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巻 頭 言 

「コロナ禍下での同好会」 

副会長･広報委員長  

樫澤 一也(31期生活 B） 
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本号は花水木鯱城会 14同好会の特集です。 

皆様はどの同好会でご活躍でしょうか? 

私は「カラオケ同好会」に参加しています。歌うと自動的に腹式呼吸となり、良い運動で

す。またエコーや残響装置のお蔭で、お風呂で歌うのと同じ心地良さが味わえます。 

ところが今、カラオケはコロナ感染の温床のごとく忌み嫌われ、会も全く活動ができま

せん。飛沫感染が最大の危険と言われているのに、マスクを着けると歌えないという致命

的弱点を持つカラオケは、敬遠されるのもむべなるかなというところです。 

本当にコロナ禍には困ったもので、先日の同好会代表者懇談会でも、多くの会から活動

を中止せざるを得ない現状が報告されました。もちろん「太極拳」「健康体操」等いくつか

の会は、工夫しながら活動を続けておられます。中でも「ウォーキング」は“うちは従来通

り活動中です。会員が例年になく増加し、盛り上がっています。コロナもそう悪い事ばか

りじゃないですな”と元気です。確かに活動は屋外、歩くペースは個人設定、空間を移動す

るので密集はなし。現在の状況下ではベストのコンディションですね。 
 
試しに現在認定されている 14 の同好会を“抗コロナ”という観点でマッピングしてみ

ました。（添付図：あくまで個人的見解です） 

なるほど「ウォーキング」は抗コロナ度が高いですね。一方、「囲碁」「将棋」など密着し

ないと話にならない会は、安全に活動できるまでまだ少し時間がかかりそうです。余計な

ことですが今は我慢して、囲碁の皆さんは黒嘉嘉 7 段の美しい横顔を見ながら、将棋の皆

さんは藤井聡太二冠の棋譜を見ながら、じっくり自主研さんに励んでください。 
 
同好会の入会について、これまで私は、「A.体力維持に役立つ会」と 

「B.趣味を拡大できる会」という基準、または「A.屋外活動の会」と 

「B.室内活動の会」という基準のどちら 

かを選び、A.グループから 1つ、B.グル 

ープから１つ、合わせて 2つの同好会に 

参加するとバランスが取れて良い、と考 

えて来ました。しかし、今後コロナウイ 

ルスに限らず“Withウイルス”が新しい 

生活スタイルの標準になると、冗談では 

なく“抗ウイルス基準”での選択が必要 

になるかもしれません。 

困ったもんですね。 



令和 2 年 9 月 30 日（水）15 時から千種区社会福祉協議会研修室において同好会代表者

懇談会を開催しました。 

 冒頭、二宮会長より「同好会は地域会・運営委員会の三本柱の一つ。コロナ禍における

14 同好会の活動に対して、各会の特性を生かした創意工夫の中で更に活性化をお願いし

たい」と挨拶があり、その後花水木鯱城会役員・運営委員に引き続き同好会代表者の自己

紹介から会が始まりました。 

 来年度の学園卒業生が不在であることから、新会員の確保にはさらに知恵と工夫が必要

となります。会員の高齢化と縮小化の波にどのように対応するか、各代表者共通の課題で

す。特筆すべきは、ウォーキング同好会では参加者が急増、屋外で密にならず皆が同一の

前方を向いて活動するのが一因とか。 

 二宮会長からは花水木だよりに「会員募集! のチラシを封入しては?」 

の提案もあり、知恵の出しどころです。何かの本に、「やれるんだと思う 

と何とかやれてしまう。出来ないと思うとやれることすら出来なくなる」 

とありました。 

 今後も特筆すべき同好会活動は花水木だよりで紹介していきたいと思います。                       
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同好会代表者懇談会 

■日 時 令和 2年 9月 30日(水) 

■会 場 千種区社会福祉協議会研修室 

■参加者 同好会代表者/花水木鯱城会役員 

小松憲次   寺澤委員   堀照雄   山中豊二   伊藤三作   増田治彦    木下幸紀      塚原義政    久連石一彦 

（ゴルフ）   （運営委員）  （将棋）    (囲碁)   (社交ダンス) （ウォーキング） （グラウンドゴルフ） （太極拳） （パソコン/健康体操）  
                                                 

渡邊武通     小川貞之     二宮会長     伊藤陽子     紫波正國      堀場茂夫 

（写真）       （カラオケ）     （役員）       (麻雀)     (生け花とお茶)    (クッキング) 

 

 

 

同好会特集 

総務委員長 小松憲次(32期美術) 

敬称略 
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コロナも落ち着きの兆しがみられ、3月 

から休止していた活動を 10月から再開し 

たところ、幸い 19名も集まりました。中に 

は体を動かしていなかった人やステップを 

忘れかけた人もいましたが、約半年ぶりに 

楽しむことが出来ました。 

発足後 15年経過した去年 7月から初めてプロの先生にお願いし、1級レベルの指導を受

け、充実した内容になってきました。レッスン後は自発的に復習も行なっています。会員

には足の運びに精一杯の人から、姿勢に重点を置ける余裕を持った人まで様々ですが、習

得する喜びと教える喜びをお互いに共感し、和気藹々と楽しんでいます。 

レッスンのほかにも、暑気払いや新年会でコミュニケーションを図っています。健康で

長生きできるには体を動かすことと頭を使うことが大切と言われますが、まさにダンスは

その両方を兼ね備えています。皆様も挑戦されては如何でしょうか? 一度、体験見学にお

出でください。お待ちしています。靴とマスクもお忘れなく! 

 

                       皆様に愛されて「カラオケ同好会」は、 

9月で 16年目に入ります。 

「気分の良い時は自然に歌を口ずさみ 

ます」人間に歌は欠かせません。精神的 

にも、声量訓練にも特に年老いては必要ではないでしょうか。 

しかし、今年は今までに経験した事の無い「新型コロナウｲルス」で今日までに一度もカ 

ラオケが実施できていません。（同好会の中で一番自粛が必要です） 

私は、3 月より代表をお受けしました。6 月 17 日に再開予定でご案内致しまし 

たが、新型コロナ感染者（第 2波）が増加してまいり、急遽前日に中止致しました。残念 

に思われた方には、誠に申し訳ありませんでした。 

代 表：小川 貞之（25期生活 A） 

連絡先：📱 080-6914-9178 

 

＊開催日：毎月第 1第 3金曜日 13時 30分～16時 30分 

＊場 所：「まねきねこ今池店」地下鉄今池駅下車 7番 

出口すぐ 

＊会 費：1000円/1回 

＊参加者は、従来 15名内外です。 

 

代 表：伊藤 三作（18期文化 B） 

連絡先：📱 090-5633-1113 

 

モットー 



パソコン同好会は、パソコンの基礎となるワード 

とエクセルを「より解りやすく、使いやすく」を目指 

して学んでいます。少しでも学んでいれば誰でも出来 

るようになります。 

 
■ 場 所：千種生涯学習センター3階第 5集会室   千種区振甫町 3-34 

■ 開催日：金曜クラス 毎月第 1金曜日 13時～16時  木曜クラス 毎月第 2木曜日 13時～16時 

■ 会 費：800円/月（6ヶ月分前払いです） 

■ 内 容：ワードは文章の作成、スマートアート、写真及びクリップアートの挿入、 

案内状・年賀状の作成など。 

エクセルは文章の作成、表･グラフと家計簿の作成など。 

■ 講 師：服部先生とアシスタント 2名 
 

各クラスの定員は 16名ですが、最近会員が減少気味です。令和 3年 4月、各クラス 4～

5 名の会員を募集します。金曜、木曜クラスともカリキュラムは同じですので、ご都合の

良いクラスをお選びください。 

皆様のご入会をお待ち致しております。 
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今年は、コロナ騒動で大変な時期ですが、当 

同好会はコロナ発生原因の 3密状態から一番 

遠い所にあり、活動はほぼ順調に行きました。 

コロナ対策には歩くことが健康にとって一番有効だと考えられた人が多く、新人会員も

例年はわずか数名がやっとの状態でしたが、今年は勧誘した人が全員加入されました。特

に女性が多く、従来女性会員は全体の 3分の 1弱でしたが、今年で男女構成が半々となり

同好会も華やかになりました。 

一万歩コース（東山、平和公園共に）は都会の真ん中でありながら、郊外のハイキング

コースと同じ環境であり、木々に囲まれ夏は涼しく、冬も暖かく歩くことができます。 

当同好会は集合時間は決まっていますが、歩く距離やペースは自由です。気の合う仲間

と談笑しながら歩くと、距離も短く感じられると思います。 

ややこしい規則も有りませんので、気軽にご参加ください。 

代 表：増田 治彦（24期園芸） 

連絡先：📱 090-4112-0754 

代 表：久連石 一彦（24期地域） 

連絡先：k-kureishi43@aioros.ocn.ne.jp 

mailto:k-kureishi43@aioros.ocn.ne
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代 表：小松 憲次（32期美術） 

連絡先：📱 080-1613-8131 

 

1)定年退職で仕事仲間とのプレイが激減した 

2)プライバシーなど面倒な関係を避けたい 

3)友人や知人にプレイ仲間がいない 

4)スコアを気にせず気楽に且つ安価にプレイしたい 

5)青空のもと芝の匂いと若い頃の自分を再確認 

したい 
 

会員それぞれ様々な動機が又面白いんです。野球やテニスと違い、動いているボールを

キャッチしたり打ったりするのではない。地面に止まっているボールを打つだけなのに、

それが意外と難しい。目の前にあるボールになぜ当たらないのか、なぜ上手く飛ばないの

かとムキになる。絶対に上手く飛ばしてやるぞと、更に努力を重ねてしまうわけです。 

とはいえ初めはなかなかうまく飛びません。回を重ねるうちいつの間にか当たるように

なり、そして前に飛ぶようになると楽しくなってきます。たま～にマグレ当たりなんかが

出た日には、あの感触をもう一度、だがなぜか二度と無い。そしてラウンドのあとのお風

呂。そこらの銭湯とか内湯とはちがうんだなあ～、これが。 

花水木鯱城会の皆様こんにちは。  

写真同好会の渡邊です。 
 

新型コロナウイルスで外出自粛、そのうえ猛暑続きの 8 月も終わりにしたいと思いなが

らこの原稿を綴っています。「花水木だより」90号が皆さんのお手元に届くころには、コロ

ナウイルスもおとなしくなっているといいですね。またそう願いたいものです。 

写真同好会も外出自粛でカメラ片手の外出も思うに任せず、カメラが欠伸しています。

コロナが収束し、大手を振って撮影に出かけることができることを待っています。 

花水木鯱城会会員の皆様、写真同好会に入会されて楽しいひと時を作りませんか? 

 
同好会の例会： 3月 6月 9月 12月の第 2木曜日 14:00～ 行います 

集いの場所： 自由ヶ丘会館 市バス 愛知精神医療センター前 

 

代 表：渡邊 武通（19期美術） 

連絡先：☎ 762-7552 
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新型コロナウイルスの影響でお休みにしていました 

が、8月から再開しました。月 1回、いけばなと茶道の 

教室です。 

いけばなは生の花に触れることで癒されます。形にと 

らわれることなく自由な気持ちで、花と会話しながら生 

けています。生けた花は自宅に持ち帰り新しい花として 

生き返ります。 

茶道はその歴史を感じながら、美味しいお菓子と抹茶 

でしばし時を忘れます。静かな空間の中、先人たちの思 

いに心めぐらすのも豊かな時の過ごし方だと思います。 

 
会 場：紫波宅  

開催日：毎月第 1月曜日 午後 1時 30分～ 

会 費：1,100円/1回 

代 表：木下 幸紀（25期地域） 

連絡先：📱 090-1095-6411 

 

代 表：紫波 正國（22期陶芸） 

連絡先：📱 090-4428-9612 

 

グラウンドゴルフは高齢者の気軽な定番スポ 

 ーツとして、多くの方々に楽しまれています。 

当同好会は毎週火曜日の 10時から、がんセン 

ター裏の鹿の子公園で、和気藹々と笑い声が途 

絶えることなく楽しんでいます。 

あなたもご一緒しませんか。楽しいこと請け合いです。 

 今年はコロナ禍で活動を中止していましたが、9月中頃から再開します。グラウンドゴル

フはコースを巡ることにより、足腰の維持に役立ちます。また、ホールポストに向けて、方

向や打力を微妙に調整して打つため、集中力が向上します。さらに、各ホールをどのように

攻略するかのコースマネジメントにより、脳内活性化にも寄与します。このように多くの効

用がありますが、なんと言っても楽しい時間を共有出来ることが一番です。例年行なってい

る暑気払いや忘年会などの懇親会は開けませんが、貸出し用のプレー用具もありますので、

気軽にお越しください。初心者の方、お待ちしています。 
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料理教室の活動状況を㏚したいのは山々です 

が、残念ながら新型コロナウイルスの影響で 2 

月 18日を最後に休会中です。まさかこんなに 

長引くとは夢にも思わず、3 月と 4 月はその都度 

「未だコロナが収束しておりませんのでお休みです」と案内していたのです。 

ところがコロナウイルスは、風邪インフルエンザのように決定的な治療薬もワクチンも 

未だ開発がなされていません。そこで 5月の案内では、料理教室が再開できる段階になり 

しだい、改めて連絡をしますという言葉を最後に今日に至っているのが現状です。 

 料理教室では 3密対策を施して再開したとしても、料理教室の醍醐味である食事の時間 

が設けられているのです。教室を管理されている千種区社会福祉協議会も、それを原因と 

するクラスターの発生を恐れていることに間違いはないでしょう。 

 コロナを恨んでもしょうがありませんが、一刻も早い再開が待たれます。 

 

今年の 1年、ご多分に漏れず我が同好会も 

消化不良のまま令和 2年の幕を閉じそうだ。 

新コロナウイルス対策では「激しい呼吸を 

伴う運動」を NGとしているが、私たちの楊 

名時太極拳は、大暴れするわけでもなく、穏 

やかな心、呼吸、動き、即ち心・息・動の三 

位一体を基本とする健康法だ。しかし「罹る 

のも怖いが、うつすのはもっといや」という

思いで 3月から会場の意向もあって満足に練習ができなかった。 

でも、コロナの足音が少し遠のき、10月から正常（予定）になり、同人は「ロスタイムを

取り戻す」と張り切っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でも、コロナの足音が少し遠のき、１０月から正常（予定）になり、同人は「ロスタイムを取り戻す」と

張り切っている。 

代 表：塚原 義政（21期生活 A） 

連絡先：📱 090-5875-0883 

代 表：堀場 茂夫（23期国際） 

連絡先：📱 090-2185-9161 

 

＜同好会の練習＞  

 第 2火曜＝千種福祉会館、第 3･4火曜＝内山コミセン  

午後 1時半～3時 

 入会金 1,000円、年会費 3,000円   



はなみずき健康体操クラブでは、「会員の健康増進と会員相互の親睦」を目指して 3 名の

指導員の下、名古屋市千種スポーツセンター第 2 競技場で、原則月 4 回毎週水曜日午前 10

時から 11時 30分、1回の参加人数を 60名程度に制限して、体操を実施しています。 

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「三つの密」を徹底的に避けながら、ス

トレッチ体操・リズム体操・脳トレの指運動・筋力増強運動などを行っています。 

当クラブの定員は 170 名ですが、現在会員数は 152 名、このうち休会者が 19 名もおられ

ます。定員にはまだ余裕があります。来年の入会希望者は、令和 3 年 3 月 24 日(水)に入会

説明会を開催しますので、是非お越しください。 

 皆様のご入会をお待ちしています。 
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囲碁は 19×19 路の盤に黒と白の石を交互に打って、互いの生き死にと陣地の大きさを競

うゲームです。記憶力、判断力、集中力等の向上に役立ち、脳を活性化し老化防止にも役立

ちます。着手には無限の可能性と変化があり、慣れてくれば対局の面白さ、魅力等が理解で

き自分のレベルアップを目指したくなります。 

近年囲碁も将棋も AI(人工知能)が発達し、これを契機に新しい着手や考え方が研究され

変革しています。今年は囲碁界も 20 歳の芝野虎丸が 3 冠（名人、王座、碁聖）を獲得し 9

段となり、若手の活躍が楽しみです。 

今年はコロナ禍で会場の都福祉会館が暫く使用できませんが、再開しまし 

たら状況を見ながら 3密対策等に留意し、定例会、懇親会やランチ会等を 

実施し花水全体の連携を含め交流を深めたく、皆様の参加をお待ちして 

おります。 

代 表：山中 豊二（27期文化 A） 

連絡先：📱 090-7492-4858 

代 表：久連石 一彦（24期地域） 

連絡先：📱 090-3308-3906 
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鯱城学園「初歩からの将棋クラブ」の卒業生 

で同好会の設立を企画いたしましたが、すぐに 

はまとまりませんでした。やがて例の藤井聡太 

さん人気で、将棋を知らない方からの参加希望 

もあり、平成 29年 8月 1日にようやく発足。運営委員会で承認を受け、平成 30年1月 1日 

正式にスタートしました。現在の登録会員数は男子 16名 女子 4名 計 20名です。 

会場は都福祉会館で、囲碁同好会に同調して毎月第 1･第 3金曜日 9時半から開催。囲碁 

同好会から 4名両方参加頂いています。また年 2回囲碁将棋合同懇親会を開催しています。 

本会は花水木鯱城会員を中心に他区の鯱城会員を含めて、会員相互の親睦を図ると共に、

将棋の上達をはかり、取得した成果をボランティアとして活用する事を目的としています。

（千石小学校のトワイライトスクールで将棋の指導、鯱城学園先輩･後輩との対局等） 

令和 2年度はコロナ蔓延のため、2月 21日を最後に会は開けていません。3密無しで対 

局するには、都福祉会館の場合 10名程度が限度です。 更に境のフェライト板の設置予算 

無し･駒の消毒が困難等 対策が難しく、3密が解除になるまで再開は困難な状況です。 

 

満 2 歳を迎えた健康麻雀も、ご多聞にもれずコロナのた

めに休会を重ねてまいりましたが、9月第 2週から再開いた

しました。60歳代から 98歳までの幅の広い、男女同数のメ

ンバーです。女性の方が出席率は勝っています。 
 
今年も ASC（Aichi Silver College）27期麻雀サークルの

方達をお迎えして、11 月 1 日に交流麻雀大会を、日ごろの

腕試しと親睦のため計画いたしました。6人のお世話人が 1

人 1役で総括、会計、指導、印刷、相談役と一致団結して健

全な運営と友愛に努力しています。 

緊張の中にも明るく笑いの絶えない例会の雰囲気を大切

に、3年目を迎えたいと思っています。 

代 表：堀 照雄（28期園芸） 

連絡先：📱 080-1612-1717 

代 表：伊藤 陽子（29期陶芸） 

連絡先：📱 090-4256-7075 

 

P18に同好会の一覧表があります。ご参照ください。 

掲載しています。 



                              ゴルフは知ってるし 

テレビで見るけど「グ 

ラウンドゴルフ」? 

聞いたことあるけど 

それって何? 

良くわからんけど面白そう、と思った方は是非一度参加してみてください。 

グラウンドゴルフのルールは簡単です。所定のボールをきめられた打順でスタートマッ

トから打ち、ホールポストと呼ばれるポールの根元にある輪の中で止まるまでの打数を数

えるゲームです。ゴルフと同じく打数が少ないほど上位になります。第 1 打が直接ホール

ポストに入った場合は「ホールインワン」です。これが出れば、合計打数から 3 打を差し

引いて計算します。標準のコースは 50M･30M･25M･15Mの各 2ホール、合計 8ホールですが、

プレイする場所、スペースを見てコース設定されます。 

年齢性別を問わずに誰でもゲームを楽しむことができます。この日参加されたペアの方

は、お 2人とも 80歳代。お 1人は鯱城会主催のグラウンドゴルフ交歓会でチャンピオンに

なられたそうです。道具はボール、クラブその他合わせても 2 万円まで。割引がきくスポ

ーツ用品店も紹介していただけます。 

毎週火曜日朝 10時から地下鉄自由ヶ丘の東、がんセンター南にある鹿子公園のグラウン

ドで楽しく活動しています。また年に 2 回ホテル長島ハートピアのコースで腕を競う催し

も行なっています。同好会の皆さん、野外の運動で益々若返ってください。 

■クッキング同好会  (連絡先：代表 堀場茂夫 090-2185-9161) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズ企画 同好会訪問記 

新型コロナの終息がなかなか見えず、同好会代表の皆様はどの様に活動するべきか頭を悩

ませておられます。今回は幸いにも活動中の取材が出来た同好会 2 つと、同好会代表のイン

タビューを 1つお伝えいたします。興味を持たれた方は連絡先にお電話を 

おかけください。 

■グラウンドゴルフ同好会  (連絡先：代表 木下幸紀 090-1095-6411) 
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（取材：広報委員会） 

資料によれば平成 23年 9月にスタートとのこと。 

女性の代表が続いた後、買い物等、体力的負担を補助する 

形で堀場さんが 4年程前に代表を引き受けられました。 

献立はデイリーの家庭料理が中心です。でも、それらを 

組み合わせておせち料理を作ってしまったという豪の方も 

おられるそうです。 



■同好会  (連絡先：会長) 

会員は 4 つのテーブルに分かれ、手順を踏んで料理を完成させま

す。隣のテーブルを見ながら「あっちは進んでるぞ!」など声をかけ

ながら和気あいあい作業を進めます。出来上がってからの試食会が

嬉しく、これを目当てに来られる方も多いようです。 

男性は主に趣味としてクッキングを始めたくて入会、女性は何かを

学ぶというより、純粋に料理が好きで入会という感じだとのこと。女

性は長い料理実績があり、勘所というかメリハリがわかっていて、こ

れが男性にとって大変良いお手本になっているそうです。 

料理は清潔と整理整頓の上に成り立つものなので、手洗い等はコロナ騒ぎのずっと前か

ら完全実施。調理クズの処理、布巾の洗濯等完璧に行っています。 

堀場さんは「私自身は料理が得意というわけではないので、講師(30期福島さん)がやり

やすい環境を作る、会員の意見を運営に反映させる、など裏方で支えるような運営をした

い」と今後を語ってくれました。 

 

■生け花とお茶同好会  (連絡先：代表 紫波正國 090-4428-9612) 

地下鉄本山駅から南へ約 3分、閑静な住宅の中に小原流の看板を掲げた紫波先生の教室

があります。今日の生徒さんは男性 4 名女性 3 名でした。2 つのグループに分かれて、生

け花とお茶を交代で演習します。 

お茶のお部屋を覗くと、奥様がお茶を立てておられます。生徒はお菓子をいただき、先

生の手さばきを目で追います。立てられたお茶を作法通りいただき、茶碗の形などを話し

合っています。おや? 私もいただけるのですか…うーん、結構なお手前でございます。 

隣の部屋では先生ご本人が指導なさっています。本日のお花はリンドウ、エニシダ、ナ

デシコ等で皆同じ材料です。生徒は夫々まず自分の感性で花を生けます。一通り形になる

と、先生の登場です。「この花がね“私を見て”と言っているでしょ。それが聞こえたらこ

の花は正面に持って来ましょう」。なるほど、花の声を聞くんですね。確かに、素人の私が

見ても直したあと立体感が増したような気がします。 

現在生徒は 12名。「茶室の環境や師範免許を考えると自分自身がこの場所で指導するの

がベストなので、あまり生徒は増やせない」と先生はおっしゃいますが、興味のある方は

ぜひ連絡してみて下さい。 
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総務委員会 

新運営委員(32 期･33 期)のご紹介
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今年 3 月卒業の 33 期音楽クラス、花田邦子と申します。音楽クラ

スは 33 期から新設のクラスです。私は転勤族で名古屋には親しい友

人もいないので、色々な方と知り合えたらと鯱城学園に入りました。

2年間楽しく学園生活を送る事ができました。 

引き続き花水木鯱城会での新しい出会いに胸を躍らせていました

が、コロナ禍での活動自粛で、夏頃からようやく参加させて頂いてお

ります。そう言う訳で、総務委員会がどの様な仕事をするのかも分か

らず、ご迷惑をお掛けする事も多々あると思いますが、先輩方に教え

て頂きながら活動したいと思います。 

31期 33期と 4年間鯱城学園にて色々学ばせて頂き、その間に花水 

木 OB会の紹介もあり、素直な気持ちで花水木鯱城会に参加すること 

になりました。早速社会奉仕委員として諸活動に参加し、組織化した 

中で皆様が各々の役割をきちんと務めていることに感動しました。 

とても感覚が若く、体力的にもしっかりされているので、私も参加す 

る事で健康を頂けるのではないかと思いました。 

社会福祉協議会にて、デイサービス・コーヒーサロンの活動も体験 

し、大先輩の方々とも言葉を交わすことができて、いいなと思いまし 

た。今年はコロナ禍で諸行事にも変更があったりしましたが、その都 

度丁寧に連絡や報告をしてくださり、本当に花水木鯱城会の組織にご 

縁があったことに嬉しく思います。 

 

総務委員会 

花田 邦子(33期)  

社会奉仕委員会 

波多野美津子(33期) 

社会奉仕委員会 

片山 麗子(33期) 

生まれは石川県です。九谷焼の里で山は白山です。海と山に恵まれ、

美味しいものは数え切れぬほどあります。でもいつの間にか名古屋で

の生活が長くなり、今では故郷の懐かしさも薄れるほどです。本当に

住めば都ですね。 

鯱城学園では卒業式も中止でしたが、素晴らしい友人、仲間たちと

出会い、人生の宝物を得ました。今はウオーキング同好会に参加し、

身近にこんな自然があると、新しい発見にワクワクです。 

卒業生というだけで諸先輩方がすんなりと受け入れてくださり、不

思議な経験です。これからどんな出会いがあるのかワクワクです。 

 

 

令和 2年度の新任運営委員 6名にご挨拶をいただきました。昨今の事情から 

なかなか実務でご活躍いただく機会がありませんが、ご活躍を楽しみにいたし 

ます。よろしくお願いいたします。 
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いつの間にやら 89歳になりました。気持ちは 60代ですが体がつい

ていけないことを最近実感しました。過日のボウリング大会ではガー 

ターの連発でひどいスコアー(特に秘す）、ウオーキングの会では常に

遅れ気味で皆様に迷惑をお掛けしております。 

花水木鯱城会は社会奉仕など多彩な活動をしておられますが、充分 

参加できず恐縮しております。コロナ禍もワクチンがいずれ普及され

鎮静化すると思いますが、それまで 3密防止、マスク、手洗いの実施

で頑張りましょう。 

 

行事委員会 

坂野 照夫(32期) 

広報委員会 

桑原 守(32期) 

社会奉仕委員会 

長江 文彦(33期) 

鯱城学園 32 期でしたが、シルバーカレッジも経験した後に千種鯱

城会に加入しました。鯱城へは名古屋市老人会連合会（市老連）から

の推薦で入学し、地域専攻ではクラス代表も経験しました。充実した

高齢化社会の実現のために、鯱城、シルバー、市老連の個性は尊重し

つつも、その枠を超えた有機的なネットワーク作りに、また、写真ク

ラブ OB ですので、会誌の埋め草的な写真提供にも、微力ながらの貢

献ができればと思います。 

 

子供の頃 “村の渡しの船頭さんは今年 60 のお爺さん…” と歌わ

れていましたが、今私はそれより 2 回り以上です。先日、娘に “今

度デイサービスに行く” と伝えると “車で迎えに来てもらえていい

ね” 無礼者! 黙ってエプロンを見せたところ “自分のことも十分

出来ないのに人様のお世話などとても無理”と説教。 

当日、先輩の指導のもと通所者のお迎え、呈茶、ドライヤーでの髪

の手入れ等々を終えて帰る私の足取りは、軽やかであった。 

 

所  属 氏  名 期 学 科 クラブ 地域会

　総務委員会   花田 邦子 33   音  楽   旅  行   若 水

  中山 貴代美 32   環  境   フォークソング   東 星

  片山 麗子 33   国際 A   国際文化研究   振 甫

  長江 文彦 33   国際 A   観て知る広報   千種台

  波多野 美津子 33   国際 A   水彩画   振 甫

  坂野 照夫 32   美  術   パソコンペイント   城 山

  小林 和彦 32   国際 B   郷土史   振 甫

  竹本 由美子 33   地域 B   郷土史   振 甫

  広報委員会   桑原  守 32   地域 A   写  真   今 池

  会計委員会   山口 三佐子 33   生活 A   健 康   若 水

  社会奉仕委員会

  行事委員会
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新型コロナウイルス感染拡大防止対策が続く本年 6月

より、花水木鯱城会会員の皆様に、政府から全世帯に配

布されたマスク(通称：アベノマスク)のご寄付をお願い

しましたところ、8月にはお陰様で 36名の皆様に 67枚

のマスクを頂きました。 

 8月 17日(月)午前、それらのマスクは、二宮会長及び

小松総務委員長から花水木鯱城会を代表して、千種区社

会福祉協議会が運営する千種児童館(館長：竹中恭平様） 

へ寄贈されました。 

 竹中館長から、千種児童館では、乳幼児とその親、小学生や中高生まで、幅広く利用さ

れるところから、新型コロナウイルスの感染予防にはできる限りの対策を講じており、特

に入館者には手洗い、手指消毒に併せて、マスクの着用をお願いしているため、マスクを

持参しない子供などの使用に寄贈マスクを役立てたいとのご意向を伺いました。 

 そして会員の皆様のご厚意に大変感謝申し上げるとともに、引き続き千種児童館運営へ

のご協力をお願い申し上げたいとのお言葉がありました。 
 
＜千種児童館受付風景と感染症対策（8月取材時）＞ 

入口、受付前にビニールシート、消毒薬の備え置き、 

受付横のホワイトボードでは入館者数のチェック 

（入館者 60 人まで。部屋ごとの入室制限もあり）。 

密になるため、工作やホールでのスポーツは禁止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度はコロナ感染拡大防止の観点から「鶴舞公園クリーンキャンペーン」「千種区民ま

つり」等のボランティア活動が中止になっています。屋外でのボランティア活動は 3 密に

該当しないと考え、今年度に限り臨時の清掃活動を「ご近所クリーンキャンペーン」と名

付け、実施いたします。運営委員が中心の活動ですが、下記の通りお知らせいたします。 
 
キャンペーン 1 

富士見台会館周辺の清掃 11月 3日(火)または R3年 2月 2日(火) 13:00〜 

キャンペーン 2 

千種社協周辺の清掃と南側花壇の手入れ R3年 1月 26日(火) 16:00〜 

社会奉仕委員会 

竹中館長（中央）、と二宮会長（左）、

小松委員長（右）（撮影時マスク外す） 

 

善意のアベノマスクを千種児童館へ 

（取材：広報委員 大村） 

「ご近所クリーンキャンペーン」のお知らせ 



地域会 開催日 開催場所 登場時間 サンタ トナカイ

今 池 12月17日(木) 内山コミュニティーセンター 10:40 分部美奈子(19期) 塚原義政(21期)

12月18日(金) 内山保育園 9:30 堀  照雄(28期) ―

振 甫 12月22日(火) 都保育園 9:45 南  清貴(31期) ―

12月25日(金) 県営清明山住宅 2棟 集会所 11:00 片山麗子(33期) 波多野美津子(33期)

若 水 12月01日(火) 千種児童館 10:30 石山恒明(30期) ―

12月18日(金) 千種児童館 10:30 〃 ―

12月20日(日) 千種児童館 14:00 〃 ―

城 山 12月10日(木) 千種区在宅サービスセンター 10:30 樫澤一也(31期) ―

12月11日(金) 千種区在宅サービスセンター 11:00  木村達哉(31期） 松川正信(29期)

12月24日(火) かわさき保育園 10:00 神谷昭三(24期) ―

千種台 12月 2日(水) 自由ヶ丘会館 11:00 西脇弘善(29期) 高橋満里(30期)
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キラキラ★サンタ事業 参加者一覧 

千種社協ニュース 

■南側花壇のお手入れ 

8月 25日運営委員会終了後、社協南側花壇の手入れを行いま 

した。ここは夏の間トマト･キュウリが実ったあの菜園です。 

夏のシーズンが終わり、しおれていたツルや葉を取り払い、次 

の実りのための準備です。野菜ばかりでなく、花が終わりフェン 

スを越えて道路に伸びていた草木も切りそろえました。 

花壇は建物に沿って東西方向に長さがあり、結構な作業になり 

ましたが、すっきりと仕上がりました。 
 
■コーヒーサロン再び中止 

8月に中断後、9月より再開の予定であった「コーヒーサロン」ですが、社協よりコロ 

ナウイルス感染状況好転の見通しが未だ立たないため、室内での飲食物提供は中止期間を 

延長したい旨の連絡がありました。いつから始めるかは現在未定です。 

なお、デイサービス支援活動の方は継続中ですので、当番スケジュール 

に沿ってご参加ください。 

 

 

 

令和 2年度のキラキラサンタ派遣事業日程と参加者が決まりましたのでお知らせします。 

新型コロナの影響で、事業内容が昨シーズンから大幅に変更されております。 

サンタ/トナカイに参加していただける皆さん、よろしくお願いします。 



 

 花水木鯱城会の同好会は令和 2年 10月 1日現在で 14あり、それぞれ自主的に活動して 

います。入会希望者･見学希望者は、同好会代表者へご連絡下さい。(定員制の同好会も有 

ります） 花水木鯱城会にまだ入会していない鯱城学園生も入会できます。  

     令和 2年 10 月 1日 現在 

花水木鯱城会 同好会一覧 
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参加者 H17年8月発足 花水木鯱城会の

約20名     会員はすべて会員(自由参加)

080-6914-9178 正月･GW･お盆は代表者に問合せ

入会金:1000円 男性12名 統一1級のレッスン

富士見台会館 2100円/3ヶ月 女性13名 講師:中川美昭(プロ)

090-5633-1113 計　25名 懇親会 年2回

男性17名 第2火曜 東山一万歩コース

女性16名 第4火曜 平和公園一万歩コース

090-4112-0754 計　33名 歩行距離約6㎞  総会は年1回

第1金曜 金曜 13名 外部講師1名･ｱｼｽﾀﾝﾄ2名で実施

第2木曜 4800円/6ヶ月 木曜 13名

090-3308-3906 13:00∼16:00 定員各16名

5回/年 男性16名 スコアを気にせず懇親ゴルフ会

3･5･7･9･11月 女性 4名 初心者も歓迎　楽しくプレイ

080-1613-8131 計　20名 安近短を目標にコースを選定

男性 9名 先生は無し  カメラは各自持参

自由ケ丘会館 600円/年 女性 3名 「花水木だより」の表紙写真寄稿

762-7552 計　12名 会員募集中

男性 7名 H24年7月から毎週実施

女性10名 10〜15名参加　8月夏休みあり

090-1095-6411 計　17名 懇親会 2回/年実施

男性 5名 申し込みは直接代表者まで

女性 7名 当日参加者は事前に連絡を

090-4428-9612 計　12名 お茶:表千家  お花:流派なし

入会金:1000円 男性13名 参加者 20名前後

3000円/年 女性16名 定員 30名

090-5875-0883 計  29名 懇親会 1～2回/年実施

材料費 男性17名 参加者20∼25名 借用品(食器･

700円〜 女性10名 包丁･まな板等)の片付け･管理

090-2185-9161 計  27名 必要  調理台4台利用  会費無し

男性18名 通常参加者10名位  囲碁の面白さ

女性 1名 と無限の可能性と変化を探求

090-7492-4858 計　19名 年2回会員他懇親会実施

152名 ストレッチ,中国体操,歌に合せた

欠員募集月 リズム体操実施　指導員3名

090-3308-3906 4月･10月 定員170名　定例日60名内外出席

男性16名 将棋愛好者にてH30年1月発足

女性 4名 対局,親睦会を通し会員相互の

080-1612-1717 計  20名 交流と共に将棋の上達をはかる

男性20名 H30年10月発足 年1回大会開催

女性20名 初心者歓迎  組合せはレベル別

090-4256-7075 計  40名 世話人6名が指導

1000円/年

1000円/年

なし

なし

囲　碁
山中 豊二

都福祉会館
3F

毎週水曜
10:00〜11:30

鹿子公園
グラウンド

第3火曜
10:00〜13:00

第1･3金曜
9:30〜昼頃

都福祉会館
3F

千種区社会
福祉協議会

紫波氏宅
（本山駅）

渡邊 武通

第2･4日曜
13:30〜15:40

毎週火曜
10:00〜12:00

第2･3･4火曜
13:30〜15:00

塚原 義政

第2･4火曜
9:30〜

小松 憲次

第1月曜
13:30〜

紫波 正國

備　考

カラオケ
小川 貞之

同好会名 代表者

まねきねこ
（今池店）

会 費 会員等開催日 会 場

第1･3金曜
13:30〜16:30

麻　雀
伊藤 陽子 第1･3日曜

11:00〜16:30

将　棋
堀　照雄 第1･3金曜

9:30〜昼頃

はなみずき

健康体操

久連石一彦

グラウンド

ゴルフ

木下 幸紀

社交ダンス
伊藤 三作

ウォーキング
増田 治彦

パソコン
久連石一彦

ゴルフ

写　真

太極拳

堀場 茂夫
クッキング

生け花と

お茶

千種生涯学習

センター

(集合場所)

東山動植物園

正門前

第2:都福祉

会館

第3･4:内山

コミセン

千種スポーツ

センター

第2競技場
(収容人員120名）

千種TAIHOビル

3F 雀荘

上海闘龍門

例会:4回/年

3･6･9･12月
第2木曜14:00～

1000円/1回
正月･GWの会費は

要問い合わせ

入会金:1000円

賞品代:1000円/回

プレイ代各自精算

入会金:1000円

会 費:3000円

/3ヵ月

年会費 :1000円

ゲーム代:1150円

個室ドリンク付き

花材費･水屋料

1100円/1回

(実費)

ウッドフレンズ

森林公園

ゴルフクラブ



 

「 
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表紙の言葉 
 

表題：「石の寺 教林坊」 苔･紅葉の盛りに訪ねて         

撮影：渡邉 泰興（25期国際） 
 

  

昨年 11月に仲間と撮影ツアーに参加した時の 1枚 

です。永源寺、西明寺そして教林坊と 3ケ寺を回り、 

素晴らしい紅葉を堪能しました。 

「石の寺 教林坊」は聖徳太子創建の寺院で、江戸 

時代前期に造られた書院前には小堀遠州の作庭にな

る数千本の竹林に囲われたもみじの大木、そして苔むした大小の石の組み合わせは、本

当に素晴らしい名勝庭園です。そして、一時は寂れたこの寺が、地元の人々の熱意でよ

みがえったとの話には感動しました。 

今日のコロナ対策で閉塞した時期を乗り越えて、秋のもみじ、そして、春のさくらを 

また仲間と訪ねたいものです。 

編集後記 

広報委員会 

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

委 員 大村 悦郎(30期 生活 A) 委 員 筒井 孝志(30期 地域 A) 

委 員 高木 収 (30期 地域 B)  委 員 大澤 之夫(32期 陶芸) 

委 員 桑原 守（32期 地域 A） 

最近、ある印刷物の中に投稿文章の過剰編集があり、問題になりました。 

文章の無断変更が許されないことは、作者の気持ちになればすぐ分かります。原稿を

依頼されれば、面倒だなと思いつつも内容を決め、文字数を調整し、時間をかけて作文

するのが普通です。それをこちらの都合で変更し、原作者に“「…の時、」か「…の場合、」

か推敲したあの時間は何だったんだー”と思わせてしまってはダメでしょう。 
 
翻って、私ども広報委員会はどうでしょうか? 

ページ割りの関係で、文章の変更が必要になることは珍しくありません。この場合大

事な事は作者に対し、編集し直した事情をきちんと説明し、内容を確認していただくこ

とです。私どもはバッチリやっているつもりでいます。(ただし、“て･に･を･は”や“特

定の漢字をひらがな表記にする”など小さな修正は、広報委員会のルールに従って行っ

ています)。もちろん文章校正は、広報委員全員で複数回行なっています。 

それでも残念ながら、誤植が皆無であることは稀です。お気づきの方もおられると思

いますが、問題にならずに済んでいます。きっとその方が騒ぎ立てず大人の対応をして

くださっているのですね。誠に有難うございます。        

 (記:樫澤一也) 
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今後の行事予定 

次号予告 

■第 3回 16 区フェスティバル 

中止 
 

■新年懇親会 

・日 時：令和 3年 1月 7日(木）12:00～ 

・会 場：木曽路瓦町店 

・参加費：4,000円/人 

 12月 20日までに 1)、2)のどちらかでお申込みください 

1)地域会へ参加費を添えて 

  2)振込用紙(別途配布)を使って郵便局で 

注:コロナウイルス感染状況により中止の可能性があります。 

 
■新春講演会 

・日 時：令和 3年 1月 14日(木） 

・会 場：千種区社会福祉協議会 

注:コロナウイルス感染状況により中止の可能性があります。 


