
 
花水木だより 

第 85 号 令和 元年 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 〉 

 



                    
 

表 紙  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1  

目 次／表紙の言葉  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2 

巻頭言  令和元年度花水木鯱城会副会長  大村 悦郎 ・・・・・・・・ 3 

地域会だより  

令和元年度第 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  

総務委員会だより 

33期生／34期生 地域ミーティング ・・・・・ 8   

特 集  新会員と会長の座談会 ・・・・・・・9～13 

               行事委員会だより   

伊勢神宮 お参りバスツアー／地域会交歓ボウリング大会 ・・・・・   14 

 社会奉仕委員会だより 

市一斉クリーンキャンペーン 2019  ・・・・・・・・・・・・・・・   15 

第 1回社会奉仕活動委員会会議のご報告 

／「わんぱく相撲」でのボランティア活動  ・・・・・・・ 16                  

                   花水木鯱城会の皆様へのお願い  

／ボランティア活動実績および今後の予定  ・・・・・・・ 17 

会員投稿／千種社協ニュース  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    18 

30周年記念行事のアイディア募集／お知らせ／編集後記 ・・・・・・・   19  

今後の行事予定（裏表紙）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  20 

 

2 

 

<表紙の言葉>         

写真の風景は何でしょうか?  

千種区の皆さんの身近な所にあります。お判りの方は写真

同好会代表、渡辺さんにお知らせください。私達、写真同

好会はこんなことにもカメラを向けて楽しんでいます。 

皆さんも身近な写真を撮る楽しみをやってみませんか。 

写真同好会 加治 敏男 
 

連絡先：t.watanabe@ruby.plala.or.jp 又は tnkaji@hotmail.co.jp 
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巻 頭 言 

 

花水木鯱城会副会長・30周年記念事業実行委員長 

             大村 悦郎（30期 生活Ａ） 

 

私は城山（田代）学区に生まれ、学生生活を終えて現在の

振甫（上野）学区に移り 40年以上が過ぎました。長い給料生

活の間、職場は数多く経験しましたが、通勤は常に自宅通い

でしたため、地元育ちの希有な存在と見られ、しばしば世事

に長けた同僚に後れを取った気分になったものです。 

 小中学時代過ごした住まいの周辺は、この 60 余年で大き

く変わりました。“城山八幡宮”の暗い深堀、ホラー映画の舞

台のような“昭和塾堂”、大龍寺“五百羅漢”の肝試し、“揚輝荘”用水のザリガニ釣

りなど、子供時代の冒険は、郷土歴史ブームの今日、よく記憶によみがえります。 

 花水木鯱城会に入会の際、地域活動について説明された時は、ご近所の会員の会話

に感じたノスタルジックな思いも入会のきっかけになったような気がします。 

 花水木鯱城会では、パソコンによる原稿の編集など自宅作業でもお役に立ちそうな

気軽さが魅力となって広報委員を務めさせて頂いています。仕事や趣味に色々な掛け

持ちをする器用さはありませんので、作業の一つ一つに気持ちを集中させるようにし

ています。広報誌の編集は興味のあるパソコンのスキルアップにつながるので楽しみ

の一つです。 

 最近、同世代の方々の鯱城会への入会の状況を見ますと、寂しい思いがします。 

高齢者の活動に選択肢も増えましたが、自身の嗜好に合う特別な経験をしてみたい、

他人に拘束されない個人活動が好みであるといった風潮が強まったのでしょうか。子

供に面倒を掛けないように、まず自身の生活力が大事といった友人もいます。 

 現在、花水木鯱城会 30周年記念事業を担当していますが、提案を考える参考に「花

水木だより」のバックナンバーを読み返しています。30年の歴史を眺めると、諸先輩

の皆様は、現役を退いてもなお多くを学び、人生を楽しむことのほかに、人生孤独に

暮らすことでなくお互いを尊重しながらお互いに助け合うことが人生の価値を高め

ると幾度となく述べられています。まさに最近の“おひとりさま”指向を老後にまで

引きずらないことが大事ということでしょうか。 

 最後に、花水木鯱城会では当初から長きに亘り、ご自身の嗜

好や得意分野を生かして同好会活動が盛んに行われてきました。

また、長く社会奉仕に、或いは相互の助け合いに尽力されてい

る方も数多くおられます。そこで、そうした活動を基に、花水木

鯱城会30周年という節目に相応しい事業アイデアの提案を募集

しています。本誌の最後にお知らせがありますので、ご意見を

お寄せ下さい。 
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花水木の仲間とともに 



地域会だより 

 

花水木鯱城会地域委員長 二宮 敏夫 

 

 今年度第 1 回の地域長会議が令和元年 6 月 25 日

（火）千種区社会福祉協議会の研修室で開催されま

した。 

 7 地域会のうち、今池、若水、千種台の 3 地域会

の会長さんが今年度交代されました。 

 会長挨拶に続き、役員・地域長・地域幹事の自己

紹介後、議事に入りました。地域長の皆さんからは

昨年の活動成果の報告や今年度の活動計画の紹介がありました。どの地域会も参加率

が上がらない中で、色々と工夫をこらした行事を実施

されていました。今回は、花水木鯱城会 30周年記念事

業の検討状況について、大村副会長から説明がありま

した。参加者の皆さんから記念事業の祝賀会で「懐かし

い写真をスクリーンに映してはどうか」など意見を頂

きました。今後具体化に向けて検討を進め、花水木だよ

り等で会員の皆様にご報告したいと思います。 

今後とも地域会活動にご尽力を頂きますよう宜しくお願いいたします。  

 

 

今池地域長 堀  照雄（28期 園芸） 

※( )内前年 

会員数 37(33)名 内訳千種地区 15(13)名「男性 9(9)名：女性

6(4)名」千石地区 10(10)名「男性 7(8)名：女性 3(2)名」内山地

区 12(10)名「男性 8(7)名：女性 4(3)名」女性比率 35(27)％。 

日本の人口は男女比率 5：5 で鯱城学園も比率 5：5 です。今

池地域会の女性は去年 4分の 1から今年 3分の 1と女性比率が増加しています。 

本年度、地域内 4 グループに 32 期生の女性が 1 名ずつ入会されました。今後女性

比率を向上させ楽しい地域会作りをすれば自ずと入会率も改善されると思います。 

＜ムード向上策―“女性に優しい地域会作り”―＞ 

１ 地域単位のモーニング会を実施する。 

当面年 4回(鯱城かわら版発行時)、32期女性を中心にグループ長が補佐する。 

女性の入会により和やかになり参加率も向上。後輩も地元の知人がいれば誘う。 

２ 今池地域会麻雀同好会を立ち上げた。 

入会者 14名うち女性 5名（内山コミセン）、第 2金曜日 10時～12時 

全く知らない方を指導する。(原則)  指導員 清水 勝昭・堀 照雄  

今池地域会 
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令和元年度第 1回地域長会議 



        

       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、会員数 35 名

と最少数会員学区です。西は JR 中央線、北は基幹バス「出来

町通り」鍋屋上野浄水場、茶屋が坂まで。南は鍋屋上野浄水場

南にある「水の歴史資料館」、そして千種公園を線で結んだ地

域です。 

少人数ではありますが、参加し易い行事を中心に「楽しい振

甫地域会」となるよう頑張ってまいりたいと思っております。 

＜2019年度活動計画＞ 

① 2019年 4月 22日（月）   宗次コンサート・食事会と総会 

② 2019年 6月 03日（月）   ボウリング・カラオケ食事親睦会 

③ 2019年 9月 27日（金）   映画歌舞伎鑑賞と百楽食事会 

④ 2019年 11月中旬      デンソー見学と食事会 

上記以外にも、大和小学校での「昔あそび」、振甫中学校１年生との「校外交流会」

年末には「きらきらサンタ」等、多数の行事が予定されております。会員皆様のご支

援とご協力を賜ります様お願い申し上げます。 

 

 

 

                若水地域長 後藤 基之（29期 健康Ｂ） 

 

若水地域は、池下の南北方面一帯に位置し、東西に延びる水道

みち緑道があり、名電高・市邨学園もある緑豊かな文教街区です。

中でも地域北西角にある千種公園のゆり園は、市内有数のゆりの

名所として知られています。 

 こんな環境の街で、若水地域会は高見学区と春岡学区からなり、

現在の会員数は、今年度新しく入会された32期生4名を迎えて46名

(高見学区33名、春岡学区13名。女性22名、男性24名)で、昨年度か

ら会員数は１名増えました。 

 年間定例行事・イベントとしてランチ会４回、公園清掃、春のお花見散策、社会見

学、秋の紅葉散策などを実施しています。今年度の社会見学は６月に名古屋港水族館

を訪ね、久し振りに童心に帰った想いで心を癒されました。 

 このような若水地域会の課題は、行事・イベントなどに参加する方がやや固定化の

傾向にあることです。今年度の花水木スローガンは「みんなで支え・築く楽しい花水

木」です。これを踏まえ、若水地域会の合言葉は「生きがいをみんなで探ろう 楽しい

若水仲間」として活動を展開して行きたいと考えています。 

 

振甫地域会 

若水地域会 
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           城山地域会 伏屋 信秀（27期 陶芸） 

 

 城山地域会は現在会員数 50 名（男性 34 名、女性 16 名）で、

田代学区 37 名（男性 22 名、女性 15 名）見付学区 13 名（男性

12名、女性 1名）で構成されています。 

会員は城山中学校区（昭和 22年創立）の田代小学校区（明治

6 年創立）と見付小学校区（昭和 22 年創立）にお住まいの方々

です。東山丘陵の端に位置し、緑豊かな自然に囲まれた地域で

す。 

昨年度の活動は 4 月にＭＲＪ＆愛知航空ミュージアムを 13 名が参加、6 月には城

山･本山地区の史跡探訪（桃巌時・城山八幡宮･総応寺等）をガイドボランティアの水

野清弘さんの案内で 16名が参加で開催しました。9月には名古屋城本丸御殿を 14名

参加で見学しています。12月には宗次ホールコンサートも鑑賞しています。今年度も

皆さんと一緒に愉しい一時を過ごせるよう、6 月に 14 名で新しい参加者を交えて総

会を実施し、7 月にはアサヒビール名古屋工場見学をすることにしています。9 月に

は一昨年好評でした愛西市で木曽川の観光船に乗ろうと計画しています。 

ぜひ地域の皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 

 

東星地域長  木下 幸紀（25期 地域） 

 

 東星地域会の会員数は、ここ数年 50名程度で推移していまし

たが、今年度は昨年に比べて 5 名減り、44 名と低迷しているの

が実情です。（2名の新入会） 

 今年度のグループ別行事計画は、6月に「中川運河クルーズ＆

名古屋港水族館」、9月に「ガラスミュージアム（大一美術館）」、

11月に「各務原航空宇宙博物館」、来年 2月にも「場所未定」で

すが企画が進んでいます。 

また、東星地域では花水木の発行に併せて 4 グループ別の会合を開催しています。

私が所属している第１グループでは休日の午前中に実施しており、ほぼ全員の出席と

なっています。平日は趣味や健康維持などで何かと忙しいのに対し、休日の午前中は

比較的空いているようです。出席率が低迷している会合は一度休日・午前中の開催を

試されては如何でしょうか。 

 東星地域の自慢として、東山公園と平和公園の 2つの一万歩コースがあります。

皆さん、ストレス解消や健康な毎日を実現するために「歩き」ましょう。 

 

 

東星地域会 

城山地域会 
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千種台地域長 西脇 弘善（29期 地域Ｂ） 

 

三ヶ年の長い間地域長を務められました尾崎さんから、本年 4月、

バトンを受け取りました西脇です。千種台の本年度の会員は、前年

45 名でしたが、本年 6 名の方が退会され、新入会員が 1 名で差引

き 5 名の減となり、40 名ぴったりです。やはり第一の問題は、他

の地区も同様と思いますが、会員数の減少です。花水木鯱城会自身

も私が入会当初は 350 名でしたが、現在は 290 名とやはり減少傾

向にあります。 

 30 年以上も続いている歴史ある花水木鯱城会ですから、先輩諸氏の伝統と心意気

を受け継ぎ、発展させ、継続させていくことが私たち役員の役目と心に決め、微力な

がら努めてまいります。ですから会員の方々も色々の活動に大いに参加下さり、私た

ち役員を盛り上げて頂きたいと思っています。 

 本年も多くの行事、活動ボランティアなどが計画されていますが、無理せず、楽し

く、いつもお馴染みの顔の方々ばかりでなく、新しい顔の方々もお誘い頂きたいもの

と思っています。本年もどうか宜しくお願いいたします。 

 

 

 

千種地域長 大畠 啓三（26期 地域） 

 

 千種地域会は千種区の北東に位置し、北端は矢田川、東端は名

東区に接しています。宮根学区と千代田橋学区からなり、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。香流川緑道は、春、美しい桜の回廊

になり、冬、千代ヶ丘からは御岳が遠望できます。 

今年度 32 期生 1 名を迎え、6 月現在の会員数は 36 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。 

30期、31期、32期の皆さんの新しい力に期待しています。                        

千種台地域会 

千種地域会 

7 



 

 

 

 

今年鯱城学園に入学された千種区在住の 34 期生 72 名を

対象に、第 1回地域ミーティングが 5月 23日午後に学園で

開催されました。当日は午前に授業のない木曜日でしたが、

72名中 42名の参加がありました。 

 二宮会長、大友学務主任の挨拶に続き、千種区社会福祉協

議会の加納さんから同協議会の説明、古田総務委員長から

花水木鯱城会の活動について説明を行いました。 

 後半は、地域会毎に 4 グループに分かれて自己紹介のあ

と学園に入学して感じたこと、花水木鯱城会についての質

問などグループでの話し合いの時間です。時折ローカルな

話題に盛り上がって、身近な地域に住む 

鯱城生の「つながり」を感じていただくことができました。 

ご協力をいただいた皆様に感謝いたします。 

 

 

 

 2 年生を対象にして、地域社会奉仕活動を現場

で体験し卒業後の活動につなげることを目的とし

た、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 6 月 20 日・21 日開催されまし

た。2 年生の皆さんは 2 日間の内希望の 1 日を選

んで参加します。今年は 20日に 10名、21 日に 6

名の参加がありました。 

最初に出席者全員の自己紹介があり、会場の雰

囲気がなごんだところで学生さんを 2 グループに分け、1 グループは 2 階でデイサービス

でのボランティア活動を実地に見学し、他の 1 グループはコーヒーサロン「はなみずき」

の皆さんが淹れる美味しいコーヒーをいただきました。10分程で交代した後はパソコンを

使って脇所社会奉仕委員長から花水木鯱城会の社会奉仕活動の説明、社会福祉協議会の加

納さんからデイサービスセンターのサービス内容につい

て説明を受けました。 

「ボランティアに参加したいんだけど、どうしたら…」

という方には、どんなことをするのか、参加するにはど

うしたらよいのか、参考になったのではと思います。 

ご協力いただいた皆様に感謝します。ありがとうござ

いました。 

総務委員会だより 

34期生(1年生)対象 第 1回地域ミーティング 

33期生(2年生)対象 第 3回地域ミーティング 
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総務委員長 古田 昇（31期 地域 B) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日 時：令和元年 6月 11日(火) 13：30～15：00 

■場 所：千種区社会福祉協議会 1階研修室 B 

■テーマ：鯱城学園での活動や入会の経緯、趣味等自己紹介 

同好会のこと、鯱城会に期待していること 等々 

■参加者：花水木鯱城会会長 二宮 敏夫 

                              新会員(32 期生） 間渕 とみ子 (健康 A)  小松 憲次 (美術)  

                                      有馬 貴代美 (健康 B)  水谷 武子 (福祉) 

広報委員会     樫澤 一也 (司会)   大村 悦郎  

 

 早速ですが、鯱城学園での活動等やってきたこと、鯱城会でやってみたいこと等自分の事を

もっと知ってもらうために自己紹介をお願いいたします。まず会長からどうぞ。 
 

会 長 出身は、岡山です。特にマスカット、桃の美味しいところです。 

名古屋で入社をし、名古屋で生活をしています。両親は、亡く

なったので岡山には墓だけあり、兄弟で交互に墓参りをしてお

ります。 

 入学のきっかけは、会社の先輩から学生協議会の仕事を…と

の声掛けでした。環境学科と福祉学科が入学しやすいと思い、

ヘルパー2級の資格があったので福祉学科を選びました。一泊

二日で、三ヶ根山のホテルでクラスの代表や協議会の役員等を

決めました。同じ部屋でみんなで話した事は良い経験であった 

 と思います。結果として学生協議会の役員となり、社会参加の委員長となりました。30

期なので「さんまる会」の同期生との繋がりができていきました。親しい友だちができ

て良かったと思います。花水木鯱城会に入会して鯱城会担当になり、行事担当として OB

文化祭や公開講演会等を企画しました。東山動物園園長の講演会企画は思い出深く、報

道各社 12社、新聞社、テレビ局をまわり PRした経験等楽しかった記憶があります。 

現在の住まいは、東部医療センターに近く、同じ町内です。 
 

 では新会員の方、順にお願いいたします。 

間 渕 地下鉄の「吹上駅」近くに住んでいます。いつも皆様うまく自己紹介をされます

が、私は普通の主婦なので、いつもニコニコしている人という印象でいいかと思ってい

ます。10年間民生委員をやり、近くの県営住宅からすぐ来てほしいなどと呼び出された 

特集「会長と大いに語る！」新会員と会長の座談会 
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り忙しく活動をしてきましたが、65歳にもなり自分の時間を持

ちたくなりました。 

ボランティアは使命感ではなく自発的にやっていましたが辞

めたい思いも強く、娘達に相談をしましたら、どこかで何かを

やりなさい、やることを見つけなさい、と助言をされました。 

鯱城学園の事は知っていたので入学をしました。クラスの役員

を決める時、会計ならできると思い申し出ました。そこで自分

の考え方と違うお金の使い方を知りました。町内でも会計をや

っていましたが、クラスの会計では知らない人同士、学ぶことも多かったので楽しかっ

たです。 

鯱城会は、絵手紙の先輩から誘われました。2回の説明会も参加し入会して、一年間は

やれることを一生懸命やってみようと思います。来年は孫が誕生するので、その時また

考えます。どっぷりはまって楽しい会になるのかなとも思っていますが…。 

水 谷 家からあまり出ない生活でした。PTAぐらいしか経験 

 がありません。 

10年前位から時間の余裕ができ、将棋を学び始めました。 

鯱城学園は、福祉学科に入学し将棋クラブに入りました。み

やこ福祉会館に通い、絵画、将棋、歌にと毎日が忙しいです。 

専攻のクラスも仲が良く、今も続いています。 

卒業すれば、全員が鯱城会に入会するものだと思っていま

したが、入会者が少ないのに驚きました。新入会の説明会に

参加して、会計担当になりましたが心配です。 

小 松 現在 69 歳。65 歳まで現役で企業戦士として専門商社

に勤め、2015年 3月 31日 17時半まで仕事をしていました。 

「きょう いくところがある(教育)、きょう ようじがある(教

養)」を意識せず生活していたら、退職後半年から一年で、も

ぬけのから人間になったような気がしました。 

鯱城学園には先輩から紹介され、入学しました。 

クラス役員を決める時、学生協議会の役員が決まらず、やろ

うと思いました。文化委員長になり文化祭も担当しました。楽ではなかったですが、仲間

と気持ちを一つにしてがんばれました。 

卒業後は、地域ミーティングで先輩から声を掛けてもらったことがきっかけでここに

入会しました。大きな組織の中で手応えのある生き方をしたいと思っています。32 期生

歓迎懇親会、運営委員会後の 32期生歓迎ランチ会等、温かく受け入れてもらえることが

あり、いい組織だなと思いました。 

出身は一宮。名古屋で就職し、営業で東京、海外、北海道、九州、名古屋へと転勤。趣

味は学生時代からラグビーです。9 月に豊田市でラグビーワールドカップがあるので楽

しみにしています。城山地区、日泰寺の近くに住んでいます。孫が 6人。70歳を機に人 

生計画を見直し、墓じまいをして日泰寺の永代供養にしました。年賀状も 200枚ほど書 
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いていましたが、昨年暮れで断捨離をしました。 

有 馬 お若いですね、皆さん。私はなぜここにいるんだろう、私に何ができるんだろう、

役はできるのだろうかと戸惑っています。しっかりしている

方もみえ、一緒にできるのか不安です。 

身体を動かさなきゃ、出席しなきゃとの思いで体操を続け

ています。続くかどうかわかりませんけれど。主人を亡くし

ボーッとしてど忘れが激しく、心配になりがんセンターに行

きましたが、年相応との診断でした。 

不安の中で勧められ入学し、パソコンに興味が有ったので

クラブに入りました。先輩をはじめ良い方が多く、自分のパ

ソコンを先輩のアドバイスをもらって購入しました。使い方もわからないまま、OB 会に

も入会しています。声掛けをしてもらいながらエクセルの初歩から学んでいます。5～6

人の OB会の方がとなりに座ってくださり、教わっています。仲間が素晴らしく救われて

います。環境に恵まれ、最高齢の私のことを心配してくれる仲間がいてとてもいいです。 
 

皆さんのお話を伺って、会長いかがですか? 

会 長 今年は、民生委員の改選期ですね。間淵さんは 65歳で交代されるのですね?  

町内会長が推薦をして探すのは大変ですし、民生委員を続けるのも大変だと思います。 

間 渕 今は、75歳までできます。 

会 長 水谷さんは、鯱城生時代から将棋を楽しまれているんですね? 

水 谷 将棋は還暦を過ぎてからやり始めました。もう 10年過ぎました。

最初の数年は進歩しましたが、その後は進歩しませんね。 

会 長 有馬さんは、パソコンを勉強中? インターネットとメールが 

  できれば大抵のことはできると思います。添付資料も開けられるし。 

私はワードが苦手で、議事録を作るときもエクセル。原稿はワードで、と依頼されますが

エクセルで作成しています。エクセルは数式が使えるのでいいですよ。 

広報委 花水木だよりの原稿の依頼は、原則ワードです。よろしくおねがいします。写真

を取り込んだり、行間を詰めたり体裁を整えようとするとワードがやり易いです。 
 

 新会員同士お互いに質問など聞きたいこととかありますか? 

小 松 水谷さん、将棋はどれくらい? 有段者ですか? 今人気の将棋ですね。 

水 谷 習っている所では 5級です。なかなか先に進まないけど楽しいです。 

会 長 将棋は二人で対局、四人の麻雀は去年から同好会としてスタートしました。第一、

第三日曜日に千種駅近くでやっています。初心者の女性が半数参加しています。教えな

がらやっているので大変ですが、楽しいです。 
 

 パソコン、麻雀等同好会の話が出ましたが、同好会についてはどうで 

すか? 入会されていますか? 

間 淵 クッキングに入会できました。参加して自分と違う作り方を学べ 

 ます。主婦は目分量で作ってしまいますが、男性は違います。 

民生委員のときに高齢者の食事会で食事を作っていましたが、ここでは 
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男の人が中心で男の人の料理の姿がみられ、私と違う味付けなど参考に 

なります。男性の料理姿を見ているのも楽しいです。 

会 長 現在 4つの同好会に入会している人がおります。皆さんのライフ 

スタイルに合わせて、一つに限らず参加をしてください。 

間 渕 ウォーキングも入会可能と言われましたが、東山一万歩コースなど 

毎回同じ場所を歩くという事でしたので躊躇しました。 

広報委 同好会の活動日は概ね決まっているので、重ならないよう注意して興味ある同好

会に入会してください。 

水 谷 将棋とパソコン同好会に入会しました。パソコンは 10 年くらいやっていないの

で、初心に戻り取り組んでいます。金曜日は将棋があるので、木曜日に参加しています。 

有 馬 若いときに身につけたことは、すぐに思い出しますよね。 
 

 他にどうですか? 同好会以外の話題でもいいです。 

水 谷 毎日予定があり、忙しく生活をしています。 

会 長 卒業した年は、忙しいですね。2～3年経つと落ち着きます。私の 

場合、週に 1～2 回はイベントがあります。ランチ会だけでも月に 2～3 回、歩こう会、

オカリナ、カラオケ、飲み会等あります。その他海外旅行も行きます。日程が合うときに

合う所へ、です。 

水 谷 クラスで毎週太極拳や月 1回手話をやります。将棋も週 4回予定があります。 

会 長 私のクラスでは、みやこ・前津福祉会館で手話や手芸を月 2回ほどやっています。 

小 松 ゴルフ同好会に入っています。囲碁同好会へも見学に行きましたが、32期美術 OB 

会の役員をやっているので、今年はそちらを優先します。クッキング同好会も希望しま

したが、定員いっぱいと言われました。プライベートでラグビーの監督もあり、忙しく

過ごしています。65歳まで走っていました。 

間 渕 鯱城学園は、女性が多いと思った。健康学科も女性が多かったですが、花水木鯱

城会は男性が多いように感じます。総会時、運営委員の歓迎会の時もそう感じました。 

小 松 花水木の 32期生は、女性が多いと思いますが…。 

広報委 飲み会が主体になると女性の参加が少ないのではないでしょうか 

会 長 飲み会になる場合は、例えば総会では、男女の会費の差をつけていますが…。 

女性に好まれる会場探しも大変です。どこか候補ありませんか? 

間 渕 花水木鯱城会へ入会している人はどれくらいですか? 

会 長 男性 170人、女性 119人 6対 4ぐらいで、女性が少ないかも。 

卒業しても女性は、行くところが多いと思いますね。 

小 松 32 期生 56 人のうち 17 名入会。30％の入会率、これは妥当でしょ

うか? もう少しあってもいいと思いますが。31期生は 35％ほどですね? 

入会が少なくなってくると、入会率を上げ活性化する提案をしていかなけ

ればと思います。6月 20・21日に 33期生の地域ミーティングが計画され

ていますね。入ってね、という意識付けが必要かと思います。16 区各鯱城会で“地域に

密着した活動ができること”“地域に根ざした活動ができること”“横の関わりも大切で

あること”を学部主任の先生から学生に伝えてほしいと思います。 

特集 新会員と会長の座談会 
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会 長 地域ミーティングは 46 名のうち 19 名参加予定です。学園のカリュキュラムの一

環なので、学園でしっかりと指導してほしい旨事務局に伝えました。 

ここ 2～3年入会率が減っていますが、30期は 33 人が入会しています。入会が多いと、

鯱城会もうまく回っていきます。また、退会の阻止も大事と思っています。歳だから、手

足が動かないから、など事情はあるでしょうが、先輩として見守ってほしいと

思います。入会・退会の両面を考えないといけませんね。 

つまらないと言うのではなく、何かをやりたいなら同好会を作っても良いと 

思いますよ。設立費用として 5000円いただけます。現在、絵手紙同好会を設立

したらどう? 等声掛けをしています。 

間 渕 先輩から声を掛けてもらい、知っている人がいるというのは心強いと思います。

もう少し女性の参加も多く、楽しそうな印象が伝わるといいのでは? 

広報委 男性のやり方・勧め方になっているので、女性に伝わる勧め方が大切なのかも? 

間 渕 主婦は、楽しいことがあると印象深い。取っ掛かりができます。 

会 長 昨年の同好会説明会では、学生が 12 名、同好会代表が 14 名でした。役員を含め

ると説明側のほうが多かったが、一人ひとり発言の場ができ、良かった面もあった。 

1回目の地域ミーティングは、クラスがスタートしたばかりで、同級生の名もわからな

い状態で開催され、早過ぎかも知れない。学園側の都合もわかりますが。 

水 谷 地域ミーティングの内容がわからなかった。鯱城ってボランティア養成講座なの?

という印象で、興味のない人にはどうかと思います。参加した学生が話し合い、知り合

う機会だと思っていました。楽しい何かがあると良いと思います。 

小 松 地域ミーティングという言葉がわかりにくい。わかりやすく、例えば区別懇談会

などどうでしょう。学園側が授業の一環としての強制力を発揮してもらいたいです。 

広報委 1 回目の地域ミーティングは、時期が早い気がします。学園はボランティアをや

ってほしいと伝えたいのに、学生はまだボランティアをやろうという気になっていない。 

会 長 学園の目的が世の中に恩返しをすることなら、卒業生は鯱城会 

 に自動的に入会するシステムにしてほしい。以前は 90％の入会だった。 
 

 最後に新会員の方々に期待することを、会長一言お願いします。 

会 長 ボランティアについては、できることをできるときにやる。同

好会は楽しくやる。動けるうちは世の中に恩返し。同じ学園で学び、 

同じ地域の人とのつながりを大切に。困ったことがあれば相談をしてください。社会福

祉協議会には、ボランティアルームを一年間お借りしています。頼まれ事があればやり、

相互協力してやってゆきたい。 

もう一つ、来年 30周年記念行事があります。歴代の会長が今どうされているのか? 先

輩方の力を借りながら、確認をしているところです。歴代の会長からのメッセージを投

稿してもらう等々今後内容を考えていきます。 
 

 本日出席された皆さんには運営委員としてのご活躍を期待しております。 

本日は長時間ありがとうございました。 
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 5月改元の記念の初参りに、皆さんと伊勢神宮参拝を企画しました。 参加者は 36名で、 

5月 17日(金)に地下鉄今池駅に集合し出発しました。 

 東名阪道がリフレッシュ工事の最中で渋滞を心配し 

ましたが、思ったよりも順調に流れ、差し入れの缶酎 

ハイ等のお酒も嗜み、楽しく歩を進めて行きました。 
 
 先ずは外宮に到着し、参拝の順路や作法の説明を添乗

員から受けたのち、正宮で参拝し亀石の説明を受けた後

厳かにお参りさせていただきました。次に内宮を目指

し、宇治橋近くのバスの駐車場で降りてまずは腹ごしら

えをと、老舗の岩戸屋にて伊勢うどんと手こね寿司の名

物御膳を頂きました。食事後は、集合時間までに内宮の

参拝とおかげ横丁付近での散策等を、思い思いに自由行動での時間を過ごしました。 

参拝者も様変わりし、外国の方の多さに驚くとともに、作法も日本人と変わらず神妙で、

正宮に向かい二拝・二拍手・一拝にてお参りしている姿に驚きました。通りには祝令和の

垂れ幕が掲げられて祝賀ムード一色で、昭和天皇御崩御時の重苦しい雰囲気は感じられず、

明るく改元を祝えていることを実感しました。一身の生前退位と言われていますが、こう

いう良さもあるのだと思いました。 
 
 最後は、縁結びと夫婦円満のシンボルである「二見興玉神社」夫婦岩

に参拝して、家族の健康と平穏な生活が続きますように祈願し、帰路に

着きました。 

 皆様の協力を得て、何事もなく無事に予定通りに終えることが出来ま

した。来年は再度魅力あるコースを考えて行きたいと思います。宜しくお願いします。 
 

地域会交歓ボウリング大会 

 

「20 年振りだね」「若い時にはよくや

ったけど」「ボウリング 3回目だよ」等の声がレー

ンのあちこちで交わされ、スペア、ストライクが

でるたびに、歓声とタッチの波。40名のボウラー

は、徐々に興奮の渦に包まれ、楽しく活き活きと

一時を過ごしました。 

第 1回目の栄冠は振甫地域会に輝きました。 

特に 80歳代の健闘が一際目を引きました。 

地域会の楽しさ、頼もしさを感じた一日でした。 
 
 
 

(このボウリング大会は 7月 9日(火) 本山ボウルで開催されました。） 

伊勢神宮 お参りバスツアー 

行事委員会だより 

行事委員長 福島 好明 (30期 文化 A) 
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名古屋市が提唱する「街を美しくする運動：市一斉クリーンキャンペーン 2019」の活動

が令和元年 6月 1日(土)各区で一斉に行われました。 

千種区では、千種区役所地域推進室が主催し、当高見学区では、高見小学校外周や私達

鯱城会のテリトリーである水道みち東側千種税務署方向および水道みち西側仲田公園方向

の他 6コースで実施され、全体で約 120人の参加者がありました。 

私達花水木鯱城会は、昨年より 6 名多

い 32名(内女性 6名)の参加者で行いまし

た。この他に、高見町内会から参加した鯱

城会員が 4名あり、合計 36名となる大勢

の参加者となりました。 

この運動の趣旨は、市民一人ひとりが

家庭や職場で「美しい街づくり」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。 

清掃開始にあたって、二宮花水木鯱城会長より、昭和 34年からこの“街を美しくする活

動”が始まり、私達花水木鯱城会もその趣旨に共鳴し、皆さんと共に“街を美しく”して

いきたいと考えている旨の挨拶がありました。 

昨日までお天気を心配していましたが、朝から好天気に恵まれジリジリ暑く、「熱中症」

を最も心配致しました。約 1 時間、心配した「熱中症」にも罹らず、無事終了し解散しま

した。 

ご参加の皆様、日々ご多忙の中、また暑い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大勢のご参加者となりました事、

重ねて心から御礼申し上げます。 
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社会奉仕委員会だより 

市一斉クリーンキャンペーン 2019 

社会奉仕委員長 脇所 耐 
 

 



  
  

新年度に入り「第 1 回社会奉仕活動委員会」が 5 月 27 日鯱城学園にて開催されました。

今年度、スタッフはすべて新しくなり、鯱城学園の新任の地域活動指導員である大谷先生

および新鯱城会会長の飯田恭久氏および新任事業グループの松井正幸氏のご挨拶がありま

した。次いで各区の社会奉仕委員長の自己紹介があり、16 区の内 30 期生が 7 人、31 期生

が 5人の新委員長が誕生致しました。 

事業グループの松井氏から社会奉仕活動の概要について下記の説明がありました。 

(1)各区の年間活動報告(H30年 4月～H31年 3月)  

 ①千種区は、ボランティア活動参加者 1,458名  

  顕著な活動の鯱城会 名東区 2,296名／瑞穂区 1,660名 

     (注)各区の会員数が異なるので、単純な活動人数の比較は困難なためご参考まで。 

 ②ディサービス、老人ホーム介護活動が顕著な区   名東区 1,716名(千種区 708名) 

 ③環境美化、清掃、お花活動が顕著な区       瑞穂区 1,209名(千種区 278名) 

 ④社会福祉協議会、区の祭り開催が顕著な区     千種区  379名 

(2)今年度の活動について 

①鶴舞公園クリーンキャンペーン  10月 05日(土) 降雨で中止の場合今年は順延なし。 

②堀川清掃大作戦              11月 02日(土) 雨天の予備日は 9日(土) 

③こころの絆創膏キャンペーン  09月 10日(火)～9月 13日(金) 

                 昨年度までの金山総合駅、伏見駅、栄駅、市役所駅、 

大曾根駅に加え名古屋駅、＜千種駅＞でも実施。   

 

「わんぱく相撲」でのボランティア活動 
 
 
 

5月 12日名古屋青年会議所主催による「わんぱく相撲」が見付小学校体育館にて開催さ

れました。出場待ちや出場後の選手の小学校 1年生から 6年生の男女を対象とした、「おは

じき」「折り紙」「お手玉」「かるた」「めんこ」等のボランティア活動に、千種区社会福祉

協議会の要請を受けて 5 名が参加しました。「折り紙」

と「おはじき」「めんこ」のコーナーが人気があり、子供

たちの明るく元気な声にボランティア参加者も良い刺

激を受けて、いつしか童心にかえっていました。 

相撲は区の予選で、各ク

ラスの優勝者は、6月 2日

の決勝大会に出場し、そこ

での優勝者は全国大会に

出場するとの事でした。    
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第 1回 社会奉仕活動委員会会議のご報告 社

社会奉仕委員長 脇所 耐 

 

社

社会奉仕委員長 脇所 耐 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動実績(2018 年度、2019 年 4 月～6月)および今後の予定 

花水木鯱城会の皆様へのお願い 

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。 

昨年度同様、引き続き今年度も各種のボランティア活動に温かいご支援を賜りたく宜しく

お願い申し上げます。あくまでもボランティア活動ですので、ご自身の健康上やご家庭の

事情を勘案しながら、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。 

社会奉仕委員長 脇所 耐 
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　　　 項 　　目 2018年度 2019年 4月～6月

デイサービス支援 563 141

デイサービス支援(楽器演奏等） 145 42

コーヒーサロンの運営 256 67

茶屋ヶ坂第3公園清掃 121 31

鹿子公園清掃 96 24

ゆらゆら鯉のぼりを作ろう 8 6

七夕週間 夏休み工作 7   7月 2日(火)～7日(日)予定

こどものまち 7   9月 8日(日) 予定

思い出アルバムを作ろう

3

ハロウイン 4  10月31日(木) 予定

クリスマス工作 冬の工作   7  12月 7日(土) 予定

お正月遊び —   1月26日(日) 予定

児童館まつり 6   3月15日(日) 予定

市一斉クリーンキャンペーン 26 36

千種区民まつり(平和公園) 降雨のため中止  10月 6日(土) 予定

こころの絆創膏キャンペーン 17   9月13日(金) 千種駅 am8:00

鶴舞公園清掃 　　19 +(学生6)  10月 5日(土) 予定 順延ナシ

 11月 2日(土) 予定

  予備日 11月9日(土）予定

子育てサロン支援

　キラキラサンタ＆トナカイ派遣

昔あそびボランティア 7   1月予定

福祉街頭募金活動　　　　 7   2月予定

名古屋ウイメンズマラソン 29   3月 8日(日) 予定

図書館(鯱城学園)ボランティア 49   4月～2020年3月

珈琲ボランティアあじさい 34   随時実施

 　　　合　　　計 1,470

幼児向け工作  10月10日(木) 予定

36  11月～12月予定

23堀川清掃大作戦

児

童

館

支

援



 
           
 

昨年 9月に満 80歳を迎えた。子供や孫達から傘寿の祝い 

の席を設けてもらった。まー感激ですね。祝いの言葉を贈ら 

れ更に感激です。豪華な花束を頂き更に感激。フランス料理 

をご馳走になってお礼のお返しに美味しい銘菓を渡した。 

孫たちは、今、二人は社会人になっている。娘の子供たちである。息子の

子供は長女で今月から専門学校に通学、長男は小学校 6年生だ。野球クラブ

で楽しんでいる。道具を高価なものを買わされた

が戦績は聞いていない。彼らの成長はまだまだ先

になるが、私には見ることは不可能だろう。悲しい

ね。こういう場面になるとついつい落ち込むのだ。 

さて、かれらに説教ばかりしている私なのであ

る。まあ心配なのであるから説教ではなく愚痴る

と言って良いのだ。迷惑しているであろうことを

承知だ。これくらいは許されても良いのではと一人合点している。 

口癖のように話していることがある。言っていることは「道を求め、辿り来りてここに

至る。更に辿り行く求める道を！」。人生 80 歳になるとこんな心気臭いことを呟くのだ。

これまでの道は真剣に考えてきたことがないのだ。これから如何する事もないのに妙なこ

とを口ずさむのである。 

「道を求めてここに至る」この言葉は先代社長が酒を飲みながら色紙に揮毫して社員に

配っていた。菜根譚か碧巌録の一説から来ている。いずれも購入し読んでみたが難しくて

苦労した。もちろん完読はとても出来ていない。書初めの際に文字選びに紐解いている程

度だ。それに感化され今でも座右銘の中に加えている。孫たちは多分何を言っているのか

と迷惑に思っていることだろう。でも、私は一人悦に入っている。ぼけ老人になりかけの

姿である。 

  

 

会員投稿 
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「 傘寿と孫と説教 」 
山田 秋男 (26期 陶芸) 

■ 5月 28日(火)、2月の整備に続いてもう 1ヵ所の花壇整備を行いました。 

作業をされた会員の皆さん、お疲れさま。社協来訪の 

方が喜んでくれるといいですね。 

■ 7月 26日(金)、小修繕ボランティアグループ立ち上げ 

準備の一環として「網戸張替え体験会」が行われます。 

■本年度から第 4次地域福祉活動計画が 5か年計画でス 

タートしました。①地域に目を向け地域を知る「きっかけ」作り ②地域を学び地域で活

動する「人」作り ③地域を基盤とした「つながり」作り の三部会に分かれて、安心して

生活できる千種区を作るためのアイデアを出し、実行計画を立案するプロジェクトです。

現在参加している花水木鯱城会会員には秀逸なアイデアが期待されています。 

千種社協ニュース 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花水木鯱城会は、来年度、創立 30周年を迎えます。 

この大きな節目を迎えるにあたって、諸先輩が残された業績を振り返るとともに、花水

木鯱城会の幾久しい発展を願うため、記念事業の実施を予定しています。 

 現在、実行委員会では、実施事業として、 

（1）30周年記念式典・祝賀会（令和 2年度総会と同日開催） 

（2）30周年記念号の発行 

（3）記念品の贈呈、等を検討しています。 

 そこで、式典･祝賀会のアトラクション、記念品、その他実施する記念 

事業につきまして、会員の皆様のアイデアを募集いたします。 

何とぞ多くのご意見をお寄せ頂きたくお願いいたします。（9月 20日まで） 

＜連絡先＞ 

委 員 長 大村悦郎 ☎723-1006 E ﾒｰﾙ：e-ohmura@mediacat.ne.jp 

総務委員長 古田 昇 ☎725-5466     furutan@beige.plala.or.jp 

広報委員長 樫澤一也 ☎781-4588     kashizawa-kaz@mtf.biglobe.ne.jp 

 

 

花水木鯱城会 30周年記念事業のアイデア募集‼

記念事業のアイデア募集‼ 

30 周年記念事業実行委員会から 

 

お知らせ(訃報) 
  
下記 2名の方がご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。 

◆ 蟹江 久義様：会員番号 3  11期文化  千種地域会   令和元年 5月ご逝去 

◆ 恩田 満子様：会員番号 66  21期文化 A  千種台地域会 令和元年 6月ご逝去 

編集後記 
 
今回特集をいたしました新会員と会長の座談会では、新会員の皆様が大変しっかり発言

され、やれるだけやってみるという意欲が伝わってきました。紙面では割愛した部分もあ

り、臨場感に乏しいのが残念です。また地域長会議では各地域長がメンバーの減少に悩み

ながらも、会員が楽しめる企画をお互いに出し合う姿を見せていただきました。 

二つの会議を通じてキーワードになっていたのは「女性参画の拡大」という気がします。

今後様々な取り組みが行われると思いますが、広報委員会もこのキーワードを意識した紙

面作りを心掛けたいと思っています。 
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広報委員会 

委員長 樫澤 一也(31期 生活 B) TEL.090-4082—1684 

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

委 員 筒井 孝志(30期 地域 A) 委 員 大澤 之夫(32期 陶芸) 

 



今後の行事予定 
行事委員会 
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■第 16回趣味の作品展 

 日ごろの趣味の腕前をご披露ください。 

・日 時：10月 16日(水曜日)～20日(日曜日) 

・会 場：愛知芸術文化センター 12階 アートスペース H  

 

■第 2回 16区フェスティバル 

全 16区の鯱城会の皆さんが一堂に会するお祭り。 

体と頭をちょっとだけワイワイと使いましょう。 

・日 時：11月 20日(水曜日） 

・会 場：稲永スポーツセンター 

 

■新春講演会 

新しい知識、楽しい話題を新年に聴きましょう 

・日 時：2020年 1月 15日(水曜日） 

・会 場：千種区社会福祉協議会 


