
東鯱城会たより 
夏季 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
６９号 

      発行日  令和元年７月 

      発 行  東鯱城会 広報委員会 

有
と
あ
る 

 
 

た
と
え
に
も
似
ず 

 

三
日
の
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

芭
蕉 



２ 

 

目     次 

◎ 表 紙                                １ 

◎ 目次・表紙について                                   ２ 

◎ 令和元年度 会長就任挨拶                       ３ 

◎ 平成 30 年度 会長退任挨拶                             ４ 

◎ 令和元年度 東鯱城会役員                                  ５ 

◎ 令和元年度 事業計画                               ６ 

◎ 令和元年度 定期総会・懇親会                              ７ 

◎ ３２期生入会者の紹介                       ８～９ 

◎ 委員会報告                                    

[総務委員会]   

地域ミーティング・区会活動説明会                         １０                           

   [社会奉仕委員会]  

夏祭りのお手伝い・赤い羽根共同募金・心の絆創膏        １１ 

なごやかハウス・特別支援学級作品展・図書ボランティア     １２                                             

      名古屋ウィメンズマラソン                                １３ 

      [広報委員会] 

         広報誌のこれから                                         １３ 

◎ 同好会報告 

    [歩こう会]                                                        

        覚王山界隈散策                            １４ 

ガ－ディニングミュージアム花遊庭                        １５ 

[牡丹の会] 

      食事会(かごの屋)                                            １６ 

  [うたごえ・サロン] 

        ビッグエコー錦通り店でカラオケ                     １６ 

◎ 知ってるかな～                              １７ 

◎ 今後の予定・編集後記                        １８ 

  

（表紙について）        松尾芭蕉が訪れた月見の寺 

妙見山 了義院 

大きな石造りの鳥居から本堂が見えます。清洲越しによってこの地に移転し、神

仏習合の面影が残るこの寺は高台にあり、月見の名所だったらしく松尾芭蕉も訪れ

たそうです。句碑も境内にありますが、戦争で被災し修復の跡が痛々しい。芭蕉に

思いを馳せ今も多くの方が訪れます。同じく境内には戦火に傷ついた仏様もいま

す。 合掌 

  撮影・文 ２９期 金子 久良代 
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会長 就任挨拶 

30 期 木村 繁英   

 

会長に就任しました３０期の木村です。会員の皆様のご期

待に添えるよう頑張る所存です。 

鯱城会・東鯱城会の活動を通して、活発に社会参加を会員の皆

様と共に歩みたいと思います。 

「人生１００年」と言われるこの時代、旅行や趣味のみでなく

少しでも地域に貢献出来るよう心掛けていきたいと思います。 

 昨年会員が１００名を切りましたが、今年度新たに３２期生１０名が加わり、８８

名となり、さらに魅力ある会にしていきたいと思います。 

 特に、本年度については主体となる３０期(３１期)生が極めて少ないこともあり、

兼務を含めての体制となりました。そのため、前年度役員をアドバイザーとして会の

運営に関わって頂くこととしました。ご意見(アドバイス)や手助けをお願い申し上げ

ます。 

本年度、「第２回１６区フェスティバル」が２年ぶりに開催されます。第１回は開催

場所が東区スポーツセンターであったこともあり、会員の４割ほどの方の参加を得て、

優勝の栄誉に輝き大いに盛り上がりました。今年度も同じ東スポーツセンターで開催

されます。優勝がフロックと言われないよう会員の皆様の奮起をお願いします。     

   

 

令和元年度 新役員 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員長 先名 正男（再任）  広報委員長 会長兼務 

行事委員長 

  沖田 真弓 

社会奉仕委員長 

  棚橋 久江 

作品展委員長 

 藤井山 秋子 



４ 

 

前年度会長 退任挨拶 

                         

２９期  川添 孝  

 

 鯱城という名に関わって、あっという間に五年が過ぎ

去りました。 

学園で２年、東鯱城会で３年。年を追うごとに忙しくな

りましたが その中で新しい出会いがあり、多くの人々

と友好の輪を広げる事が出来ました。 

 

平成２９年の総会で会長に任命され、就任時最も危惧し

たのは毎年減り続ける会員数でした。東鯱城会は大丈夫

か？存続の危機を覚えました。 

原因は社会情勢の変化によるもので、避けがたい理由であります・・・（会社に留まる

年数が増え、学園への入学者が減っている事。両親又は、配偶者の介護にかかわる人

の増加、趣味の多様性 等） 

会員数の減少を緩和するには、入会者を一人でも多く増やすことである。 

会長職として最も心血を注いだのが地域ミーティング（学園生への鯱城会説明会）で

した。 

 

社会人として過ごした時代は“仕事が上手くいくかどうかは、事前準備で決まる”

をモットーに徹底的な準備を心がけていました。この考えで地域ミーティングのスト

ーリーを構築し、何日も前から資料作成、遂行を重ね 地域ミーティングに臨みまし

た。 

この成果かどうかは不明ですが、多くの３２期生の方に入会を頂けた事が会長をして

いた最大の喜びであり、又今後の東鯱城会の存続につながるのではと思っています。 

 

１年間の会長を終え、無事に次世代にバトンタッチできるのは、ひとえに優秀なス

タッフに恵まれた事だと思っています。 

総務、行事、広報、社会奉仕、作品展、会計の各委員長、各委員の皆様 ご協力本当

に有難うございました。感謝の念で一杯です。 

又、タイミング良くアドバイスを下さいました先輩諸氏の方々、ご助力いただいた後

輩の皆様 厚く御礼申し上げます。 

今後の東鯱城会の発展を祈念し、退任の挨拶とさせていただきます。 

 



令和元年度　東 鯱 城 会 役 員

（敬称略）

木　村　繁　英 30期
津　田　七　郎 31期

総務委員会
　 委員長 先　名　正　男 29期

副委員長・会計 山　本　由　紀 29期
アドバイザー 藤　井　幸　男 26期
アドバイザー 浅　野　康　男 29期

行事委員会
　 委員長 沖　田　真　弓 30期

アドバイザー 浜　　　一　吉 29期

アドバイザー 後　藤   加名子 29期

アドバイザー 奈良尾 富　代 29期
　

作品展実行委員会
　 委員長 藤井山　秋　子 30期

アドバイザー 青　木　宏　允 27期
アドバイザー 服　部　節　子 28期
アドバイザー 川　添　　　孝 29期
アドバイザー 金　子　久良代 29期
アドバイザー 奈良尾　富　代 29期
アドバイザー 後　藤　加名子 29期

広報委員会
　 委員長 木　村　繁　英(兼) 30期

副委員長 津　田　七　郎(兼) 31期
アドバイザー 村　瀬　順　一 28期
アドバイザー 立　松　敏　彦 28期
アドバイザー 丹　羽　　　晃 29期
アドバイザー 渡　邉　美登里 29期

社会奉仕委員会
　 委員長 棚　橋　久　江 30期

アドバイザー 川　添　美左子　 28期
アドバイザー 後　藤　加名子 29期
アドバイザー 奈良尾　富　代 29期

会計監査 浅　野　康　男 29期

鯱城会幹事 寺　園　敏　幸 32期

顧問 川　添　　　孝 29期

　 　 　
会　　長
副 会 長
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 令和元年度　活 　動 　計　 画

担 当

31年度定期総会 4月12日（金） 総会・懇親会（木曾路瓦町） 総務

第1回　見学会 6月25日（火） 三菱電機新エネルギー教育情報センター 行事

第2回　見学会 9月20日（金） 名古屋市防災センター 行事

第3回　見学会 11月29日（金） 自然科学研究機構核融合科学研究所 行事

ふれあい作品展 9月26～29日 会員の作品発表（市政資料館） 作品展

なごやかハウス出来町 第1・3火：第2・4水 清掃サービス 社会奉仕

〃 第2・4火曜日 喫茶サービス 社会奉仕

〃 11月4日（月） 夏祭り等のお手伝い 社会奉仕

クリーンキャンペーン 10月5日（土） 鶴舞公園の一斉清掃（予備日12日（土） 社会奉仕

堀川清掃大作戦 11月2日（土） 堀川区域の街路清掃(予備日9日（土） 社会奉仕

赤い羽根共同募金 未定 街頭募金活動 社会奉仕

東区区民まつり 10月20日（日） 区民まつり手伝い（建中寺） 社会奉仕

こころの絆創膏配布 9月 地下鉄駅周辺 社会奉仕

福祉基金街頭募金 未定 栄周辺 社会奉仕

ウイメンズマラソン 令和2年3月 社会奉仕

第34期生　第1回地域Ⅿ 5月22～23日 学園にて 総務

第33期生　第3回地域Ⅿ 6月17～21日 なごやかハウス出来町 総務

第34期生　第2回地域Ⅿ 11月27～28日 学園にて 総務

33期生　区会活動説明会 令和2・1月24日（金）学園にて、東鯱城会入会案内 総務

グラウンド・ゴルフ交歓会 9月25日（水） 庄内緑地公園 特任

フェスティバル 未定 東スポーツセンター 特任

広報誌発行 年2回(7月、12月) 東鯱城会たより 広報

鯱城会ＨＰ東鯱城 通年 東鯱城会情報掲載 広報

全体会 原則　毎月第2土 高岳げんき館１階集会室 総務

準備会 原則　毎月第1金 高岳福祉会館3階和室 総務

第1回　歩こう会　 3月28日（木） ㊟ 今池から揚輝荘を経て覚王山へ（花見） 歩こう会

第2回　歩こう会 4月25日（木） 豊田市　花遊庭 歩こう会

第3回　歩こう会 5月30日（木） 上前津から金山へ（散策） 歩こう会

第4回　歩こう会 9月26日（木） 瀬戸焼のふるさとを訪ねて 歩こう会

第5回　歩こう会 10月31日（木） 多度神社から木曾三川 歩こう会

牡丹の会(1) 未定 牡丹

牡丹の会(2) 未定 牡丹

うたごえ・サロン 毎月第三水曜日 ビッグエコー錦通り店 うたごえ

㊟：繰り上げ実施済み

実 施 期 日 内容及び開催場所等

同
好
会

活　動　項　目

行
事
活
動

社
会
奉
仕
活
動

区
会
活
動

広
報

会
議
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Ｈ３１年度 定期総会・懇親会 

総務 29期 先名 正男 

 

平成３１年度の定期総会・懇親会が４月

２１日(金)に木曽路瓦町店において開催

されました。 

本年は新規会員(32 期生)７名を始め、

３８名の出席者がありました。 

そんな中、大先輩である１１期生お二方の

出席があり、総会担当者として大変有り難

かったです。 

総会においては川添会長よりの平成３０年度活動報告があり、引き続き、木村(新会長)

からの活動計画が説明されました。 

  その後、各議案すべてを全会一致で承認さ

れ、定期総会は滞り無く終了し、閉会となりま

した。 

 厳粛な後の懇親会では２７期 伊藤正義さ

んの乾杯の音頭でスタート、賑やかな懇談で

友好を温め、例年どおり世話係によるﾋﾞﾝｺﾞｹﾞ

ｰﾑやｶﾗｵｹを楽しみ、おおいに盛り上がった後、

２７期 青木宏允さんの一本締めでお開きと

なりました。  

 ３１年度(令和元年度)新体制がスタートします。旧年度同様、会員の皆様にはご協力・

ご参加を役員一同お願い申し上げます。 
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      東 鯱 城 会 へ よ う こ そ ！  

 総務 先名 正男  

  本年度第一回準備会(４/５)のなかで、新会員(３２期生)の歓迎会を行いました。 

 今回新たに迎える会員は１０名と、昨年の３名に比べ多数の会員に入会頂き大変 

嬉しくまた、頼もしく感じました。 

 ３２期生向けの一昨年地域ミーティング時においては２８名が出席されたことか

ら、当時の会長が「久方ぶりの多数の出席、二年後の東鯱城会入会が大変期待出来、

楽しみ……」とコメントされたことが、思い出されました。 

東鯱城会における新会員歓迎会は例年３月末頃に個別で実施していました。  

本年は諸般の事情から、準備会に併せ行ったことにより、あわただしい感じがぬぐえ

ませんでしたが、「３２期同期会」を結成して頂き、今後はまとまりある活発な活動を

期待したいと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 期・新入会員の皆さん 

池上 たゑ子  東白壁学区 

 美術学科 パソコンペイントクラブ          

一番にがてだった福祉を鯱

城の 2 年間で経験した事を幸運に感じ

ています。今後にどう生かすか模索し

ています。又、美術は老後の楽しみとし

て今後に繋げるよう努力している最中

です。この 2 年で最大に勉強させて頂

いた事は、人と人とのつながりで生ま

れる行動範囲の広がりや楽しさです。

今後どう生かして行けるか、あるいは

生かせるかが現在の課題です。 

志村 洋子  東桜学区 

地域学科 B 太極拳クラブ 

長編小説が好きでパールバ

ックの大地から始まり三国志、水滸伝、

鬼平犯科帳など。今は「チンギス紀 

四」にハマっています。1 日 1 万歩を目

標にして、週2回太極拳の稽古に通い、

師範を目指して日々励んでいます。 

寺園 敏幸  砂田橋学区 

環境学科 国際文化研究クラブ 

この地に移り住んで 21年が

経ちました。今まで地域のことは何も

考えた事はありませんでしたが、学園

でボランテァ活動の事を知り、自分も

何か地域の為に出来る事はないかと

思い入会しました。難しい事は苦手で

すが、皆さんと一緒に楽しく活動出来

たらと思います。宜しくお願いします。 

石田 万里子  筒井学区 

 文化 A マジッククラブ 

    心は若いつもりでも、風邪は

長引き痛いところが年々増える。そん

な現実を嫌ほど突き付けられているこ

の頃。マジックで高齢者施設を訪問し、

逆に皆さんから「元気」と「笑顔」を頂

いています。よろしくお願い致します。 
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山田 一夫 砂田橋学区 

 地域学科 B コーラスクラブ 

昭和ひと桁、最後の年に生

をうけ昭和 16 年国民学校一期生で

入学。軍艦マーチの運動会。敗戦。教

育勅語と 6 年間一括の通信簿を受取

り卒業。配給のパンで空腹を凌ぎ、教

育改革６・３・３・４制度で新制中学一年

生。墨でぬられた教科書と男女共学

初体験。朝鮮戦争で復興加速。バブル

崩壊体験の社会人生活 60 年。高年

大学に入学を許された 2年間、素晴

らしい地域 Bの仲間達。腹筋、背筋、

笑顔のトレーニングのコーラス部卒

業。東鯱城会入会。 

 

西尾 由美子 筒井学区 

生活学科 A 絵手紙クラブ 

二年間の鯱城学園を卒業し

ました。年齢も６０歳以上と何だか不

思議で、でも安心感のある雰囲気の

中で一年間はあっという間、二年目

はバタバタと過ぎました。数々の講義

を受け、知恵や新たな知識を得る事

ができ楽しかったです。クラスの中で

シルバーに入学された方があり、私も

誘われましたが、卒業後は東鯱城会

がどんな地域活動をしているのか、

自分なりに少しでもお手伝いできれ

ばと思い入会しました。 

山田 和子 矢田学区 

 陶芸学科 パソコンクラブ 

     ３２期生で陶芸専攻、パソコン

クラブに入り楽しい学生生活を送れまし

た。 ７月頃より時間的に余裕が出来るの

で、ボランテアに参加させて頂きたいと

思います。よろしくお願いします。 

出来ますのでボランテアに参加させて頂

島宗 満智子 旭丘学区 

     国際学科 B 歴史愛好クラブ 

   国際 Bで沢山のお仲間と楽し

い時間を共有出来、幸せな 2 年間でし

た。そこそこの健康に感謝し東鯱城で

も皆様とボランテァ等参加出来たらと

思っています。宜しくお願い致します。 

深谷 恭子 東桜学区 

 生活学科 A 広報クラブ 

鯱城学園には、再入学で 4

年行きました。4月からシルバーカレッ

ジに行っております。趣味はカラオケ

です。みなさんと楽しくお友達の輪を

広げたいと思っています。よろしくお

願い致します。 

中島 文子  白壁学区  

美術学科 英会話クラブ 

 両親が亡くなって１０年。

約６年前に瀬戸市から引っ越してきま

した。名古屋へ来て鯱城学園、シルバ

ーカレッジへと続けて入学することが

出来てとてもラッキーでした。趣味は

絵を描くことテニスをすることです。

秋のふれあい作品展の出展が楽しみ

です。 
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 総務 29期 先名 正男 

平成３０年度 第２回地域ミーティング 

   平成３０年 1１月２９日(水)鯱城学園において、３３期生の皆さんと第二回地域

ミーティングを開きました。在学生１５名のうち、６名の参加と大変寂しい出席状況

でした。 

 そんな中で出された意見の主なものは次の通りです。 

 

① フラダンスクラブ員として施設訪問を行っていて、ボランティアに関心が

ある。 

② 鯱城会の活動計画に在校生も参加出来るようにして欲しい。 

③ 鯱城会々員の減少を不思議に思っていたが、今回、参加者が６名と少なく

愕然とした。仲間として、他メンバーに参加の声掛けすれば良かった。     

 

令和元年度 第一回地域ミーティング 

 ５月２３日(木) 鯱城学園において、第

一回地域ミーティング (３４期生)が開

催されました。 

 東鯱城会からは川添会長(代行)を始め

４名が、３４期生からは１５名(２２名

中)が出席しました。また、学園から植田

先生、東社会福祉協議会から夏目さんに

ご出席頂きました。 

 

ミーティングでは３４期生の皆さんの

自己紹介に引き続き、入学動機などを話

して頂きました。学園生活が未だ一ヵ月ほどで、東区在住メンバーとの顔合わせも始

めてのこともあり、よそよそしさがぬぐえない感

じでした……。これを機会に挨拶だけでなく、気

楽に話が出来るようになって頂けたらと感じまし

た。 

 

 東鯱城会の活動を少しでも知って頂こうと、「東

鯱城会たより」を配付するとともに現役在校生の

皆さんにも「ふれあい作品展」に是非出品頂こう

とお誘いの資料も併せてお配りしました。           
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29期 奈良尾富代 

 ☆ なごやかハウス出来町まつり ☆ 

11月 4日（日）日頃活動している「な

ごやかハウス出来町」で、お祭りがあ

り、喫茶のお手伝いを 6名が参加して行

いました。ショートスティ・デイサービ

ス・特養の利用者とその家族、関係者も

訪れて、それは楽しい賑やかな“お祭り”

風景でした。 

こんな時間を多くもてたら元気も出て来る

事でしょうね。    

 

☆  赤い羽根共同募金 ☆     

  

小さい頃からお馴染みの、“赤い羽根共同募金”活動が 11月 25日（日）にあり、ナ

ゴヤドームイオン近辺の街頭募金活動に 4名の会員が参加し

ました。区内の各学校、子供会、団体と多くの参加者で募金

活動です。 

我々の年代よりも子供の声掛けが一番効果的でした。  

東鯱城会の担当場所はイオン南口で、この場所は人の出入り

が少なく募金も・・・・でした。 

 

☆ こころの絆創膏キャンペーン ☆  

3月 4日（月）金山総合駅構内で夕方の部に、市職員、地下鉄職員、他関係者の皆

さんと東鯱城会から 4名が参加しました。3月・9月が自殺防止月間とのことです。 

こころの不調への気付きや、見守りを促す街頭啓発活動です。 

この活動で一人でも命が救えたらと思い、絆創膏を参加者一人で 100枚ほどを皆さん

に配布し、30分ほどで終了しました。 

     ボランティア参加の皆様お疲れさま 

ありがとうございました。 



1２ 

 

なごやかハウス出来町・ボランティアに参加して 

30期 棚橋 久江  

なごやかハウス ボランティア 

・喫茶   第 2火曜日・第 4火曜日   13：30～15：00頃 

・清掃   第 1火曜日・第 3火曜日   14：00～（30分程） 

第 2水曜日・第 4水曜日   14：00～（30分程） 

 

喫茶は 13 時 30 分から支度し、14 時頃から

利用される方を迎えます。コーヒー（温・冷）、ココア、アイス

クリームからお好みを聞き、テーブルへ運ぶ。 

ホット一息されます。 

 清掃はモップ・雑巾がけを手分けし行います。利用者、職員

の皆様が気持ち良く過ごすことが出来るよう、協力させていた

だいています。どちらも、人手が足らなくて、定期的には出来なくなるかも。 

出られる日に参加していただければ助かります。終了後には参加者とコーヒーなどを

飲みながらコミュニケーションに和が広がり、楽しい一息です。お待ちしています。 

 

 

支援学級作品展受付ボランティア  

（東社会福祉協議会からの依頼） 

29期 山本 由紀  

特別支援教育作品展をカルポート東文化施設で 11 月 21 日から 25 日まで 12 名が

参加してお手伝いをさせて頂きました。皆さんの出品作品は可愛らしく、温かさを感

じました。来場される方も優しく見守っていらっしゃる様子でした。参加することで

人とのつながりなど勉強することが多々ありました。 

図書ボランティアに関わって 

         ２８期 川添美左子（前図書ボランティア役員）                   

 

皆様は、鯱城学園図書室が鯱城会によって管理運営されているという事

をご存知ですか？ 毎年、１２月初旬に各区の鯱城会がボランティア用員を募集しますが、

各区にばらつきがあり 区によっては 希望者多数でじゃんけん、くじ引きで「やっと参加

出来ます！」「順番待ちで今年ようやく番が回ってきました！」等等  

苦労話も多々聞きますが・・・・残念ながら東鯱城会ではここ３年程希望者ゼロです。皆様 

図書ボランティア員をしてみませんか？ 令和元年現在、総員６２名で、各人の活動は月１

～２回程度 午前か午後に ２人のぺアで、主に貸し出しと整理をします。 運がよければ

図書館で２ヶ月待ちの「新刊」がすぐ手に入りますよ。又、図書室利用者は卒業生が圧倒的

に多い。どうぞ皆様 静かで明るい図書室に是非お立ち寄り下さい。 

ボランティア活動 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558866535/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTIwMTc-/RS=%5eADB.sJbricdU3ZB4xhh8QKY0P8P.w8-;_ylt=A2RivcLnGOlcohMARhIdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558866905/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zYWlrb25va2FiZWdhbWkuYmxvZ3Nwb3QuY29tLzIwMTgvMDYvMjAxOV81Lmh0bWw_bj04/RS=%5eADBJHexYmxak_Gu8u2B80oc4O.7GTQ-;_ylt=A2RivcxZGulcGFsAMQ8dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558867118/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RyYWluLmNvbS8_cD0xNzUxNw--/RS=%5eADBz6itw6H_2LyDM2Yz5RS73HymnEU-;_ylt=A2RivcktG.lcZTcAoSUdOfx7
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マラソンフェステェバル ナゴヤ 

ボランティアに参加して 

 

２５期 吉野 好枝 

３月１０日（日）曇り空を見ながら

「何とか午前中は持ってほしいよね。」

と誰もがそう願い、準備を始めました。

カラーコーン、ビニールテープ、すべて

が濃いピンクです。走路の安全対策をし

ていくと、とても華やかです。スタート

した選手が走って来ました。我々は復路

なので、反対側が賑やかになりました。

車椅子走者からスタ

ートで、始めから見

られたのは大変良か

ったです。ラジオを

聴いている方から時

折、福士加代子さん

の情報をいただき、

頑張ってほしいなと応援しました。交代

の時間になり、全員で昼御飯を食べ、コ

ーヒータイム。いい交流の時間が持てま

した｡ 

桜通を応援しながら帰りました。雨で

も楽しく走っている人に、声を掛けると

手を振って答えてくれ、私たちも楽しい

ひと時がすごせました。 

 

  

広報誌のこれから 

広報委員会 

「東鯱城会たより」も本

号で６９号を数えます。

この間、先輩諸氏のご努

力で思いの詰まった機関

誌となってきました。 

広報委員となり企画、原稿募集などと

時間との闘いでもありましたが、出来た

ものは形として残ります。 

しかし、会員から「配布されても余り

読んでないなあ。」とか「行事の結果報

告が多い。」との声も聞こえてきます。

確かに興味をそそる趣味などの記事は少

ないし、編集委員も１～２年で替わり各

号を出すのが精一杯でなかなか経験を積

めません。もう少し気軽に取り組めるこ

とが出来ないか、情報源としての機関誌

が出来ないかと思いを巡らせます。 

本部の機関誌も昨年度から「鯱城かわ

ら版」に変わり、簡潔で読みやすくな

り、方向は同じだと思いました。今考え

ているのは、記事のボリュウムに併せて

柔軟に対応できる様式、スタイルにして

いきたいと思っています。さて、どんな

ものになるかは今後の検討次第です。皆

さんのアイデアにも期待しております。 

ご意見をお待ちしています。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560599034/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pdGV2YW5nZWxpc3QubmV0L2Jsb2cvZnJlZS1zb3phaS1pcmFzdXRveWEtcmVpd2EtaWxsdXN0cmF0aW9uLw--/RS=%5EADBzDlF4X.5RZzFGLQF.3svVp12IGE-;_ylt=A2RCA956iANdaEkAxxyU3uV7
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第 1 回歩こう会 

今池から揚輝荘を経て覚王山へ 

29 期 浜 一吉 

31 年度第 1 回歩こう会は桜の季節に合わせるということ

で少しフライングし、3 月 28 日（木）に実施されました。

地下鉄今池駅西改札

口に集合し、新入会の 32 期生 2 名と出発後

に合流した１名を含め 13 名で水道みち緑道

に入ります。 

桜の開花宣言は 22 日に出た

のに、不安定な天候で果たして

どの程度咲いているのか？？ 

水道みち緑道入口付近は 5 分咲きで「あ～‼ 咲いてるね(^.^)」の声が

上がりました。少し歩くと２〜3 分咲き、まだまだこれからの感じです。 

「この道を入ったところに尼寺があるんだよ」の声に、小路を覗き「あ

そこだー、この歳でも入れるかなー」など盛り上がりました。鉈薬師で休憩しようと

しましたが、表門が閉まっており入れず残念！毎月 21 日の日泰寺縁日の日に開いて

いるそうです。日泰寺で参拝がてら休

憩です。高木さんの奥様はここの五重

の塔で絵画デビューとのこと、思い出

の塔です。 

揚輝荘に入り伴華楼・豊彦稲荷・北

園を回ってハーフティンバーの外観の

聴松閣に入場しました。弁当持参組は

ここの喫茶コーナーを借りて昼食で

す。聞けば 3 月末で喫茶コーナーは閉

店し、休憩スペースになるとのことで

した。近く

で女性に

人気のあ

った「一

倫」も 3

月末閉店

とのこと、

この界隈も少しずつ変わっていきます

ね。昼食後、ボランティアガイドの案

内で館内を見学しました。 

集合時は雨が降るかと心配しましたが、途中から日が差しウォーキング日和になり

ました。   お疲れ様でした。 



１５ 

 

第２回歩こう会  

ガーデニングミユージアム 花遊庭 

２６期 藤井 幸男 

 

4月２５日（木）歩こう会は花の一番き

れいな季節に、いろんな花々が楽しめる

豊田市の花遊庭に行くため、地下鉄上前

津駅に集合しました。 

当日は朝の６時頃まで雨が降っており、

心配しておりましたが集合時には曇りと

なり無事にスタートすることができまし

た。 

 

名鉄三河線土橋駅から約２ｋｍ歩いた所

に公園があり、目的地の花遊庭は目前ですがアップダウンがあり疲れたので、山の手

公園で昼食と休憩にしました。 

昼食と休憩をとったので元気に花遊庭に入場し、小生は 28のテーマガーデン全部

観ました。水琴窟、日本庭園、茅葺屋根の茶室などは、見れば解りますが花の名前を

全く知らず、多くの種類の花が咲き乱れて綺麗でしたの感想のみです。但し女性の参

加者は、ほとんどの花の名前はご存じで流石でした。 

同庭園はチヤペルもあり、そんな関係で白無垢の花嫁、花婿さんが写真を沢山撮って

いました。 

 

一時間ほど散策してから、花遊庭の談話室で参加者全員が 100円コーヒーを飲みな

がら雑談で盛り上がりました。 

帰り道にガーデニングプロショツプに立寄り植物を見ていましたが、よい花でも買っ

て帰るのには重いので、見るだけにして目の保養をしてきました。 

初めての豊田市方面で、季節が変

われば花も変わる秋にまた来たいと

の希望者もあり良かったです。歩こ

う会の皆様有難うございました。 

 



16 

 

 

牡丹の会  第１１回イベント「食事会」 

２８期 村瀬 順一 

２月１４日（木）に「かごの屋黒川駅前店」で８名が参加し食事会を行いました。

前回の池下店より、今回の会場は黒川駅から徒歩１分の交通の便がよい場所でした。

食事が終わった後に、ちょっと変わったビンゴゲームを楽しみました。 

それは図１のようなビンゴゲームの台紙を作り、愛知県以外の県を２４県記入して

もらい、図２のようなカード（全国４６都道府県のカード）を作って、そのカードを

順番にめくり台紙に自分が書いた県があれば×で塗りつぶして、縦横斜めに５つそろ

えばビンゴです。 

２４県を記入してもらう為に、現在の呼び名と昔の呼び名（愛知であれば昔の呼び

名は、三河・尾張）と地図を配布しましたがそれが好評でした。 

 

図 1 ビンゴゲームの台紙・A4 サイズ    図 2 愛知県以外の４６都道府県・名刺サイズ 

 

 

うたごえ・サロン 

歌って、喋って、笑い転げて、アンチエイジング 

 場  所： ビッグエコー名古屋錦通り店 ☎052-959-3001 

 開催日時： 毎月第 3水曜日、午後 1時～午後４時 

飲み物付き（予算 1000円程度） 

 担  当：  22期 渡邉（☎723－0295）22期 有志応援 

 

     

     

  愛知   

     

     

三重県  三重県  
三重県  三重県  三重県  三重県  
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飾り瓦「寒山
かんざん

・拾得
じっとく

」 

この飾り瓦は、東寺町にある「安斎院」の塀の瓦にちょこんと乗

っている。大きくはないが、むしろそれがカワイイ。 

左の像が箒
ほうき

で右の像が本を持っていましたが、箒はいつの間にか無

くなって今はありません。 

安斎院は、清洲越しにより移転してきた寺で、近辺には４０ヶ寺が

宗派ごとに集められその一角に禅寺町が有り、その禅寺の一つです。 

「寒山・拾得」とは、

唐時代の僧でこの

二人に師匠と虎を

加え居眠りをして

いる様が「四睡図」として絵画、彫刻の題材に多

く用いられている。禅の境地を表しているとか。

よく知られているものとしては、家康が祭られて

いる日光東照宮の陽明門の彫刻にもあるとのこ

と。皆さんも行かれた折には目をこらして観てく

ださい。とてもユーモラスな彫刻ですね。 

 

ところで、この塀に続く三門は、日本のバイオリン王と言われた「鈴木政吉」が寄贈したもの

で、鳳凰の彫刻が見事である。お寺の三門には珍しくスプリンクラーまで設置してある。戦前ま

で政吉の工場がこの近くにありましたが、被災後中川区へ移り（今年１月に千種区へ移転）、バイ

オリンなどを製造している。 

天皇の代替わりがあり令和の時代に入ったが、天皇が皇太子時代に 

故高松宮宣仁親王から送られたバイオリンが政吉のバイオリンである。 

現在、日本で政吉の手作りのバイオリンが判っているだけで、他に愛知

県立芸術大学所有のものと最近発見されたものを含め個人所有２丁の合

計４丁ある。ついでに言えば、あのアインシュタインも入手しており、そ

の時の礼状が残っている。 

 

昨年「宗次ホール」で愛知県立芸術大学と個人所有の二つのバイオリンの競演と解説を聞く機

会があった。バイオリンの歴史はともかくその音色については、音楽（楽器）に疎いので特に批

評はしません。 

バスが出た後などで、時間があり新栄からブラブラ歩いて帰る

ときに、なんとなく寄り道をし「寒山・拾得」像と山門を眺めるの

も息抜きになるものである。 

一度のぞいてみてください。 

 

知っているかな～ 

２９期 丹羽 晃 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560168724/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hdWNmYW4uY29tL2ludHJvL3EtfmNlZWJjY2RhMjBjMGFmYjVjODIwYTVkMGE1YTRhNWFhYTVlYWE1ZjMv/RS=%5EADBiS18G7r4g.1D2AY8M848PAl4qVU-;_ylt=A2RivcSU9_xc5TYALh.U3uV7


 

 

 

編集後記 
 

元号も変わり気分を新たに編集といきたかったところですが、またまた従前

と変わらない内容となりました。記事の中で次号の方針を述べましたが、なる

べく改まった形式でなく、気軽に手に取り読みやすい物にしたいと思っていま

す。また皆さんの意見の発表の場でもありますので、積極的に投稿をお願いし

たいと思います。 
発行者    東 鯱 城 会 広 報 委 員 会 

    名古屋市高年大学鯱城学園 
 

[区会活動] 

グラウンド・ゴルフ交歓会    9月 25日(水）庄内緑地公園 

第 34期生 第 2回地域ミーティング  11月 27～28日 学園にて  

16区フェスティバル            未定 

33期生 区会説明会（東鯱城会入会案内）   1月 24日(金) 学園にて 

 [同好会] 

第 4回 歩こう会 9月 26日（木）   瀬戸焼のふるさとを訪ねて  

第 5回 歩こう会  10月 31日（木） 多度神社から木曾三川   

牡丹の会(1)・(2)  未定   

うたごえ・サロン    毎月第三水曜日        ビッグエコー錦通り店  

   

[これからの行事活動] 

第 2回 見学会  9月 20日（金） 名古屋市防災センター   

第 3回 見学会 11月 29日（金） 自然科学研究機構核融合科学研究所  

ふれあい作品展   9月 26～29日 会員の作品発表（市政資料館）  

[ボランティア活動] 

なごやかハウス出来町 第 1・3火：第 2・4水 清掃サービス   

〃           第 2・4火曜日  喫茶サービス 

〃          11月 4日（月） 夏祭り等のお手伝い 

クリーンキャンペーン 10月 5日（土） 鶴舞公園の一斉清掃（予備 12日） 

東区区民まつり    10月 20日(日)       建中寺公園 

堀川清掃大作戦 11月 2日（土） 堀川区域の街路清掃(予備日9日)

   

 


