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表紙について 
 
今年は、猛暑でなく、酷暑です。8 ⽉に⼊り怖いくらいの激しい⾬。 
東北、北陸、北海道、九州、全国 
⾄る所で甚⼤な被害が続出しています。⼜コロナ感染症が世界⼀になってます。 
今までは、遠くの国が⼩競り合いの戦争をしているとおもっていましたが、ニュースを⾒
る度、段々不安を感じ⽇常の⽣活がおびやかせられること思いました。 
（コロナとウクライナ戦争） 
こんな時期に わざわざ ⾬の⽇を選んで睡蓮の写真をとりました。 
⾬雲と時代を超えた重要⽂化財温室とその前に⼩さく⾊取り取りの睡蓮を撮りました。 
早く普通の⽣活が戻るよう（蓮）だともっと良いのですが、願って。 
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【巻頭⾔】 
「和気あいあい」の精神で 

名東鯱友会会⻑ 中⻄芳郎 

⽊々の葉も⾊づき深まってゆく秋を感じる季節になってきましたですね。 
コロナもやや下⽕らしき流れです。先⽇コロナにかかった⼈にお

話しを聞く機会がありましたので、今後コロナにかかりにくい対策
を罹った⼈の話しを基にまとめてみました。 

① 朝起きた時と毎⾷後の⻭磨き計 5 回、無理でしたら、すくな
くとも 3 回。 

②外出先からの薬剤を使った「うがい」の慣⾏。 
③それと意外と知られていないのが、眼からの感染だそうです。

⽬薬も忘れなく朝、昼、⼣と、眼が乾燥しない様に差した⽅がいいそうですよ。 
我々年寄りは、多くの基礎疾患を持っていますので、その疾患を重症化する為死に⾄ら

しめるそうですよ。マスクと、⼿洗いが全ての防御じゃない事を頭の⽚隅において楽しい
深秋をすごして下さい。  

 

【開催記事】 
令和４年度第１回ボランティア・クラブ連絡会 

ボランティア・クラブ連絡会が６⽉２８⽇に開催されました。 
この連絡会は、各グループが、より活発により楽しく活動できるように、現状の報告と

問題点などの意⾒交換をすることが⽬的です。今年は、前⽇に早くも梅⾬明けが宣⾔さ
れ、３５度以上の猛暑の中で⾏われましたが、各代表の⽅から様々な意⾒報告がなされま
した。 

共通の話題としては、
多くのクラブがコロナの
影響で３⽉くらいまで活
動制限があったものの、
４⽉くらいからはイベン
トや活動ができるように
なったこと等が報告され
ました。 

逆に、まだコロナの制
限で⼈数をあまり増やせ
ないこと、場所の制限が
ある事なども課題として
話されました。 

これに先⽴って⾏われた鯱城学園の地域ミーティングでは、各クラブの協⼒を頂いて名
東鯱友会の活動の紹介動画資料が出来たので、これの鑑賞もしました。各クラブとも新規
の会員の参加を期待しているとのことでした。 

（広報︓⾦⼦） 
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【開催報告】 
名東区在住 34 期⽣の地域ミーティングを実施 

32 期 吉⽥⼀夫 
〇 ⽇時   4年 6⽉ 14⽇(⽕) 10時〜11時 30 分 
〇 場所   名東区在宅サービスセンター(上社駅 2階) 
〇 出席者 ・34 期⽣ 9名 (在籍 17名)  ・名東社協 佐藤事務局次⻑ 
      ・鯱城学園 ⼤友学務主任     ・名東鯱友会 役員 9名 
〇 内容 ➀ 「⾼齢者の社会活動について」講話 

佐藤次⻑から名東区の状況について説明 
②  名東鯱友会とそのボランティア・クラブ活動の紹介 

役員から⽇常活動を動画とスライドで紹介 

 
◆34 期⽣の皆さんが気軽に出席できて、そして会員が楽しんでいる名東鯱友会の普段の

活動をよく知ってもらう事を主眼に、第 1回の地域ミーティングの内容を企画。 
◆それで名東鯱友会全体活動の雰囲気理解のために、以前に実施した「いも煮会」や

「30 周年祝賀会」「16 区フェスの応援⾵景」を動画で紹介。また鯱友会の組織図や
令和 4年度の活動予定表とともに、旅⾏部会等４部会の活動内容もスライドで説明。 

◆また、「ライラックの会」や「歩こう友の会」等の 16あるボランティアやクラブの
活動状況を代表等の⽅に取材し、それを関わりのある役員からスライドを使い、個別
に紹介。その中にはこのために動画を作成し加⼊者の拡⼤を図るクラブも出現。 
いずれにしろ、各ボラ・クラブとも、34 期⽣の多くが名東鯱友会に加⼊しそして⼀
緒に楽しく活動をしようという思いのこもった紹介内容です。 

◆ 4⽉からの再会の期待を役員が強く持つなかで最後は集合写真を撮り終了しました。 
  
 

 

  

当⽇紹介した映像はこちらから視聴できます（ https://youtu.be/Xs8dDttHZ1M ） 
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【ボランティア活動】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ボランティア活動】 

上社ジャンクションの夏のボランティア活動 

７⽉２０⽇の活動の様⼦です。毎年、夏は草取りに追われますが、今年は６⽉が⾬で活
動できなかったので、草ぼうぼうでした。それでも、皆で汗まみれになって作業をした
ら、こんなにきれいになりました。 

 
 
 
 
 
 

（広報︓⾦⼦） 

鶴舞公園一斉清掃 

                     ボランティア活動部会 32期 水野一次 

鶴舞公園クリーンキャンペーンに参加しました 

10月 1日（土）３年ぶりに鶴舞公園クリーンキャンペーンが開催されました、公園を４ブロ

ックに分けられ名東鯱友会は C

ブロックで１０名参加し鯱城の

在校生５名と１０時から１１時

までごみ拾いを行いました快晴

で日陰は気持ちよかったが日向

はまだ暑さが残って汗ばむ程で

した。集合場所が分かりづらい

のとゴミの集積と片付けが運営

上の反省点かも今後に活かして

いただければと考えます。全体

では可燃ゴミ４５L 袋３４個 

不燃ゴミ４５L袋４個と大いに成果があったとの事。人数制限があり辞退いただいた方  

ご参加頂いた方には申し訳なさと感謝を申し上げます。 
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【会員投稿】 

26 期会で植⽥⽔処理センター⾒学と御幸⼭巡りをしました 
26 期 鵜飼幹雄 

名東区の南部に⻄⼭⽔処理センターがあります。しかし、ここは、無⼈の施設で、管理
は、植⽥⽔処理センターが⾏っているという事で、天⽩区にある植⽥⽔処理センターの⾒
学とその近くの御幸⼭巡りを⽬的に７⽉ 13 ⽇（⽔）９時 40 分に地下鉄塩釜⼝駅に 26 期
８名が集合し、気温 30°Cの暑い中ですが⾏ってきました。植⽥⽔処理センターは、都⼼
部の⽔処理センターとは異なり、分流式（⾬⽔と下⽔が別の菅で⼊る）です。下⽔処理と
いう⽣活に⾝近ではあるが、⾏ったことがないという⼈が多く、広いセンター内を処理⽔
の臭いや⾊を⾒学後、処理後は、どうなるのか等、興味深い多くの質問が出ました。 

 
 
⾒学後は、緑に覆われた⾼台にある御幸⼭公園にきつい坂道を汗を拭きつつ、ふうふう

⾔いながら向いました。ここは、時々来る爽やかな⾵とはるか名古屋港まで⾒渡せる場所
で、1890年（明治 23 年）明治天皇が、1913 年（⼤正 2年）に⼤正天皇が当時、⾳聞⼭と
⾔われた場所から陸軍演習を統監（監督）された所で、その記念として、明治天皇の野⽴
所（休憩所）と⼤正天皇の統監の碑があります。その後、付近の多くの⾼級邸宅を眺めな
がら、「こんな所、⾞が乗れなくなったら住めないわね」と⾔いながら、坂を下った⼋事で
昼⾷（お寿司）をし、解散しました。今回は、２年半ぶりに会う⼈もいて、本⼈並びに本
⽇⽋席された⽅の多少の近況確認もでき、疲れたも
のの有意義な⼀⽇でした。 

 
 
 

 
 

  

伝光院略地図 

案内をして頂いた職員の⽅を中央に記念撮影 
植⽥⽔処理センター正⾨ 

統監の碑 明治天皇野⽴所の碑 
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【会員投稿】 
意外と⾯⽩い競技かも︖ ボッチャ体験記 

鯱友会 16 区フェスティバル委員 27 期 ⽊下英⼀ 

鯱城会主催の 16 区フェスティバルは東スポーツ・センターで 11⽉ 17⽇(⽊)に開催され
る予定です。実⾏委員会が 2回開催された段階では、重要な決定事項の競技種⽬、即ちど
の様な競技を⾏うのか、先ずこれを決めるのが最
初の課題でした。この話し合いの中で、突然提起
されたのが「ボッチャ」という競技。東京パラリ
ンピックの時に、その名前を⽿にした覚えは有り
ますが、競技の中⾝には全く知識無し。16 区の中
で既に 4 区〜5区でボッチャの同好会が存在する
由で、今年のフェスに採⽤される可能性がかなり
ありました。 

我が名東鯱友会ではボッチャの経験者は皆無の
為、先ずこの競技を試⾏しようと 7⽉ 5 ⽇に在宅
センターの研修室で 10名程の⽅々にお集まり頂
き、名東社会福祉協議会の職員でこの競技の経験
者のご指導を頂きながら、ボッチャをやってみま
した。 
ゲームとしては若⼲「カーリング」に似ている

所も有りますが、しかし体⼒は殆ど使わず、⾼齢
者向きのスポーツの様に思われました。⾚⽟と⻘
⽟を投げたり、転がしたりして、⽩い球（⽬標
球）に近い⽅が勝ちという簡単なルールです。し
かしコート上の何処に⽩い球を置くのか、或いは
ゲームの途中で⼀気に形勢を逆転させる為に、敢
えて⽩い球を狙って動かし、勝負を逆転させる等々。今回は初めてゲームをしましたが、
ある程度回を重ねて慣れて来れば、⾊々な戦術が出て来る模様です。 

7⽉ 25 ⽇の第 3 回実⾏委員会で競技種⽬が決定され、結果的には、ボッチャは不採⽤と
されましたが、来年度以降、また、競技種⽬候補として浮上してくるかもしれません。そ
のときには、鯱友会内にボッチャ・チームを組織して、練習が必要になると思います。  
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【会員投稿】 
隠れた名所 

32 期 中⻄芳郎 

この⽯垣はどこの⽯垣だと思います。「京都⼤仏殿」跡の⽯垣です。現在「豊国神社」
が建⽴されています。豊⾂秀吉が伏⾒城の⽯垣の⼀部を加茂川で運んできたといわれてい
ます。 

まじかでみるとかなり⽴派です。その⼤仏
殿の敷地は、国⽴京都博物館、三⼗三間堂の
⼀部を含んでいたいわれ、現在の奈良「東⼤
寺」より広いといわれています。 

豊国神社は徳川幕府によって⼀度壊されま
したが、明治 13 年に⼤仏殿跡に再構築され
ました。正⾯の唐⾨は伏⾒城の城⾨を移築し
たものであるといわれています。唐⾨も、伏
⾒城、⼆条城、南禅寺の⾦地院そして豊国神
社と渡り歩いてきました。この唐⾨はちなみ
に「⻄本願寺」「⼤徳寺」と共に桃⼭三唐⾨
と⾔われています。 

右側の梵鐘はあの有名な⽂⾔が書か
れてある「国家安康」の梵鐘です。以
前は鐘は撞かれていたのですが、近所
から苦情がきて今は観るだけとなって
しまった。 

この近くには、智積院、三⼗三間
堂、国⽴博物館がまじかにあります、
そこの観光ついでに是⾮歴史を振り返
って、観に⾏ってください。 
⼜時々豊国神社では映画のロケをや

っています。運がよければ⾒学できる
かもよ。   
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【会員投稿】 
つがるドライブ旅 

32 期 ⽔野⼀次 

昨年⾏きたかったがコロナ禍で予約便が減便となり断念した津軽地⽅に、今年こそと挑戦し
６⽉中旬に⾏って来ました。 
1 ⽇⽬は早朝の早割便で県営⼩牧から⻘森空港へ、９時半頃到着し予約のレンタカーで⽬

的の⽩神⼭地の⼗⼆湖へ出発する。津軽道、五所川原、鯵ヶ沢、深浦町を通るルートで五能
線沿いの国道を２時間半と遠かった。昼過ぎに
やっと⼤池⻄湖に到着、晴れて気持ちもよく此
処からは歩いてブナ林道を湖畔巡りに出発。４
０分ほどで有名な⻘池に辿り着く、この池はコ
バルトブルーの⼩さい池だが湖⾯が⾒る⾓度で
⾊合が変わるそうで神秘的でいつまでも飽きま
せん。全ての湖を回るのは広範囲で時間がかか
るので、半分ほどで切り上げ来た道を戻る。２時

半頃駐⾞場より同じ道を宿泊地の鯵ヶ沢に向け
て出発、途中は⼣⽇が美しい⽇本海の海岸の景勝
地に寄って景⾊を堪能し早めに宿に⼊り温泉で
疲れを癒しました。 
２⽇⽬は、津軽半島の⼗三湖を⼀周し五所川原
市内を⾞窓⾒学し弘前へ向かう、岩⽊⼭は雲が頂
上にかかり綺麗に⾒えず残念、午後１時ごろ弘前
公園に到着した。お城のあるこの公園は広く、天
気も良く暑くなったのでレンタサイクルを利⽤。

昼⾷をとり弘前城を⾒学、⽯垣⼯事中で天守が移動されていたが、問題なく⾒学できた。事
前に調べていた「津軽藩ねぶた村」も訪れ念願の津軽三味線の⽣演奏を聴き感動する、ねぶ
た祭りの展⽰物を⾒学し、ねぶた祭りは⻘森、五所川原、弘前とそれぞれ飾りつけ⽅に違い
があると知りました。その後弘前市りんご公園にも⾏き、ま
だ⼩粒のリンゴの⽊を⾒て宿に⼊り市街を徒歩散策する。 
３⽇⽬は弘前市から⻘森市へ東北⾼速を使って移動、三内
円⼭遺蹟を⾒学、縄⽂時代中期頃の 
⼤規模な集落遺跡。広⼤な⾯積に点在する堅⽳建物跡群を
観て回り世界⽂化遺産のひとつと知りました。その後⾜を
延ばして浅⾍温泉に寄り⼋甲⽥⼭へ向かう。ロープウェイ
乗り場を⽬指し坂道を１時間以上カーブを何回も繰り返し、途中陸軍の雪中⾏軍者たちの遺
碑を標識で確認、帰りに寄ろうとそのまま運転しロープウェイ乗り場へ着く。１５分くらい
の箱の中は３０⼈ほどの乗客でいっぱい。頂上はかなりの寒さで上着を⾞に忘れたため震え
ながら散策、まだ残雪がたくさん点在した⼭並は美しく感動的だった。寒さのため早々に降
りる。また同じ⼭道を下り運転し、だが⽴ち寄る筈だった遺碑を⾒落としてしまうが、戻っ
てまで⾒なくてもと思い、そのまま降りて⻘森市街をぐるぐると⾞窓観光、帰りの時間が近
づき空港に向かい帰路に着く。３⽇間で約４３０キロの満⾜なドライブ旅でした。  
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【会員投稿】 
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յ ୍♫බᅬ ྡᮾᑠᏛᰯࡢᮾഃ㐨㊰ᣳࡘ୕࡛ศࣇࣝࢦࢻࣥࣛࢢࠋ࠸࡚

㹍㹉ࢫࢽࢸ㠃ࠊቨᡴࠊ࠶ࡕᶆ㆑ࠋࡘ 59ᖺ㛤ᅬ 3300ᆤ 

 

 

ࣰ͞͵ΞͫΘ͑ʃ 
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【会員投稿】 
家庭菜園の想い 

33 期 安達佳正 

皆様も家庭菜園・プランターで花、野菜などを育てて楽しんでいる⽅もみえると思います。 
納得できる物はなかなかできませんね。それなりに出来たときは喜びを感じておられるで

しょう。我が家庭菜園はなかなか⼿⼊れができず草との闘いです。先⽇、珍しい花が咲いて
いました。その周りをよく⾒てみるといろいろな花が咲いていました。 

① ⾷⽤ 珍しい「たら」の花。細かい花がいっぱい咲いてます。 
② 清涼感を感じる「ミント」。ミントテ

ィーお好きな⽅は差し上げます。⾃宅
に植え付けてみては？ 

③ 元気に伸びる「ミニとうがん」。⼤き
な冬⽠は２⼈では余る。 

④ 少しだけあれば「⻘じその花」。来年
芽が出ます。⼀本植えてみては？ 

⑤ 花はないですが「わらび」。⼟⼿にい
っぱいできます。 

⽣まれ育った名東区、⺟親から引き継いだクワ・スキ（昔は備中と⾔いました）今も⼤切
に使っています。感謝感謝。皆様に差し上げられるものはなかなかできませんが、機会があ
れば⾷してください。気楽に声掛けしてください。 
 
【コラム】  

私のお気にいり             編集手帳 

我が家は読売新聞をとっています。私はこの新聞の編集手帳という記事が気に 

いっております。読売新聞を読んでいる方がすくないと思い、面白い記事を切り 

抜いてスクラップしています。ご紹介します。 

①山口県のある水産大学の研究室から魚介類がどんな植物性食品を好むか調査 

＊どじょう→「いちご」 ＊アワビ→「さくらんぼ」 ＊ぶり→「びわ」 

＊黒鯛→「西瓜を与えると狂ったように喰いつく」 

②昭和の昔フリーカメラマンは撮る被写体に区分がありました。 

 ＊ファション関係を撮る人   「婦人科」 

 ＊コマシャール専門を撮る人   「商業科」＊報道分野担当の撮る人   「社会科」 

③虫の声を愛する国民性 

 日本人は日本のドラマでセミの声（羽の音）は夏の風物詩ですけど、海外で日本のドラマ

のセミの声を消すそうです。「ジィージィー」の声はテレビの故障と勘違いされる。又送

電線の不備と思い怖かったとか 

④人間にとって一瞬とは何秒？ 

 ドイツの生物学者ユクスキュルの考察 1/18秒で、映像が浮かび上がる 1秒間に 18コマの 

流れでコマの間で暗転がくりかえす。よって暗転が 1/18 秒で以内であれば人間は、知覚

できず映像が滑らかに見える。「ここから分割出来ない。最小の時間の器」見いだした 

人生とは、一瞬一瞬の積み重ねだと語られる             （広報 高濱） 

 

 

読 

売 

新 

聞 



 - 12 - 

【トピック】 
第 27 回 名東区⽂化協会 総合美術展のオンライン開催について 

名東区⽂化協会会員による美術作品展であるこの『総合美術展』は、昨年度に引き続き
オンラインで開催されています。 
募集期間は 5 ⽉ 10⽇から 6⽉ 17⽇で、14名の⽂化協会会員が出品されました。このう

ち名東鯱友会の会員は 4名でした。出品作品総数 25 点。 
 展⽰は 7⽉ 1⽇から来年 3 ⽉ 31⽇までです。皆さんぜひ名東区役所公式サイト

( https://www.city.nagoya.jp/meito/ )から「第 27回名東区⽂化協会総合美術展」を開き、
作品をお楽しみください。 

 
 

（広報︓冨⽥） 
【トピック】 

交通安全川柳表彰 
９⽉３０⽇名東区⾼齢者交通安全総決起⼤会にて、交通安全川柳の表彰がありました。 
今年度は、区全体で４６３句、そのうち名東鯱友会からは、７名、１０５句の応募があ

りました。全体の表彰者は１０名で、名東鯱友会より２名の⽅が表彰されました。 
おめでとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（広報︓⾦⼦） 

こちらからも鑑賞できます（ https://www.city.nagoya.jp/meito/page/0000153350.html ） 

名東警察署⻑賞︓ ⽇向野久彦さん 交通安全協会名東⽀部⻑賞︓ 横⼭⼀郎さん 

ゆっくりと⾛る余⽣の下り坂�免許返納決めた動機は友の事故�

名東警察署⻑ 春⽇章様より 交通安全協会 ⽔野浩伸様より 

表彰後 中⻄会⻑と 
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【トピック】  
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Ｉラブ愛知        

30期 成田双美代 
コロナの第 7波がやってきました。猛暑日が連続何日目になる？いつまで続くなるのだろ

う？ 愛知県民割 5000円助成金の「Ｉラブ愛知」のツアー「奥三河の涼感と湯谷温泉での食事」 

3 回目のワクチン接種と手の消毒とマスクを着用が条件のツアーです。 奥三河は、公共交通が少な

く個人では車でしか行きにくい場所でしたので、新聞広告の掲載を見て、早速友人を誘い、「阿寺七

滝、鳳来寺山東照宮、愛知のナイアガラ（蔦

の淵）、湯谷温泉」盛り沢山内容。蒸し暑い中

汗びっしょりになりながら、足場の悪い山道

を歩き 阿寺七滝を目の前にすると愛知県

とは思えない本当に涼感たっぷりでした。 

 

鳳来寺山は、以前 2～3回来て湯谷温泉で一泊し。麓から長い階段をフウフウ言いながら昇り

ました。東照宮は、やっぱり趣があり良いですね。樹齢 800年の大木が手付かずにあります。

愛知県は、物づくりの県と言われるが、

山有り、海有り、農業有り、三英傑と歴

史有り観光愛知をもっとアピールをす

ると良い思いました。 

『 Ｉ
あい

ラブ愛知 』 

 

上 阿寺七滝 
       下 愛知のナイアガラ 

下 鳳来寺山東照宮 
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【コラム】 
会員数から⾒た名東鯱友会の現状 

鯱城かわら版R4-1号に鯱城会の区会会員数の表が掲載されていました。ご覧になった⽅
も多いと思います。区によっ
て会員数にばらつきはあるも
のの、どの区も減少傾向が⽌
まらないことがわかります。
令和 4年の会員数でみると、
名東鯱友会は、千種、緑に続
いて 3番⼿です。 

では減少傾向はどうでしょ
う？令和元年から令和４年の
会員減少率は、鯱城会全体で
は▲26.2%ですが、名東鯱友
会は、▲18.4%で⼀番低い区
会となっています。 

この会員数を横軸、減少率
を縦軸にして、各区会の会員組織化の状況をみてみると、今後の会の運営に⼤きな課題を
抱える地域もある中、名東鯱友会はまだしも恵まれた位置にいるようです。 

各区の会員数はその区の⼈⼝にもよるでしょうから、⼀概に多
い、少ないが問題とは⾔えません。では、⼈⼝⽐で⾒てみるとどう
なるでしょうか？鯱城会ということで、65歳以上の⼈⼝⽐を計算し
てみました。これを会員参加率とすると、鯱城会全体では 0.39%、
名東鯱友会は 0.59%でもっとも⾼く、千種、昭和が続きます。名東
区の 65歳以上の 1,000⼈に 6⼈が会員ということになります 

会員参加率も区によりかなりのばらつきがあります。これは各区のどんな特性に関係す
るのでしょうか？ちょっと興味本位に、各区別に公開されているデータを参照し、いろい
ろな指標との関係性を調べてみました。基本的には関係性が薄い指標がほとんどでした
が、参議院選挙の投票率、⼯業⽤
地率、神社数の３つの指標は、何
故か会員参加率とかなり⾼い関係
性があることがわかりました。 
敢えて無理して⾔えば、社会や

地域の問題に関⼼が⾼く、住宅地
が広がり、歴史の浅い地域の会員参加率が⾼いということかもしれません。 

このように、鯱城会の中で名東鯱友会は、会員数では 3位ですが、会員減少率は最低、
会員参加率は最⼤であり、最も組織化された区会と⾔ってもいいかもしれません。 
参考資料： 
• 名古屋市 令和 4年毎⽉ 1⽇現在の学区別、男⼥別、年齢(5歳階級)別公簿⼈⼝(区別) 
• 愛知県選挙管理委員会 第 26回参議院議員通常選挙 選挙速報 
• 名古屋市 令和 3 年度学区別⽣活環境指標  
• 名古屋⻘年会議所 ナゴヤ情報分析データシステム 

（広報︓岩⽥） 
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情報広場 
 
 
 
 
  

名東鯱友会ニュースへの投稿のお願い 
表紙⽤写真、絵画や季節、地域の話題など皆様の積極的なご投稿とともに 

ご意⾒、ご要望もお待ちしております 
メール︓ koho-koyukai@googlegroups.com 

FAX:  052-701-2305（冨⽥）、052-774-0225（⾼濱） 
TEL: 090-9897-8779（⾦⼦） 

【鯱城会便り】        １６区フェスティバル開催 

１１⽉１７⽇（⽊）東スポーツセンターにて、第５回鯱城会１６区フェスティバル
が開催されます。 

33期 安達佳正 

次回号 名東鯱友会「趣味の作品展」予告 

１０⽉１８⽇〜２３⽇に、名東鯱友会「趣味の作品展」が名古屋市博物館ギャラリ
ーにて開催されました。１６０点以上の作品が展⽰されました。 
次回の鯱友会ニュースでは、作品展の様⼦や出展作品について紹介をさせて頂く予
定です。どうぞ、ご期待下さい。 

 

＊＊＊＊＊＊  謹んでご冥福をお祈りします  ＊＊＊＊＊＊ 

今回お知らせはありません 

名東鯱友会ホームページ（ https://kojyokai.net/meitou/ ）はこちらか
ら 

名東区なごやかクラブ連合会 作品展開催のお知らせ 

すでに詳細の案内を配布していますが、改めて概要をお知らせします。 
１． ⽇時：１２⽉２１⽇（⽔）〜２３⽇（⾦） 
２． 会場：名東区役所講堂 
３． 募集作品：絵画、書、⼯芸、⼿芸、写真、絵葉書、ちぎり絵、⼈形等 
４． 出展応募締切：１１⽉１４⽇（⽉）名東鯱友会 中⻄会⻑宛 

名東鯱友会会員の⽵内玲⼦さんの記事 中⽇新聞に掲載 

２９期 ⽵内玲⼦さんの記事が１０⽉８⽇の中⽇新聞朝刊２２⾯に掲載されました。 
中学⽣から感謝の⼿紙、という記事です。嬉しいニュースなので、ご紹介します。 
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編集後記 
 

令和４年、秋の鯱友会ニュースをお届けします。 
『なんとなく こわごわ始めた ３年⽬』  今年の夏は、こんな川柳を思いつく

ように、少しずつ⽇常が戻り始めたものの、思い通りには⾏かず、夏のイベント
も多くが縮⼩、⾒合わせを余儀なくされました。本ニュースも夏枯れで苦戦が予
想されましたが、皆様からの多くの投稿を頂き無事に発⾏こぎつけることが出来
ました。名東鯱友会の皆様に感謝いたします。引き続き、会員の皆様が健康に活
動をされ、楽しい話題を投稿していただけることを広報部員⼀同、願っていま
す。ありがとうございました。 

（広報メンバー⼀同） 

名古屋市⼀般指定業者Ｎo707095 

親切・丁寧に対応します！⾒積無
料 

塗装・⽡に関するメンテナンス・ 

患者さんとの繋がりを大切にした地域医療 

地下鉄上社駅から市バス循環右回り 鋳物師洞バス停 駐車場 41 台分 

患者さまの心と瞳に「安心」を 

★⼿術・予約のみ 

 
■診療科⽬ 

眼科⼀般・⼩児眼科・緑内障検診 
コンタクトレンズ 

■治療・⼿術 
⽇帰り⽩内障⼿術・レーザー治療・⻩斑変性治療・眼瞼⼿術 


