的には物足りない授業でした。鯱城学

園では、仲間と話したり、同世代でも職業や趣味が違うので自身の考えとどう違うの

かを知り、今後の高齢者としての生き方を考えたいと思いました。 

鯱城学園を卒業して、自身の得意分野として、デザイ

ンには自信があり自分の能力を発揮できたら良いと思

いました。広報の編集は向いていると思います。 

ボランティアは、体力はないのですが、自分の余力を提

供することだと、また、自分の得意技を提供することだ

と思っています。デイサービスの手伝いとして髪を乾か

したり、お茶を出したり、これもボランティア活動かと

実感しました。 

公園清掃も興味がないわけではないのですが、当日の

行程を考えると時間的に無理かと思います。学園では、

クラブで歩いて知ろう会に所属しており、散歩をしながら社会見学をしましたが、鯱

城会でも地域会で本山付近を散策しました。 
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今村 文化 B 卒業です。誘われると訳も分からず乗って

しまうことが多いのですが、地域での活動が多忙なので、

鯱城会の活動は余り出来ないかもしれません。 

訪問ヘルパーを 10年経験し、自分の好きな時に好きな

様に働いていたものの夫の母や私の母の介護も永く経験

し、今では高齢者の理解ができたと思っています。 

訪問介護では、男性を含み入浴介護もあるのですが、大

事なことは、言われることに反対せず、意見を合わせて相

手に接することと思いました。 

また、民生委員を務め、週１回サロンを開いています。

一方、シルバーカレッジにも通っているのですが、同じクラスで飲み会にもつい参加

してしまいます。 

山口 2008 年に岩倉から名古屋へ移りました。3 回で

延べ21年、アメリカに住んでいました。友達も少なく、

地域とのつながりもなかったので、外国生活を活かし

国際学科に応募したかったのですが、当時の学園の対

応は納得できませんでした。 

それでも私は、自分史を書いていまして原稿用紙 900

ページの長編なのですが未完なので、先輩に学園の「生

活」学科に自分史があると聞き、学習のため入学しま

した。しかし、途中で講座がなくなってしまったので

す。そこで渡辺先生から、春日井の自分史センターを

紹介して頂きました。売れないだろうと聞きまして出

版はまだしていません。 

学園ではパソコンペイントに入会していました。体質的に飲酒は駄目なので、飲み

友達はできませんが、好感は持って頂けると思います。 

健康問題で不安もあり、娘夫婦の孫の世話してるので当面役員を引き受けるのは難

しいです。 

 

吉川 鯱城学園では地域 B ですが、入学できなかった

経験が 3 回あります。田代地区の老人会に入っていた

ので、名古屋市老人クラブ会長の推薦を頂くなどしま

して入学しました。クラブ説明会で、水彩画クラブに

入り 2 年間活動しましたが、卒業後も東区の生涯学習

センターへ毎月 2回行っています。 

先日も鯱城会の清掃活動に参加しましたが、町内の

行事を優先しています。迷惑をかけるかもしれません

が、都合がつけば出席したいと思いますので、よろし

くお願いします。 
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司会 花水木に入会して、是非やりたい活動、或いは同好会も含めてやりたいことは

ありますか。すでに同好会に入っていますか？ 

 

南  クッキング、太極拳、

カラオケを覗いてみたい。現

在、社交ダンスやハイキング

が週 1 回あります。また、園

芸の卒業生により、茶屋の農

園で週 1 回水やり当番があっ

て、行くのに 1 時間かかるた

め大変ですが、ナス、ピーマ

ン、かぼちゃ、とうもろこし、

枝豆など植え終えたので、収

穫が楽しみです。 

今村 シルバーカレッジに入学していまして、さらに、健康クラブ体操を千種スポー

ツセンターで月 2回、1時間半程度、また、図書館ボランティア活動を月 1・2回行っ

ています。 

山口 今村さんと同じく、千種スポーツセンターで、健康体操をやっています。 

吉川 水彩画をやっていまして、月に 1回出かけています。先日は白鳥歴史館へ行っ

て勉強もしました。東谷山も行ったりして、地域 Bと水彩画の活動と重なっています。 

会長 入会して2ヶ月になりますが、感じたことや提案したいことを教えてください。

入会したら思っていたことと相違していたことなどありますか。 

樫澤 鯱城会の地域会、委員会、ボランティアなど組織が分からず、どれを選ぶか分

かりませんでした。広報担当は目的が明確なので理解できますが、広報を担当してな

ぜ清掃やデイサービスのドライヤーをやるのか。 

ただ最近全体が理解できつつあると思っています。自分の活動をするだけでなく、

社会に役立つことを行わなければいけない、何もかもやるのでなく自分の時間で出来

ることを優先して行えば良いと言うことが分かってきたような気がします。 

会長 自分の力を鯱城会のために多少尽くすことも必要と思います。ただ、自分の楽

しみと地域への貢献は分けて行う方が良いと思います。昭和 61 年に鯱城学園は地域

の担い手を作ることが目的で運営母体が名古屋市から社会福祉協議会へ変わりまし

た。その際、吉川さんのように地域活動のために地域に推薦されて入学された方もお

られます。かといって社会奉仕なども含め、全部に顔を出す事は無理と思います。 

今村 皆さんの後ろからついていくことは気楽だが、代表になると成功させたいと思

いますので苦労します。その苦労が分かった方々は了解して素直について行くという、

また、その立場になるとよく分かるという状況もあり、色々と勉強になります。 

会長 ボランティアも皆様の予定をお聞きしますが、都合の悪いときは出来ないと言

って頂ければ結構です。確かにドライヤーで髪を乾かすのは余り好きな仕事でない方

もあるでしょうね。 
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樫澤 ドライヤーもボランティアとして人に役に立っている実感はあります。 

会長 まだ経験はないと思いますが、ボランティアには、デイサービス、コーヒーサ

ロン、茶屋ヶ坂・鹿の子公園の清掃、子供との昔遊び、クリーンキャンペーン、キラ

キラサンタ事業、区民祭りへの参加など色々あるのです。 

今村 地域センターで行いましたクリスマス会でサンタクロースとトナカイが出演

する出し物でしたけれど、思いがけなくトナカイが欠席したりして、大変忙しくなっ

たこともありました。 

 

筒井 5 月 23 日に行いました 33 期生の地域ミーティングで質問を受けたのですが、

地域の鯱城会にはそれぞれ特色があると思うが、花水木の特色は何かと聞かれました。

会社の OB 会と同じように最近の鯱城会も実際に入会が減少傾向にあるのですが、皆

様の花水木への入会の動機は何ですか。 

 

南  入会は正直迷いましたが、クラスで入会の希望を尋ねたときに、意外に少なか

ったので、取りまとめる立場として率先して入会することにしました。 

樫沢 入会は当然と思っていました。と言いますのは、地域に還元する活動をする機

会は、鯱城会にしかないと思っていましたから。クラスの OB 会はこれから立ち上げ

るつもりですので、花水木と 2本立てでやりたいと思います。自分自身、入会に疑問

は感じませんでした。 

今村 余り計画性はないのですが、社会福祉協議会の人の話も聞き、先輩もいるし、

何となく入会しなくてはと思いました。特に図書館ボランティアをやりたかったので、

入会したのが主な動機です。 

山口 鯱城学園卒業後、突然人とつ

ながりがなくなると、いびつな人間

になるのではないか、また、海外赴

任から日本に戻って、日本人に戻る

ためにリハビリするにはどうしたら

よいかと思っていたら、鯱城学園が

あり、花水木があったということで

す。花水木鯱城会は学園からの延長

線上にありました。 

吉川 社会福祉協議会からの世話を

受けて入学したので、鯱城学園を卒

業したら鯱城会に入るのは当然だと

思っていました。ドライヤーのボランティアも床屋さんで上手な方法を教えてもらっ

たほどです。何しろ色々とやってみようと思います。 

南  鯱城会に躊躇して入会しないのは、クラブやクラスの OB 会で忙しいのだと思

います。OB会に力点置くと、下見や計画書など、その準備が相当必要なので鯱城会に

は目が向かないのではないでしょうか。 
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会長 前会長も言われたのですが、卒業後のクラスやクラブの OB 会は年々少なくな

る一方、鯱城会は入会により常に一定の人数で活動できるのが強みではないでしょう

か。そしてこれまで過ごされた世界と全く異なる方々と同席してご一緒できるのも他

にない活動であると思います。 

 

司会 皆様は最近何かと地域活動の選択肢が多い中で、鯱城会の活動を選んで頂いた

わけですが、最後に、今後ご自身で特に心掛けたいことや、お持ちの生活信条といっ

たものをお聞かせください。 

 

南  4 月以降どうするかと考えていた中で、2 ヶ月の間に色々の同好会活動に顔を

出しました。とにかく外出して活動することを心掛けています。これまでしたことの

ない事を経験しながら続けてゆきたい。長い期間働いてきましたからこれで良いと思

います。 

樫沢 鯱城会がどういうものか分かってきて、目標ができた気がします。週 2回は外

へ出て活動したい。その他の日は家でできることをする。ドライブも好きですし、模

型のジオラマを作る時間もほしいのです。クラスは月に 1回、会合をやります。 

今村 心身共に健康であるには社会とのつながりが大事だと思います。趣味でも社会

奉仕でも良いのですが、人とつながれる間口を広く持ちたいと思います。 

山口 花水木鯱城会で、健康体操やパソコンに参加して、また、地域にリターンする

ため、公園での清掃活動にも

参加したい。自分が皆さんか

ら授かるほうが二つで、社会

へのお返しは一つで申し訳な

いと思いますが。 

吉川 現在の地域活動が中心

で、花水木鯱城会もできる限

り協力したいと思います。

近々地域で夏休みのラジオ体

操があるのですが、そうした

活動も重ならない限りできる

限り花水木に参加したい。 

 

会長 今村さんのように自分とつながった組織が多いほど、今後を健全に過ごせるこ

とになるのであろうと思います。花水木鯱城会もその一つとして、色々な利用がある

と思います。花水木で大事なことは、皆さんの活動を次世代につないでゆく事です。

概ね 4年前後で役員も交代してゆきますので、次の皆さんも中心になって活動して頂

きたいと思っています。 

本日は有り難うございました。 
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行事委員会だより 

山崎・宇治 バスツアー 

                    行事委員会 

 

 各地で真夏日も予測される 5 月 25 日(金)、44 名という多くの参加者を得て、

本年度最初のバスツアー（サントリー山崎蒸溜所、宇治平等院、三室戸寺)が行

われました。通常使用される 11 列シートのバスではなく、シート間隔の狭い 12

列座席の車内は閉じ込められた感は否めないものの、集中工事中の新名神の渋滞

を回避するため、名神高速道路経由で一路、西に向かいました。 

 

 サントリー山崎蒸溜所は、無料コースのため製造

工場には入れずウイスキー館の見学で無料の試飲も

なく、呑み助には誠に残念でした。それでも多くの

方が有料の試飲を楽しまれました。 

  

 大山崎ＩＣから高速に乗り、宇治川のたもとの喜

撰茶屋で昼食を頂きました。 

行事委員会として

昼食を奮発したつも

りでしたが、元気な

方々、特に男性陣に

は少々物足りなかっ

たようです。 

平等院では記念撮

影の後、鳳凰堂内部

を拝観し庭園を自由

散策しました。 

 

花の寺といわれる三室戸寺は、ツツジ・シャクナゲは時遅しで、あじさい・ハス

には早すぎるという残念な結果になりました。 

 

 帰りのバスでは恒例のビンゴを楽しむ？ 

今回わずか２０名しかＧＥＴできない景品の評

判は如何に。これからも皆様に楽しんでいただ

けるよう、ご意見をお待ちしています。 

14 



社会奉仕だより

  昨年度同様、引き続きまして今年度も各種のボランティア活動にご支援賜りたく宜しく

  お願い申しあげます。あくまでもボランティア活動ですので、健康上やご家庭のご事情

 ボランティア活動実績（平成29年度、平成30年度4月～6月）及び今後の予定

平成29年度 平成30年4月～6月

デイサービスの支援 628 147

コーヒーサロンの運営 237 64

茶屋ヶ坂第3公園清掃 136 30

鹿子公園清掃 99 24

ゆらゆら鯉のぼりつくろう 8

夏休み工作（6人）    08月21日(火)予定

こどものまち（人員未定）    09月02日(日)予定

区民まつり（6人）    09月30日(日)予定

思い出アルバムをつくろう（3人） 51    10月03日(水)予定

ハロウィン（3人）    10月31日(水)予定

冬の工作（6人）    12月08日(土)予定

お正月あそび（3人） 日付未定

じどうかんまつり（6人）    31年03月03日(日)

名古屋市一斉クリーンキャンペーン 31 26

千種区民まつり（吹上公園） 12    09月30日(日)予定

こころの絆創膏キャンペーン 13    09月＆31年3月予定

堀川清掃キャンペーン 14    11月10日(土)予定

鶴舞公園清掃 降雨のため中止    10月06日(土)予定

子育てサロン支援（サンタクロース派遣） 34      11月中旬～12月中旬

昔遊びボランティア 8    31年01月予定

福祉街頭募金活動 6    31年02月予定

「名古屋ウィメンズマラソン」ボランティア 29    31年03月10日(日)

図書館（学園）ボランティア 39 12

1,337 352

　  平素は、花水木鯱城会ボランティア活動にご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
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 花水木鯱城会の皆様へのお願い 　           　　社会奉仕委員長 　脇所　耐

合計

  を勘案しながら無理のない範囲内でのご活躍を心よりお願い申し上げます。

デイサービスの支援
（アコーディオン演奏、マジック披露その他）
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クリーンキャンペーンなごや 2018  

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 2018」の

活動が平成 30年 6月 2日全市一斉に行われました。 

千種区では、千種区役所地域力推進室が主催し、当上野学区では、清明山第一公園（1

班）、上野公園（2班）、赤坂公園（3班）、弁天山公園（4班）の 4ヶ所で実施され、

全体で約 90 人の参加者がありました。私達、花水木鯱城会は、ボランティア団体と

して「上野公園・その周辺」の清掃活動を 26 名（内女

性 4名）の参加者で行いました。 

 なお、この運動の趣旨は、市民一人ひとりが日常生活

の場である家庭や職場で「美しい町づくり」に心掛ける

とともに、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」をつくり出していくものであります。 

1. 実 施 日：6月 2日（土）10：00～11：00 

2. 参 加 者：26名（内、女性 4名） 

3. 清掃場所：上野公園・その周辺 

4. 挨 拶 者：奥村千種区役所地域力推進室次長 

 山田学区連絡協議会長 

大脇千種区長 

清水上野学区町美推進委員長 

松川花水木鯱城会会長 

花水木鯱城会の松川会長より、「町を清潔にし、より一層住みよい街になるよう皆

さん一緒に行動しましょ

う」との挨拶がありまし

た。梅雨時期のためお天

気を心配しましたが、青

空の晴天に恵まれ、日照

りが強く汗の噴き出る中

での清掃活動でした。 

住宅街には余りゴミが無

く、この地域のご家庭の

皆さんの日頃の清掃が行き届いていることに感心しました。約１時間で終了し、解散

後、有志のみでランチタイムに参加しました。 

皆様には、日々ご多忙の中、ご参加いただき誠に有難うございました。 

また、各地域長様には、この度、格段のご尽力をいただき 26 名のご参加者がござ

いました事重ねて御礼申し上げます。 
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平成 30年度地域ミーティング 

                                 総務委員会 

33期生（1年生）対象 第 1回地域ミーティング（5月 23日開催） 

 今年入学された千種区在住の 33期生を対象に第 

1回目の地域ミーティングが学園で開催されました。 

対象 55名のうち 42名の参加をいただきました。 

 今年は 16区を 2日間に分けての開催で、私達千 

種区は学園で一番大きな教室を使用しました。松川 

会長、棤木（ならき）学務主任の挨拶から始まり、 

千種区社会福祉協議会の加納さんから同協議会の

説明、二宮総務委員長から花水木鯱城会の活動概要

の説明を行いました。 

後半は各地域毎に 4 グループに分かれて自己紹介

や学園生活の希望や悩みなどグループで話し合い

ました。お互いに近所に住んでいることがわかり、

緊張がほぐれた様子でした。最後に学園からのアン

ケートと花水木鯱城会からの個人票を記入して無

事に閉会となりました。 

ご協力いただいた皆さんに感謝いたします。 

 

32期生（2年生）対象 第 3回地域ミーティング（6月 20日・21日開催） 

  2年生を対象に、第 3回目の地域ミーティングが千 

種区社会福祉協議会の研修室で 2日間に分かれて開催 

されました。20日は 11名、21日は 20名の参加をいた 

だきました。 

1日目はあいにくの大雨にもかかわらず開始時刻前に 

全員が揃ったため、早く開始しました。また 2日目は 

多数の方の参加で会場も手狭に感じられました。 

学生さん達も 2年目に入り、クラスやクラブにも慣れ 

て、気楽に声を掛け合っているようでした。今回の地 

域ミーティングは、現場での地域活動の体験を通して 

卒業後の活動に役立つ実践体験をしていただきました。 

松川会長、棤木学務主任の挨拶、千種区社協の加納さ 

んからデイサービスや社協関係の説明をしていただき 

ました。また、花水木鯱城会が日頃どのようなボラン 

ティア活動を実施しているかを脇所社会奉仕委員長が 

パワーポイントを使い詳細な説明を行いました。後半は 2グループに分かれてデイサ

ービスでのボランティア活動の見学とコーヒーサロンの皆さんが入れてくれた美味

しいコーヒーを味わいながら歓談をいたしました。 

ご協力をいただいた役員・運営委員の皆さんやコーヒーサロンのスタッフの皆さん

に感謝いたします。                    
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第 37回公開講演会 

平成 30年 11月 26日(月) 13時～ 鯱城学園 5階ホール 

「トリオ ローズ」 バイオリン・ギター・ソプラノ歌手による 

名曲演奏と裏話のトークショー 

鯱城会だより 

生まれ変わる鯱城会 

総務鯱城会担当 伊藤 陽子 (29期 陶芸) 
 

平成 30 年度から鯱城会は大きく様変わりします。組織面、活動面はもとよりスリ

ム化し、本来あるべき姿に生まれ変わろうとしています。 

会員全員参加の楽しい鯱城会を目指しています。鯱城会担当として、本部と花水木

鯱城会とのパイプ役として、もっと身近に感じていただけるよう細やかな提案や感想

をいただけることを心からお待ちしています。 
 

以下 30年度になってからの状況をお知らせいたします。 

＜従来は＞ ＜30 年度から＞ 
 
・鯱城会への入会金 1000円 
 

 
・鯱城会の入会金は廃止 
 

 
・幹事として各区から 2名選出 
 

 
・幹事として各区から 1名選出(2年任期) 
 

 
・原則として毎月、幹事会実施 
 

 
・毎月、第１月曜日午前、幹事会実施(議事提案) 
 

 
・原則として毎月 1回 月曜日、 

代議員会実施 

 

 
・毎月、第１月曜日午後、代議員会実施 

各区の会長 16名、決議権あり 

原則として幹事もオブザーバーとして同席する 
 

 
・組織形態として 6委員会と 

していた 

 

 
・組織を 2グループにし、 

総務グループ (今年は 8名) 

事業グループ (今年は 12名) とする 
 

 
・鯱城ニュース年 2回発行 

 
・鯱城かわら版として、親しみやすくスリム化し、 

3回予定(仮）、第 1号は H30年 7月発行 
 

 
現在の活動計画の決定事項は、 

 

 

 

 
 
 
現在検討中の事項は、 

 

 

 
 
幹事会では、「鯱城会の魅力向上検討会」を立ち上げ、話し合いの場を設け、熱心に

討議しながら代議員会への提案を充実させるべく努力しています。 

グラウンドゴルフ大会および OB文化祭について、 

鯱城会、区会、クラブ OBで実行委員会を設け、三位一体で検討することを提案。 
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総務委員会からのお知らせ 

「花水木鯱城会 30 周年記念事業検討チーム」の設置について 

【はじめに】 

花水木鯱城会は、平成 3年 4月 1日に設立され、平成 32年 4月に 30周年迎えます。 

この記念すべき節目の年を迎え、先輩諸氏が築かれた花水木鯱城会の軌跡をたどる 

べく記念事業を実施するに当たり、事前に検討・準備するチームを設置致しました。 

【検討チーム】 

メンバー：リーダーは会長、サブリーダーは、総務委員長と広報委員長 

設置期間：平成 30年 6月 5日～平成 31年 4 月 10日 

検討内容：① 他区会での記念事業の実施内容の把握 

② 花水木鯱城会のデータ収集(花水木だより、会員名簿、総会資料等) 

③ 記念事業の検討と準備 

 

表紙の言葉 

「 夏 = ひまわり 」      渡邊 孝子（22期 生活 A） 

ひまわり畑で、仲良し二人連れの女性に出会い、モデルをお願いした 

ところ快く受けて下さり、ラッキーと思い、シャッターを押した 

までは良かったのですが・・・ 

残念ながら逆光でした。今更ながら知識不足！！痛感しております。 

 

 

新入会員紹介 

千種地域会  30期 生活 B  福田 蔦江さん 

〒464－0004 京命 1-9-1-301 ℡ 775－1746 

 

            

 

 

編集後記 

平成 10年 7月第 1号から 20年。このたび花水木だよりはこれまで以上に楽しく話題

提供のツールとしてご覧頂けますよう、全面カラー化を試みました。 

引き続き会員の皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。 
 

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) 
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次号の予定 花水木だより 82号(発行 11 月 6日)の 

      封入日は、10月 30日(火)です。 



今後の行事予定 

♫ ♫  楽しいお知らせです～  ♫ ♫ 

 

 

 

 

担当者名 メールアドレス 携帯電話 FAX（電話） 

福島 好明 y-fukushima@poem.ocn.ne.jp 090-3564‐7291 364-9411 

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

秋のバスツアー 

 信州 安曇野 松本城 秋さわやかバスツアー 
 

開 催 日 ： 11月 8日(木)  

集  合 ： 7時 45分 地下鉄・今池駅 4番出口地上の錦通り  

行   程 ： 今池駅～中央道～恵那峡 SA～安曇野スイス村(昼食)～ 

大王わさび農園(見学)～国宝・松本城(登城)～今池着 19時頃 

会  費 ： 8,000円 (参加人数 38人ベース 昼食代込、当日払) 

申込期限 ： 11月 1日(木) 下記の行事委員まで連絡下さい。 

花水木だより 第 81号 

発 行 花水木鯱城会 

発行日 平成 30年 8月 7日 

発行人 会    長   松川 正信 

編集人 広報委員長 大村 悦郎（℡ 723-1006） 

名古屋市高年大学 鯱城学園 

 

行事委員会 

 

第 15回 趣味の作品展 

開催期間 ： 平成 30年 10月 23日(火)∼28日(日) 午前 10時～午後 6時 

会  場 ： 愛知芸術文化センター 12階 アートスペースＨ 

作  品 ： 絵画.写真.水墨画.書道.陶芸.手芸品 その他趣味の作品 

作品納入 ： 10月 22日(月) 午後 2時から 

申込期限 ： 10月  8日(祝・月) 

要  項 ： 期・学科・氏名・連絡先・作品の種類とタイトル名を連絡ください。   

※ 32期生の方々の応募もお待ちしています。 

 

mailto:y-fukushima@poem.ocn.ne.jp

