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表紙（あれこれ）

名東区は名古屋市で最後に天白区と一緒に区になりました。 以前は千種区猪高町でした。

昭和31から36年にかけて行われた名古屋市都市計画事業猪高西山土地区画事業の時 西山学区の

虹ヶ丘公園に｢海の幻想」(彫刻家 安永良徳作）という変わったモニュメント兼遊具が設置

されました。(昭和34年）

半世紀たった今でも健在で、子供達の遊び場、住宅地の憩いの場となっています。

名東区には、開発時に公園が沢山作られました。 公園にはいろいろなモニュメントがあります。

表紙を飾らせていただきました。

みなさん！ 天気のいい日 散歩がてらに町探しは如何でしょうか？

① 真ん中の大きなモニュメント・・虹ヶ丘公園 海の幻想

② 藤森第1公園 ナスを背負った鬼

③ 西一社第一公園 子どもとハト ④ 豊が丘公園 ライオン

⑤ 豊が丘公園 お座りワニ

撮影者 成田双美代・冨田修

-2-



- 3 - 

 

平成と鯱友会ともに歴史をかさねて 

                             会長  鈴木 隆一 

 

平成は明仁天皇として平成元年１月８日から始まり鯱友会も同年

８月２４日誕生しました。平成の譲位は平成３１年４月３０日です改

元は５月１日からで新元号になります。平成という言葉とは不相応な

「災い」の多い 30 年間だったと思われます。元年の時は、あまり気

にしなかった「人口減少」と言う言葉が、天災と人災はまた違った困

難が来るような気がします。経済大国 2位から滑り落ちましたが、万

国博覧会も開催され、２０２５年には大阪万博も決まりました。 

30年間の出来事を思いつくまま書きました。 

 

 消費税３％・５％・８％に・ベルリンの壁崩壊・徳仁皇太子小和田

雅子さん結婚の儀・バブル崩壊・東西ドイツ統一湾岸戦争勃発・ 

ソ連崩壊・ 阪神・淡路大震災・地下鉄サリン事件 山一証券自主廃業・長野五輪・米同時

多発テロ事件 イラク戦争フセイン体制崩壊・裁判員法成立・東京オリンピック決定・天皇

皇后、サイパン慰霊訪問へ・愛知万博３/２５～９／２５ １８５日間。リーマンショック・

事業仕分けで学園廃止判定・学園条件付きで存続・東日本大震災・東京電力福島第一原発炉

心溶融・東京スカイツリー開業・安全保障関連法成立・熊本地震・オバマ大統領広島訪問・

天皇が「象徴としての務め」で表明・サロン 縁開設・「西日本豪雨２００人以上の死者・

米朝会談史上初会談 愛知県でも東海豪雨があり本当に天災が多い 30 年間、天候の急変・

雷雨・竜巻等々、自然災害に遭遇しました。米中の貿易戦争による対立が世界経済に打撃を

うける恐れが心配です。 

名東鯱友会も改革、改善をすすめて次時代に合う会に沿うように頑張ります。 

歴代の会長の名前を明記して、本当に皆さん方の鯱友会に対する熱意とご苦労が今会長を引

き受けてよくわかります。平成時代と共に歩んできた鯱友会ですが、大きく羽ばたき新元号

（４月１日）に向けて突き進んで参ります。よろしくご指導の程お願い申し上げます 

 

鯱友会の歴代会長(敬称略) （消息に不備がございましたらご容赦ください） 

平成 会長名 消息 平成 会長名 消息 平成 会長名 消息 

1年 鶴見 信義 故人 11年 鈴木 昭博 故人 21年 石原 鉦雄  

2年 西島 一 故人 12年 林  光春 故人 22年 横山 昭夫  

3年 西島 一  13年 水野 幸次 故人 23年 鈴村 正明  

4年 浅井 章介  14年 藤森 力雄  24年 小島 武  

5年 奥村 泰昌 故人 15年 鹿取 精一 故人 25年 竹尾 明  

6年 青木 寿江  16年 和藤 一男 故人 26年 栗木 一  

7年 宇都 宮肇 故人 17年 芦澤 紘一  27年 奥田 忍  

8年 三宅銀太郎 故人 18年 橋爪 英夫  28年 木下 英一  

9年 小野寺節子 故人 19年 桑山生資朗  29年 木下 英一  

10年 栗本 信彦  20年 中山 貴司  30年 鈴木 隆一  

 

研修旅行 信長館にて 
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【鯱城会便り】 

鯱城学園 鯱城会報告 
     副会長 三輪 治敬 

 
 

 鯱友会ニュース H30-2号に掲載した以降の状況を報告します。 
 
 1．総務関連 

 （1）鯱城かわら版 10月第 2号、12月第 3 号発刊（第 4号は 2月末発刊予定） 

           記事の厳選、ページ数削減（2号：4 ページ、3号：8 ページ）等によ 

り、コストの大幅削減となった。第 4 号は 2月末発刊予定。 

 （2）ホームページ 本年 8 月～10月を新ホームページ作成期間に当て、本年度中テスト 

           投稿、2 月 1日画面を新ホームページに切り替え、平成 31 年度から 

本格運用することとしており、目下順調に推移している。 
 

 2．行事関連 

 （1）鶴舞公園クリーンキャンペーン      10月  6日（土）開催 

 （2）グラウンドゴルフ交歓会       10月 23 日（火）開催   

 （3）鯱城・堀川清掃大作戦           11月 10 日（土）開催    

 （4）公開講演会（出演：トリオ・ローズ） 11月 26 日（月）開催 

（5）ＯＢ文化祭              3月  7日（木）開催予定 

(6) 名古屋ウィメンズマラソン            3月 10日 (日) 開催予定  
 
 3．平成 31年度 鯱城会会長選挙 

 （1）立候補締め切り 1月 28日（月） 

 （2）選挙日     2月  4日（月）  

 従って、この鯱友会ニュースが配達される頃には新会長が決まっています。 
  
4．平成 31年度 鯱城会入会関連（32期生対象）  

 (1) 区会説明会（鯱城学園 32期生に対する各区鯱城会の説明会） 

・1月 25 日（金）実施。 

 (2) 入会の受付け 

・受付要領の説明：2 月 8 日（金）、13 日（水）（各クラスに鯱城会幹事が出向く） 

・受付日：2 月 15 日(金)、20日（水）の 2回開催。 

 (3) 3 月 16 日(土) 名東鯱友会 新入会員説明会開催予定。 
       

         

 毎年開かれている名東鯱友会の美術展出展へのお願い 

 

平成 31 年度も例年通り 5 月に作品展が開催されます。 

このところ出展数が少ないので、いつもご協力頂いているみなさま、以前出展 

されていた方、是非次回も出展いただきますようお願いします。 

また、同期や同じクラブの方等多くの皆さんに出展の声をかけていただきます

ようお願いします。 

お願いします。  

 

 

文章を書き直してお願いします。     成田 

詳細は 

「鯱城かわら版 

H30-3号」 

を参照ください。 
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平成 31 年度 名東鯱友会総会・懇親会について 
      

総務部 山本 博哉 
濱本 和義 

 

本年度も間もなく終わり、新しい年度を迎えます。 

新年度に入って直ぐに総会、懇親会を開催します。その概要は下記のとおりです。 
 
1．平成 31年度 総会 

  □ 開催日時 ： 平成 31 年 4月 16 日（火） 10:30 ～ 11:40 （受付開始 ： 10:00） 

  □ 会  場 ： ルブラ王山 金鯱の間 

 当日は 9:30から会場準備、10:00から受付を開始します。 

 会員の皆さまのご参加、会場準備等へのご協力をよろしくお願いします、 

2．懇親会  

  □ 開催日時 ： 平成 31 年 4月 16 日（火） 12:00 ～ 14:00 （総会に引き続き開催） 

  □ 会    場 ： ルブラ王山 白帝の間 （総会会場金鯱の間の隣） 

  □ 会  費 ： 4,000 円（予定） 

 懇親会については現在詳細検討を進めていますが、名東鯱友会のクラブ、入会年度毎の

出し物の競演等を考えています。 

皆さまのご意見、アイデアをお聞かせいただければ幸いです。 

 

総会、懇親会の計画の詳細が決まり次第、会員の皆さまにご連絡します。 

よろしくお願いします。 

 

 

  昨年の総会風景 

  
 
 

 

 

 

名東ホームニュース 
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【ボランティア活動報告】                    

鶴舞清掃と堀川清掃大作戦に参加して 
 

31期 冨田 修  
 

① 鶴舞公園クリーンキャンペーンに参加しました。10月 6日（土）9時 30分 鶴舞公園 

に集合、名東鯱友会は 25人参加しました。降水確率 20％だったのですが、あいにく 

途中で小雨がふってきました。それでも皆さん楽しく

好公園内を巡り、ゴミ集めに精を出しました。ゴミは、

あまり多くありませんでした。 

この行事は、タイトルに「クリーンキャンペーン」

とあるとおり広く市民の方々にクリーンを呼びかけ、

そして私たちの行動をアピールするものだと言うこ

とです。 

今後も是非参加したいと思っています。 

 

 名東鯱友会参加者 ごみ袋 

鶴舞公園クリーンキャンペーン 25人 不明 

堀川清掃大作戦 29人 総数 714袋 

 

② 堀川清掃大作戦 今回もお天気が不安の 11 月 10 日(土) 当日未明まで雨がふっており

ましたが、予想に反してすっかり青空となりました。 

 矢場町のフラリエ南の公園に、9時 50分に集合。わが名東鯱友会は 29人の方々が参加し

ました鯱城学園の環境専攻ほかの皆さんも一緒です。 

 出発に先立って、鯱城・堀川と生活を考える会から、「こ

のイベントは清掃大作戦と銘打っているように、ゴミが

風や雨によって堀川に運ばれないよう、清掃の実を上げ

ることが目的であること」などの説明を受けました。そ

して全員で「エイエイオー」と高らかに 

声を上げ、気持ちを高めて元気に出発です。 

 我々名東鯱友会の担当区域は、新堀川の堀留から立石橋ま

での西側道路約

2,4㎞です。交差点

の周囲、植え込み

の中、小公園や空

き地などが特に要

注意です。 

すっかり晴れ上が

り、汗をかくほど

の陽気。皆さん袋

に入りきれないほどのゴミを集め、ゴール地点のＪＡＦに集積しました。 
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【ボランティア活動報告】 
 

厚生院 秋祭り支援ボランティア 

 

 10 月 3 日 秋祭りというには、暑い日差しで、よい天気でした。屋上で、皆さん楽しく 

過ごされていました。入居者さんの家族の方々、ボランティアの活動の人々沢山の職員さん

達が入居者さんに優しく寄り添って、お祭りを盛り上げています。 

 

名東鯱友会のボランティア女性陣の面々は、出店屋台の

スタップです。やきそば、おでん、 

お寿司などボランティアメンバーは、大忙しでした。

男性陣達は、会場の整理・ゴミ袋を持ち気持ちのよい

場所を提供する為にゴミ集めに活躍していました。 
 

入居者の皆さんは久し振りに家族に囲まれ、カラオケや 

ゲーム目を輝かせて本当に楽しそうで、いつも

と違う雰囲気で屋台のいろいろ食べ物を美味

しそう食べられ

ていました。 
 

 

 

 

 

 

 

ディサービス平和が丘付き添い車椅子外出お散歩支援 

11 月６日～12 日間までの 6 日間で、今回の活動は、昨年同様   

八事興正寺への紅葉狩りです。センターよりワゴン車に乗り途中の

道すがらの景色を見ながらのドライブでした。現地ではぜんざいや 

アイスクリームを食べたりして、会話も弾んで楽しいひとときを過

ごしました。１日５人ずつ方が活動し、延べ３０人の方が参加しま

した。元気でいるうちは、１日でも多くお手伝いの活動をし、一緒

に楽しみたい物です。 

こころの絆創膏キャンペーン 

地下鉄 金山駅で、絆創膏を配布 自殺予防キャンペーンです。金山駅は、JR・名鉄 

地下鉄三線が集まって入る総合駅で大勢の人が行き交う中、配布しました。 

ボランティアに参加希望者が多くありましたが、金山駅は、混雑のため少人数にしぼりまし

た。ご迷惑をかけました。 
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【ボランティアの活動報告】 

4 ブロック一斉清掃 
 

八畝公園清掃行事を終えて 

Dブロック 学区幹事   水谷 洋一 

10月 30日秋晴れの日の朝 9時前から公園には賑やかな声と活気が溢れていました。この日 

は年４回の実年パワーによる公園清掃の日。普段から管理が良いのか、収集されたゴミの量

はわずか４袋分。22名もの参加で一気に完了しました。その後、多くのメンバーが近くの 

ファミレスに足を運び、揃ってモーニングコーヒーを

楽しみました。笑い声が飛び交い、青春の一日が過ぎて

いきました。 

                      

 

 

Bブロック清掃 

                       B ブロック副幹事   成田 双美代 

好天に恵まれ一年ぶりの清掃で、参加者も前回より多くの方に協力頂き、あまり汚れていな

い道路をお喋りしながら、和気あいあいとゴミ拾いをしました。終わった後に有志の方々と

モーニングコーヒーとおまけを食べながら、楽しいひとときを過ごしました。 
 

 

ブロック 清 掃 場 所 学 区 集 合 場 所 
 

 

Ａ 明徳公園 
本郷・猪高・豊が丘・ 明徳池の奥・ 

11名 
藤が丘・猪子石 トイレ前の広場 

Ｂ 
本郷交差点～梅森坂 前山・梅森坂・極楽 前山コミセン前 

15名 
交差点の歩道 上社・貴船 本郷交差点南西角 

Ｃ 
西山交差点～高針橋 名東・西山・牧の原・ 虹ヶ丘公園 

16名 
交差点東歩道 高針  

Ｄ 八畝公園 
香流・引山・蓬来・ 八畝公園正面の 

22名 
平和が丘・北一社 入口 

参加人数 
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【研修旅行】 

黄檗山萬福寺・宇治上神社・宇治平等院  

平成 30年 10月 16日（火）実施 参加者 47名 

旅行部会 木全宏祐・河井登記子 

まずまずのお天気になり、会員 47名 １人の 

遅刻もなく、予定通り京都宇治に向け出発しました。 まず、黄檗山萬福寺

へ、広大な敷地の中 1661年隠元禅師により開創された黄檗宗の大本山であり、

創建当初の姿がそのまま伝えられている立派な寺院でした。  

次に宇治上神社へ、ここからは、ガイドボランティ

アによる丁寧でユーモラスな説明があり、とても

良くわか

りまし

た。宇治

川を渡り

喜撰茶屋で

昼食をいただ

き、平等院へ行き

ました。鳳凰堂の内部も拝観でき、現存

唯一の仏師定朝の作、本尊阿弥陀如来像

をはじめ、様々な仏像や壁扉画など見る

ことができました。 

 参加者の皆様にとても満足と言っていただ

き、本当に良かったと思います。 
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【研修旅行】 

湖南三山長寿寺・安土城考古博物館・天主信長の館 

平成 30年 11月 20日（火）実施 参加者 48名 

旅行部会 木全宏祐・樋口章子 

本年度最後の研修旅行に言って来ました。鮮やか紅葉の中にある 

湖南三山の一つ「長寿寺」は、了宝、安産、長寿を願う寺で、国宝のご

本尊「春日厨子」は秘仏とされ、50年に一度のご開帳とのことで、今

回は、お顔を拝することが出来ず残念でしが、でも副住職の解説が、

とっても面白く 檀家がない寺で大変だと一生懸命説明していまた。 

 「安土城考古博物館」は、周辺の遺跡、古墳群から出土された銅

鐸、甲冑、石室などが展示されていました。中でも目を引いたのは、

20種類近くの信長像で私達の記憶の中の像とは、かけ離れたものもあ

り、描く人により、こんなにも違うのかとおどろかされました。 

「天主信長の館」は、長年に

わたり幻の名城といわれた、安土

城天守が再現されました。今までのイメー

ジとは、全く違

い、絢爛豪華と

いう言葉がぴっ

たりの天主（天

守）閣でした。 

長寿を願い、歴史を巡り、錦秋の近江路を満喫した一日

です。 

信長の居間再現 
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【名東鯱友会サロン】 

 

 

  「 サロン 縁 」 

 
平成 30年 9 月 1日 

第 22回  薩摩琵琶 演奏会     ：出演者 錦心流薩摩琵琶奏者 桑原 佳水氏      

西郷隆盛氏が大好きで、鹿児島まで西郷の足跡を

たずね、その思いを「薩摩琵琶演奏」詩吟「城

山」「胡隠君を尋ね」日本舞踊「荒城の月」和歌

朗読「ふるさとの山」全員合唱「青い山脈」と盛

り沢山で、本当に奏者の熱い思いが伝わり良かた                          

 

         平成 30年 10月 13 日（土） 

第 23回  講談 「一夜検校」       女性講談師  ２７期 高木 洋子さん 

サブタイトル「人の運、不運なんて誰にもわからない！」

位の低いお坊さんが貧しい旗本の次男坊に出会い、それ

が縁で出世し検校になり、次男坊も出世すると言う話。

いつも好評で終了後、質疑応答で 6 名の方が活発にされ

ました。          

 

              平成 30 年 12月 1日 

第 24回  落語 「 芝 浜 」  迷陶亭 一路   

25期 横山 一郎   

迷陶亭氏は、名東区在住の方で名東鯱友会にいろいろ

活躍され陶芸・絵画・俳句・写真多才のかたです。 

演目は、古典落語の 1 つでぐうたら亭主が女房の機転

で見事に立ち直る人情話です。玄人はだしの落語で間

の取り方抜群で、最後に紙芝居まで披露していただき

大変面白かったです。大入り満員 

 

平成 30年 1月 12 日（土）            

第２5 回  「日本語の中のヘブライ語」  講師   永田 興三（23期 環境専攻） 

 永田さんは名東区在住の方です。以前研究発表で

「ユダヤ人と日本人」について講演されました。渡

来人の話から、日本の歌や言葉がヘブライ語と類似

しているお話を聞き不思議感じがしました。意味を

なさない「そーらん」などの囃子唄・君が代・色々

事がヘブライ語の言葉発音意味等の類似、日本人の

ルーツはユダヤ人？色々の説を発表し、興味深い 

内容でした。 
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公開講演会開催される 
      

鯱城会幹事 三輪 治敬 

 

11月 26日（月）、鯱城学園鯱城ホールにおいて公開講演会が開催されました。 
 

今回は人気の音楽家集団「トリオ・ローズ」のみなさまを招いてのコンサートで、オペラ曲

から日本の名曲等、幅広いジャンルの曲を 15曲演奏されました。 
 

 演奏の合間には、出演者 3人の軽妙な

掛け合いで会場が沸き、また演奏曲にま

つわる興味深い話しや会場全体が一緒に

なっての合唱等もあって、1時間半にわた

るコンサートはあっという間に終わって

しまいました。 
 
 昨年まで年 2回開催されていた公開講

演会を今年は 1回に絞ったとのことで、

でもその分内容は濃かったように思いま

した。来年度もこういった楽しい企画を

是非お願いしたいものです。 

 

 

地域ミーティング（33期生）を終えて 
      

総務部  山本 博哉 
濱本 和義 

11月 28日（水）33期生対象の第 2回地域ミーティング、1月 25日（金）32期生対象の 

区会説明会が開催されました。 
 

1．33期生対象 第 2回地域ミーティング 

  今回は学園の方針に従い、グループワークをとおし

て学生同士および名東鯱友会メンバーとのコミュニケー

ションを図ることに主眼を置きました。 

  学生の参加率は年々低下傾向にありますが、今回は

参加学生 18人（対象者３８人、出席率４７％）で他区

と比べてもまずまずでした。 

  グループワークは、区内を近隣地区ごとに 4つの班

に分け、①学園生活を振り返る、②今後の学園生活で大事にしたいこと、③名東鯱友会へ

の期待・注文の 3テーマとし 

 グループごとに話し合った結果を発表し合う形で行いました。 

  限られた時間おため、グループによっては雑談に終始したところもありましたが、近隣

学生同士が話し合い、お互いを知るよいチャンスになったことが最大の収穫でした。 
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【自由投稿】 

世界文化遺産の宝庫トルコを訪ねて 

30期 水谷 洋一 

 

 10月に 12日間程、トルコ共和国を旅行しました。日本の倍の 77方 

平方の面積を持つ国土のどこかに支点を置いて半径 1.5km の円を描いた

としましょう。その円内を掘れば必ず遺跡が出てくるのがトルコです。 

トロイやイスタンブールなどは地下 40ｍ余までに６層にもなって１万年

以上も行き交った人々の古代都市の異文明の足跡が見られます。ローマ

時代の巨大な劇場やアーチがトルコの地にこ

れだけも多く散在しているのには驚きと当時の

国家権力の強靭さを感じます。現代のトルコ共和国を主にバス

で観光しましたが、街並みの家屋は新しくて明るく、道路はと

ても広く整備されてゴミのない近代国家の様相でした。教育費

は大学まで無料、医療費は１割負担まで、経済的にはアメリカ

との対立で今は一時的にトルコリラが暴落していると聞いてい

ます。国土の 35%の農耕地から生産される農作物は自国のみな

らず、輸出先の胃袋を十二分に満たしているし、有史以来潜在

能力の高い民族なのでこれから一層世界に発言力を増す国家と

して成長していくことでしょう。 

 

 

名東鯱友会ベストご寄贈のお願い 

名東鯱友会は、新入会員の減少等により会員数が減少しております。従来、鯱友会のベ

ストは、纏めて発注・在庫し、購入希望者に会で一部費用を負担し、販売していました

が、現在の状況で無理になってきました。もし会員の皆様で今後ベストを着用されない

方がおられましたら、名東鯱友会にご寄贈をおねがいします。 

  総務部会長 山本 090-4799-2393       総務副部会長 濱本 090-1788-9827 
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【自由投稿】 

高齢者交通安全総決起大会 

                      30期 成田 双美代 

高齢者交通安全川柳入選発表会に会長に

誘われ、名東小劇場にいきました。 

名東鯱友会から４０川位出展しましたが、

残念ながら１川も選ばれなかったですが、

結構 鯱友会の川柳もいいところいって

いると思っています。（身びいき） 

 その後名東警察署の高齢者安全講習会

がはじまり、署員さん達の寸劇がとっても

面白く 今私達にピッタリあう寸劇 「と

みまつ よしこ」さん物語です。高齢者の交通事故は、年々増え自宅から５００M以内の横

断歩道で、おきているそうです。そこで、横断歩道は安全とはいえません。横断歩道は、止

まって、よく見て、車がとまるまで、待って よし歩こうで「とみまつ よしこ」の寸劇が

役に立って、大変ためになりました。若い女性達のバトントワラーズ・ブラスバンドを見せ

て頂き、有意義な時間を過ごしました。 

 

愛知県警による交通事故の特徴（新年から春） 

①高齢者が多い 

        ②被害者の自宅付近で事 

        ③夜間が多い 

        ④散歩や買い物に事故が多い 

皆さん 

被害者・加害者ならない

よう事故に気をつけま

しょう 

              川     柳 

   思いやり 運転そだネー 歩行者に  名東警察署長賞 

     迷走は 台風だけで やめてくれ    名東区長賞 

          俳      句 

     抗わず 春待つ心 空仰ぐ       玉越 成子作 

    新春の 奈良東大寺  うす明かり   玉越 成子作 
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名東なごやかクラブ                  平成 30年 10月 29日 

 

□場所   愛知カントリー倶楽部 10番ホール ブルーシートを敷いてありました 

□時間   午前 9時～11時まで 

晴天で、強い日差しの中 もみじ狩りは、暑いくらいでした。なごやかクラブ主催ですので 

沢山の人達でいっぱいでした。すぐに皆さんアルコールが入りとってもご機嫌になって、 

和やかにワイワイと盛り上がり、楽しくすごしました。 

イベントとして 民謡踊り・「大道芸人 タック」による 

ジャグリング等・カラオケ盛り沢山催物 それよりも

皆さんそれぞれのトークに盛り上がって、いまし

た。 名東鯱友会の場所が 舞台より一番遠い場所

のせいかもしれません。でも鯱城学園卒の人達にも

会え楽しい一時を過ごさせて頂きました。 

紅葉狩りにはほど遠い、赤・黄色なし緑一面の景色

でした。 

紅葉狩り 

   テレビを見ていたら、缶詰を利用した簡単料理を公開していました。 

さば缶・・・1 缶              作り方 

大根・・・・1 ㎝角切り２４０ｇ     ①米をといで 30 分吸水させ、ザルにあげて 30 分おく 

出し汁・・・３６０ｍｌ         ②炊飯器に(1)の米と大根と調味料とさば缶醤油味を汁 

うす口醤油・大さじ１と 2/3        ごと入れて炊く 

みりん・・・小さじ１          ③炊きあがったご飯に食べやすい大きさに切った三つ 

みつば・・・１ワと生姜（すりおろし）8ｇ  葉と生姜を入れる。   出来上がり 
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“災い転じて福となす！！” 

平成 30年の漢字は「災」 大阪北部地震、西日本豪雨、北海道東部地震、大型台風、 

命にかかわる猛暑など、まさしく大変な年でした。 

今年は新元号になり、一年が幸福なすばらしい年になりますよう願っております。 

 

今年も皆さまの多数のご寄稿をお待ちしております。 

                             

  

 

 

広報一同 

＜ 編集後記 ＞   

 

                    

月 日 イベント内容 備考 

２月 24日(日) めいとう福祉まつり 名東スポーツセンター 

 

３月 

2日(土) 第 27回サロン縁（花柳流日本舞踊） 別会場 

7日(木) OB文化祭 鯱城ホール 5F 

10日(日) 名古屋ウイメンズマラソン  

4月 

6日(水) 第 28回サロン“縁”（ケアマネジャーの話） 上社在宅センター 

10日(水) 厚生院まつり 厚生院 

16日(火) 総会・懇親会 ルブラ王山 

5月 

17～19日 名東総合美術展予定 区役所講堂 

未定 4ブロック一斉全会員清掃 区内公園及び道路 

21日(火) 研修旅行①一乗谷朝倉氏遺跡・大野城 福井県 

6月 
1日（土）       サロン縁  別会場 

18日(火) 研修旅行②高島城・諏訪大社・原田泰治美術館 長野県 

 

◆ 会員寄稿等の詳しい問い合わせ先： 

広報では改革・改善・スリム化に向けて努力しております。原稿は４００字、出来れば 

写真を挿入したりするので（両方併せて)ご協力の程よろしくお願いします。 

   広報部：   成田 双美代  藤巻町     電話 781-7398 F 

E-mail munefumi25narita@yahoo.co.jp  

 

平成 31年 2月 5日～平成 31年 6月迄 

注） 個別の行事連絡でご確認ください。 

【 会員寄稿 】 

＊＊＊＊＊＊ 謹んでご冥福をお祈りいたします ＊＊＊＊＊＊ 

皆様お元気で今回はお知らせありません人生 100年時代 

  


