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               名古屋港ガーデンふ頭《名古屋港水族館》     



ごかつやく 
  

  

２４期環境学科 

佐藤 隆之  
  

 

1942年 5月 10日（日曜日）生（血液型：Ｂ型 牡牛座） 

 

鯱城会等の略歴 

２００５年 ９月  妻の実家の両親介護のため石川県能美郡（現能美市）から 

         名古屋市港区品川町に移住。（本籍：石川県能美市） 

２００7 年４月   愛知県主催「まちの達人」養成研修 ２期生  

２００８年  １月   同修了 まちの達人認定番号 第 19-034号  

２００８年  ４月   愛知県主催 あいちシルバーカレッジ 名古屋文化Ａ学科入学 

 18 期生 クラス代表 

２００９年   ３月  同修了 

２００９年   ４月  名古屋市高年大学 環境学科 入学 24期生 

         パソコンクラブ入部 ２年生から クラブ代表 

２０１１年  ４月  同校卒業と同時に 港鯱城会入会 

２０１２年    ４月  港鯱城会 会長就任（１年間） 

２０１４年    ４月   港鯱城会 パソコン同好会  講師就任 現在活躍中。 

 

活動履歴（社会貢献活動） 

２００８年 ４月   ＮＰＯ法人 希望・あすなろ 設立 副理事長兼事務局長就任 

２０１０年 4月   社会貢献活動「認知症の予防と早期発見の担い手養成講座」開催 

会場 名古屋市東区「ウイルあいち」にて 2010年から 16 講座開催。 

座学「認知症の予防と早期発見の方法」講師。受講生述べ４６８名輩出。 

その他法人として、有料老人ホーム等において高齢者福祉活動を現在も活動。 
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     挨  拶 
 

                         港鯱城会 会長 武藤 弘 

 

 

 平成２８年４月１２日（火）の港鯱城会総会で会長留任を承認されました２７期 

武藤 弘です。  平成２７年度１年間、未熟な会長で皆様に大変ご迷惑をおかけ 

しました。  平成２８年度は１年間の経験を糧に頑張っていく所存です。 

また、平成２８年度１年間皆様のご支援と、ご協力をお願いします。 

２８期中心の新役員も頑張ってくれると思っていますが、２６期、２７期の顧問・ 

相談役の皆様のご指導をよろしくお願いします。 

 今年は２９期生が１９名入会してくれました。  入会率は７０％です。 

先輩の方々と一緒に楽しい港鯱城会活動に参加していただきます。  皆さま、よろ

しくお願いします。 

１９名の入会で、港鯱城会の会員数が退会者を差し引きして８５名となりました。 

それでも最少の区会は変わりません、その分皆様にご負担を掛けることもあります。 

皆様に頑張っていただくことになります。 

 

 平成２８年度も例年通り行事・ボランティア活動を実施します。 

社会見学会も同じく３回を予定しています。  平成２７年度は参加者が少ないと 

感じました。  何かいい企画が有りましたら教えてください。 

ボランティア活動も「サンタクロース派遣」ボランティアが平成２７年度よりさらに 

増加しそうです。  皆さまのご協力をお願いします。 

 現在、同好会は「グランドゴルフ」「カラオケ」「パソコン」「ウォーキング」の 

４クラブが活動しています。  会員数も少し増えたので、あと１つ・２つ作りたい 

と考えています。  皆さまのご希望の同好会が有りましたら教えてください。 

また、現有の同好会に参加されていない場合は是非加入をしてください。 

各同好会の世話人、メンバーが待っています。 

同好会活動が会員相互のコミュニケーションの場になっていると思っています。 

 

 昨年同様「無理なく」「楽しく」「元気で」をモットーに、港鯱城会活動を進め 

ていきたいと考えています。  港鯱城会の活動について皆さまからのご意見、 

アドバイス、また苦情をお待ちしています。 

 

平成２８年度もよろしくお願いします。 

 

 

                ―２― 



    平成２８年度 総会・懇親会 

                               ２７期 武藤 弘 

 

 平成２８年４月１２日（火）１１時から、港区社会福祉協議会３階研修室で港鯱城会の 

総会・懇親会が開催されました。 ２９期新入会員１１名を含め５１名が参加しました。 

港区社会福祉協議会の西浦主事の来賓挨拶で総会の開始です。 

平成２７年度の「行事報告」「ボランティア活動報告」「決算報告」「監査報告」が承認され 

ました。 続いて平成２８年度の「役員（案）」「事業計画（案）」「予算（案）」が提案通り 

可決されました。 

 総会終了後、全員写真を撮り、懇親会に移りました。 ２９期新入会員紹介の後、代表 

して市川達様の挨拶でセレモニーも終了、港区社会福祉協議会竹之内主事の乾杯の音頭で 

一杯飲みながら昼食を取りました。 

 昼食終了後、小崎敏美様、野呂敏江様も参加されている「定寿美会」６人の皆さまの 

三味線による余興が始まりました。 皆さま揃いの和服を着て、見事なバチさばきに聞き

ほれました。 みんなで「黒田節」「ソーラン節」「花笠音頭」を唄い盛り上がりました。  

アンコールにも応えていただき津軽三味線で終了しました。 

 皆さまの協力のおかげで平成２８年 

度の総会・懇親会が無事終了しました。 

ご協力ありがとうございました。 

当日欠席された方に電話したところ、 

日程変更で変更前の日程と間違われた 

そうです。 また、欠席された方から 

も「変更前の日程は確保していたのに」 

と欠席理由を言われました。 突然の 

日程変更でご迷惑をおかけしたことを 

陳謝いたします。 

 

                 ―３― 



役員（役職） 担当（専門） 担当業務 氏　名 期 補佐氏名 期 補佐氏名 期
会長 総括 港区会総括代表　　本部代議員会出席（委員） 武藤　弘 27 高橋　喜久男 26

総務委員会
会議担当（会場予約・設営・資料準備）
港区及び港区社会福祉協議会の行事担当折衝
書記業務担当

坂野　一博 28 伊相　勝昭 27

役
社会福祉活動

委員会

各ボランティア活動の参加者選定と活動確認
①港区社会福祉協議会の会合に参加
②港区ボランティア連絡協議会に参加
③共生型サロン「陽まわり」に参加

渡部　保男 28 伊藤　勝實　　　　①犬飼　均　　　　　　　　②井村　鈴子　　　　　　　　③久野　弥生27　　２８　　２８　　２８
②工藤　登志
③富屋　孝子

29

員 行事委員会
総会・新年会・作品展・社会見学等
各種区会行事企画　立案・企画・実行

小島　泰子 28 加藤　洋子 27

・ 会計 会計・出納・通帳管理・記帳（慣例により任期2年）高橋　美紗子 28 初見　和成 29 石川　東一 26
連 監査等 監査（会計及び事業・業務監査全般） 高橋　喜久男 26 伊藤　勝實 27
絡 幹事会　委員 幹事会会議出席　毎月開催（任期2年） 飯野　弘 26 松永　寿一 29
員 G/ゴルフ委員 区会活動委員会出席　グラウンドゴルフ委員会出席西川　克己 25 山中　金吾 25
会 H/ページ委員 ホームページ管理・担当委員会出席 北村　守 26
議 社会奉仕活動委員 社会奉仕活動委員会（クリーンキャンペーン等）出席渡部　保男 28

佐藤　隆之 24 鳥山　正義 25 高橋　喜久男 26
伊相　勝昭 27 伊藤　勝實 27 加藤　洋子 27

学区担当連絡員 担当地区番号 氏  名 期 氏  名 期 補佐氏名 期
東海・中川・成章 ①② 連絡員の役割 朝日　汎子 29 中岡　登美子 29 （久野　弥生） 28
正保・明徳 ③ （1）役員連絡員会議　毎回出席 加藤　ふゆ子 29 （高橋　美紗子） 28
小碓・当知 ④ （2）各種　配布物を会員に配布 小澄　眞弓 29 （渡部　保男） 28
港楽・西築地 ⑤ （3）年会費・各種参加費などの集金業務 窪野　みや子 29 （井村　鈴子） 28
東築地 ⑥ （4）地域のコミセン等への案内チラシ配布 市川　達 29 鈴木　誠吉 29 （北村　守） 26
高木・神宮寺 ⑦ （5）その他地区会活動に必要な業務 小林　ふさ子 29 安井　保子 29 （犬飼　均） 28
稲永・野跡・港西 ⑧ ●新入会員が当たり、担当地区の会員と交流を図る。中野　節子 29 河西　芳子 29 （飯野　弘） 26
大手 ⑨ 奥村　正子 29 （伊藤　勝實） 27
南陽・西福田（302西） ⑩ 佐藤　諄二 29 （石塚　みよ子）26 （岩田　勝秋） 26
南陽・福田（302東） ⑪ 成田　博 29 （坂野　一博） 28

編集
委員会

会報編集委員 会長委嘱

作品展実
行委員会

作品展実行委員 会長委嘱

◆パソコン同好会　2012年12月12日発会　世話人　北村守・鳥山正義　（講師　佐藤隆之・小崎敏美・北村守）　【パソコンは持参してください】
◆グラウンドゴルフ同好会　2013年1月19日発会　世話人　西川克己・山中　金吾・小崎敏美
◆カラオケ同好会　2013年1月15日発会　世話人　小崎敏美・榊原信義・藤村重子
◆ウオーキング同好会  2013年4月9日発会　世話人　高橋喜久男・田中宏昌【8月・9月・1月・2月は除く】月の第1木曜日を予定しています。
＊上記同好会への参加は自由です。　参加される方は世話人までお知らせください。　
＊カラオケ同好会、ウォーキング同好会は自由参加です。　　開催日に適宜参加してください。

ー4ー

                           2８年4月～2９年3月

２６期 高橋喜久男、２７期 武藤弘、２８期 坂野一博、２８期 犬飼均、２８期 渡部保男、２８期 小島泰子、
２９期 市川達、
２９期 工藤登志子、２９期 成田博、２９期 安井保子２７期 武藤弘、２８期 坂野一博、２８期 犬飼均、２８期 渡部保男、２８期 小島泰子、２９期 市川達、２９
期 佐藤諄二、

副会長

会計委員会

本部　　運営委員

顧問・相談 各種相談 役員等経験者（会長委嘱）

平成28年度　港鯱城会　役員組織「業務分担表」　　



平成２８年４月～平成２９年３月

月 日 曜 事業行事活動内容 備　　考
4 12 火 平成２８年度　港鯱城会　総会・懇親会 ２９期入会者歓迎会を兼ねる

3 火 とだがわこどもランド春祭りボランティア ３日、４日、５日　スタンプラリー各日６名予定

17 火 とだがわこどもランド花植栽ボランティア プランター花植え　　　　　　　　　　　８名予定

21 土 春の藤前干潟クリーン大作戦ボランティア 中堤炊き出し　　　　　　　　　　　　１５名予定

25 水 地域ミーティング 31期対象

16 木 「第３５号　港鯱城会」発行

20 木 地域ミーティング 30期対象

5 火 とだがわこどもランド花植栽ボランティア プランター花植え　　　　　　　　　　　８名予定

12 火 第１回社会見学 伊勢湾水利環境実験センター見学等

17 土 とだがわこどもランド３Ｄシアターボランティア 案内　１７日～３０日　１２日間　各日２名予定

7 日 ボランティアとあそぼボランティア 呈茶サービス　　　　　　　　　　　　１０名予定

7 土 とだがわこどもランド巨大迷路ボランティア 案内　７日～２０日　　１２日間　各日２名予定

6 火 とだがわこどもランド花植栽ボランティア プランター花植え　　　　　　　　　　　８名予定

？ 心の絆創膏配布ボランティア 鯱城会　　　　　　　　　　　　　　　　　９名予定

12 月 鯱城会　グラウンド・ゴルフ交歓会 鯱城会　　予備日26日

8 土 鶴舞公園クリーンキャンペーンボランティア 鯱城会　　予備日１５日　　　　　　　　８名予定

8 土 とだがわこどもランドランド秋祭りボランティア ８日、９日　　綿菓子　　　　　　各日６名予定

ふれあい広場ボランティア 作品展呈茶サービス　　　　　　　１０名予定

ふれあい広場共同募金キャンペーンボランティア 綿菓子　　　　　　　　　　　　　　　　　６名予定

25 火 第２回社会見学

29 土 秋の藤前干潟クリーン大作戦ボランティア 中堤炊き出し　　　　　　　　　　　　１０名予定

3 木 区民祭り共同募金キャンペーンボランティア 綿菓子・着ぐるみ　　　　　　　　　　　８名予定

5 土 堀川クリーンキャンペーンボランティア 鯱城会　　予備日１２日　　　　　　３０名予定

1 木 第３４回公開講演会

2 金 第１４回　港鯱城会趣味の作品展 ２日～４日　　　ポートビル２階回廊ギャラリー

6 火 とだがわこどもランド花植栽ボランティア プランター花植え　　　　　　　　　　８名予定

― ― 港鯱城会　忘年会 未定

― ― サンタクロース派遣ボランティア 約２０ケ所予定　　　　　　　　　　２０数名予定

― ― 港鯱城会　新年会 未定

27 金 区会説明会 30期対象

2 ― ― 第３回社会見学 未定

9 木 ＯＢ文化祭

？ 心の絆創膏配布ボランティア 鯱城会　　　　　　　　　　　　　　　　２名予定

7 火 とだがわこどもランド花植栽ボランティア プランター花植え　　　　　　　　　　８名予定

12 日 ウィメンズマラソンボランティア 鯱城会　　　　　　　　　　　　　　　１０名予定

＊開催日は確定ではありません。　　必ず直前の案内で確認してください。

                         　　　　　　　　　　　　―５―
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6

平成２８年度　港鯱城会　事業計画
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行事報告      第３回社会見学 

       体験型博物館 ミツカンミュージアムの見学 

       日吉苑で海の幸と温泉・羽豆岬からの絶景 

 

非常に寒さ厳しい時期に、今年度、最後の行事を開催しました。参加者は１５名でした。 

あおなみ線の競馬場駅前付近に集合して８：１５に出発しました。指定された時間より少し早く 

着くことが出来ました。空は曇っておりました。 

昨年１１月１８日にオープンしましたミツカンミュージアムは外観が統一され、あたりはすっき 

りとしており展示物は質の高さを感じます。 

見学を終わったころ外は冷たい雨が降っておりました。 

昼食は食べきれないほどの海の幸が並び、温泉も入り、皆大満足でした。 

バスに乗り羽豆岬展望台へ向かいました。道中雨が降ったり、急に晴れたりして、天候が不安 

定なので羽豆岬からの展望は取りやめ、高層ビルが立ち並ぶ「チタナポリ」へドライブしました。 

そこからの眺めは、伊勢湾・三河湾が見渡され佐久島・日間賀島・篠島が一列に並んで見えまし 

た。まさに絶景！しばらく眺めておりました。 

帰路は買い物や試食やコーヒータイムを取り、予定より少し早く着きました。国道２３号線の 

道路標示に気温は５℃と表示されておりました。 

全員無事帰宅できましたことを感謝いたします。 

 

                             原稿作成 ２７期 加藤洋子 

                             写真提供 ２６期 北村 守 

 

                  ―６― 



行事報告    第１回地域ミーティング 

 

                                ２７期 武藤 弘 

 

 平成２８年５月２５日（水）１時３０分から、学園６階ホール控え室で３１期生を対象 

とした第１回地域ミーティングが開催されました。  ３１期生の１７名全員が出席し、 

欠席者無しです。 

【出席者】 

   ・鯱城学園 大橋学務主任 

   ・港区社会福祉協議会 竹之内主事 

   ・港鯱城会 ２６期 飯野 弘（中西鯱城会長と各区の状況を見に巡回） 

         ２７期 伊藤 勝實、加藤 洋子、武藤 弘 

         ２８期 坂野 一博、渡部 保男、小島 泰子、高橋 美紗子 

【内 容】 

   ①大橋学務主任の挨拶 

   ②竹之内主事の港区社会福祉協議会の活動紹介 

   ③港鯱城会の出席者の自己紹介 

   ④３１期生の自己紹介 

   ⑤港鯱城会の活動紹介 

   ➅質疑応答 

 

 

 

  中西鯱城会会長の挨拶 

 

 

       大橋学務主任の挨拶 

【感 想】 

   地域ミーティングで出席率１００％は初めてです。 開催側として嬉しかったです。 

  自己紹介を聞いていると、まだ学園生活２ヶ月でとまどっている人、元気に楽しんで 

  いる人と様々です。 もう少し経つとなれると思いますよとアドバイス。 
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平成２７年度  行事活動を振り返って 

                         ２７期 加藤 洋子 

 

 平成２７年度港鯱城会総会が終了して、役員が２７期に交代しました。 ２７期は 

４名だけです。 私は行事担当になりました。 

行事担当は早速、行事の企画を作成しなければなりません。 第１回の社会見学は 

７月です。 西浦温泉と一畑山薬師寺の黄金に輝く涅槃像見学と決定しました。 

第２回社会見学は計画を立案しましたが、残念ながら台風のため中止となりました。 

第３回はミツカンミュージアム見学と羽豆岬からの絶景を眺める予定でしたが、 

雨のため羽豆岬は中止してチタナポリから伊勢湾、三河湾の眺めに変更しました。 

 １２月は例年通りガーデン埠頭のポートビル２階回廊ギャラリーで、作品展を３日 

間にわたり開催しました。 出展数は７６点、入場者数は１５２名と盛り上がり、 

ほっとしました。 また、１２月には忘年会を「なご善」で開催しました。 

１月には、学園在籍者の２９期、３０期にも声を掛け新年会を「木曽路」で開催しま 

した。 ９名が参加していただき、港鯱城会の新旧の交流が出来、親睦を計ることが 

出来ました。 

 ２９期は１９名が港鯱城会に入会しました。 

明るく、楽しく、やりがいのある港鯱城会を目指して継続していきたいです。 

 

 

         作品展最終日撤去前の集合写真 
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ボランティア報告 

      とだがわこどもランド春祭り 

２８期 渡部 保男 

 

快晴で青空が広がる、ゴールデンウィークの５月３日（火）～５日（木）の３日間 

とだがわこどもランドで、スタンプラリーのボランティア活動に３日間で１８人が 

参加しました。 

内容は、受付でもらった用紙に４ヶ所のポイントを回ってスタンプを押してもらい 

ゴールで賞品を頂くというゲームです。 私達港鯱城会は３ヶ所のポイントを担当 

しました。（残りの１ヶ所は無人で、自分でスタンプを押すポイントです。） 

 

ただスタンプを押すだけでは面白くないと、スタンプを押す前にゲーム感覚の遊び 

をしてもらいました。 

１．サイコロを振っての遊び、２．札による遊び、３．小型の網目の球体を回転させ 

内から出る球の遊びの３ヶ所です。 

一緒に付いて来ている親達も何が貰えるのかなと、楽しんで遊んだと思いました。 

 

天気に恵まれてのゴールデンウィーク３日間で 3448名の参加があり、参加者が多い 

と聞けば、ああボランティアしてよかったと思いました。 

でも、最後は沢山のスタンプを押したため手が痛くなるほどでした。 

青空の下で参加が出来、いろいろな子供達との触れ合いは、楽しいことが多い１日で 

あったが、締め切り終了時間まで参加する子、何回も参加する子、色々ありました。 

      

写真を撮ってくださいの依頼、この場所はどこだ、トイレはどこですか等々色々な 

雑用も有り楽しめた、１日でした。 
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ボランティア報告  春の藤前干潟クリーン大作戦 

２８期 坂野 一博 

 

私たち「藤前干潟クリーン大作戦実行委員会」のフィールドである庄内川・新川河口一帯に生息

している「ヨシ原」は名古屋市内における貴重な緑の財産です。ところがそのヨシの枯死・減衰が

近年拡大の様相を示しています。ヨシは水中の懸濁物を捕捉し、川や伊勢湾の汚染物である過剰の

栄養塩類を、成長するために吸収して除去する環境浄化機能の担い手です。それが赤潮や青潮の低

減に繋がります。初夏になれば、渡り鳥でキョキョシ、カチカチと大声で騒がしくさえずる「オオ

ヨシキリ」がやって来てヨシの穂を材料に巣を作りその中に産卵し、晩夏になると幼鳥を連れて東

南アジアに飛び立って行きます。 

また、ヨシ原はカニの生息地であり、ヨシ原に足を踏み入れるとおびただしい数のベンケイガニ

やアシハラガニが這い回っています。ヨシ原は鳥やカニにすみかを提供してくれています。ヨシの

根は、土中に網目状にはりめぐらされており水中の土砂などを補足して堆積させ干潟の岸辺を安定

してくれ、伊勢湾へのごみ流出を防いでくれます。 

庄内川の隣に流れている新川のヨシは（面積は少ないが）庄内川に比べると、背丈が高く太いヨ

シです。なぜ庄内川側は衰退したのか？ 両河川を比較することで、解決の糸口が見えてくるので

は？と思っております。 

名古屋市内の堀川（宮の渡し付近）での元気の良いヨシを見た時、それまでは、水質がもっとも

重要なことと思っておりましたが、他に大きな因子があることを感じております。 

愛知県の「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業」に藤前干潟ヨシ原保全・利活用プロジェ

クトに応募し、認めていただいた事で「藤前干潟クリーン大作戦」でご縁がある中部大学の先生と

のヨシ原分布調査・環境調査を、共同で３年前から実施しています。 

大学生と一緒に、清掃活動とヨシ原を調査することで、一級河川の平均水質・全国ワースト 6位

（平成 23 年度河川ランキング）の庄内川の水質浄化、ラムサール条約登録湿地における生物多様

性の保全につながり、そしてヨシ原が元気になることは、生態系豊かな河川環境を創造することが

でき、次代を担う世代の環境保全・緑づくりに対する認識を大きくできると信じております。 

 港鯱城会は５月２１日（土）の「春の藤前干潟クリーン大作戦」に１５名がボランティアで参 

加、例年通り炊き出しを行いました。 

おにぎりを握り、クリーン大作戦の参加者に提供しました 

庄内川 新川 
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平成２７年度 ボランティア活動を振り返って 

 

２７期 伊藤 勝實 

 

 まず最初に今年も例年通りに行われた、港区社会福祉協議会さんやとだがわこどもランド

さんを始め、各種団体さんからの多数のボランティア依頼に、港鯱城会会員の皆さんの積極

的なご協力を頂き、円滑に運営出来た事を、心から御礼申し上げます。 

  

 ２７期の港鯱城会入会者はわずか４名でしたので、他の期の方の協力無しでは運営出来ま

せんでしたが、やはり重要な役はこの４名が担当するしか無く、この為私も副会長として「社

会奉仕活動責任者」の役を受ける事としました。 

 

私自身も可能な場合には、出来るだけボランティア活動に参加させて頂きました。 

とだがわこどもランドさんでは、年数回行われる正面入り口の花台の「花植栽」・春祭り

での「スタンプラリー」・夏の「スポーツ大会」・秋祭りでの「綿菓子作り」それぞれのボラ

ンティアに参加し、子供さんたちから笑顔や若いエネルギーを頂きました。 

港区社会福祉協議会さんでは、昨年２月から開設した共生サロン「陽まわり」での毎週木

曜日に開かれるサロンでのスタッフ作業（実質月１回参加がやっとでした）・「ボランティア

とあそぼ」での呈茶サービス・「港ふれあい広場」でのアンケート取り纏め・昨年から始ま

った「サンタクロース派遣」でのサンタクロース役・栄交差点で行なった名古屋市社会福祉

協議会主催の「街頭募金」等で各種団体さんとの交流が出来るとともに色々なボランティア

活動を知る事が出来ました。 

その他「藤前干潟クリーン大作戦」での炊き出し・「堀川クリーンキャンペーン」での清

掃活動・「鶴舞公園クリーンキャンペーン」での清掃活動・金山駅周辺でバンドエイドを配

布した「こころの絆創膏キャンペーン」等々これらのボランティア活動が、社会にとってい

かに必要かを実感しました。 

 

その他に団体さん毎の会議への出席があり、その会議で年間やその都度毎のボランティア

活動の主旨や進め方の打ち合わせを行われており、今まで積み重ねてきている流れの中に、

いきなり加わっても内容が理解出来ず、港鯱城会での担当が１年毎に代わる方式では、打ち

合わせについていけない事を痛感しました。その為２８年度からは繋がりの出来る２年担当

方式を検討頂くよう上申しました。 

 

冒頭でも述べましたが、１年間大過なく任務を遂行出来たのは、港鯱城会の皆様の暖かい

ご支援と、積極的なご協力を頂けた賜物と、改めて御礼申し上げます。有難うございました。 

 

 

 

 

                 ―１１― 



同好会報告  グラウンド・ゴルフ同好会 

                           世話役 25期 西川 克己 

                               25期 山中 金吾 

 

 平成 25年 6月にグラウンド・ゴルフ同好会が発足以来、毎月第１・第３土曜日の９時 

より「とだがわこどもランド」のグランドで練習（遊んで）しています。 

現在の会員数は男性 14名、女性 13名の合計 27名です。 

上記の練習会の他には、港鯱城会の「グラウンド・ゴルフ大会」を年 2回開催しています。 

また、毎年秋には鯱城会の「グラウンド・ゴルフ交歓会」が開催され、港鯱城会からも 

毎回 20名ぐらい参加し、上位５位までの入賞経験者が何人もいます。 

 港鯱城会に入会された 29期生の皆さん、ぜひグランウド・ゴルフ同好会に入会してくだ

さい。 グラウンド・ゴルフの経験・未経験は問いません。 未経験の方には優しく丁寧

にご指導致します。 よろしくお願いします。 

 

   ◆問い合わせ、加入申し込みは 世話役 西川克己までお電話下さい。 

        （携帯 ０９０－４７９８－３４５６） 

 

4月 16日 練習前の集合写真 
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同好会報告   ＰＣ同好会は快適タイム 

                                ２６期 石川 東一 

 

 この４月ついに囲碁の世界で初めて名人がコンピューター相手にして完敗しました。 

これからは互いに技術を競い合って進歩するだろう。 

 港鯱城会のパソコン同好会は５年目を迎え入会者を歓迎している。   現在会員は１７ 

名、毎月第２、第４水曜日、ＰＭ１時半～３時、講師３名（同会員）でベテランから初心者 

まで互いにミスに挫けず苦労して出来た感動を味わっています。   その様子は情報誌の 

「たの食クラブ」に掲載されました。 

 昨年度の学習内容はワードの画面説明と文書作成地図挿入、年賀状の作成、画像の挿入と 

トリミング他。   エクセルの住所録作成、表計算、会計帳簿作成、決算文書作成他です。 

 

学習の後は「喫茶こうらく」

でダベリングも楽しい。   

小生は２年前無謀にも 

会計係を引き受けた。 

同好会の皆様の親切な 

ご指導とご協力で次の 

方にバトンを渡すことが 

できました。 

今後ともよろしくお願い 

いたします。 

 

また、年に数回昼食会を 

開催して会員相互の親睦 

を計っています。 
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講師３人による 

マンツーマンの 

 学習風景 

昼食会での１枚 



同好会報告 カラオケ同好会“楽しく歌いましょう” 

       22期 小 崎 敏 美 

 

開催日は月の第 2土曜日。13時～17時。入場のビッグエコーで歌っています。料

金はフリードリンク付 1080 円。他に港鯱城のイベント時にカラオケ希望者を募り歌

っています。多い日は 12 名、少ない日は 5 名、少ないときは大変です、直ぐにマイ

クが回ってきます。沢山唄えるのもいいものです。 

同好会の原稿を出すに当たり、自分は何時頃から歌いだしたかを失いかけた記憶を

たどってみた。小学 4年生の秋、学芸会のコーラスで〝めえめえコヤギ“おさるのか

ごや”歌詞が出るか唄ってみた。“め～えめ～え森のコヤギ、森のコヤギ、コヤギ走

れば小石に当たる、あたりゃあんよがああ痛い、そこでコヤギはめ～えと泣く” 

“えっさえっさ、えっさほいさっさ、おさるのかごやだ、ほいさっさ、日暮れの山道、

細いみち、小田原提灯ぶらさげて、それやっとこ、どっこい、ほいさっさ、ほ～いほ

～いほいさっさ”2番の歌詞はもちろん忘れた。出てこないがメロデイは覚えている。

やれやれ。認知症はまだいいか？ 

昔の職場の宴会はアカペラ、手拍子で民謡、数え歌（もちろんＨの替え歌）を沢山

唄った。ご指名があると一曲はちゃんと歌った。 

歌詞を覚えていた。でも昨今は歌詞がでる。メロデイも、おまけに唄う本人までが画

面に出る。だから歌詞をおぼえなくなった。自分の好きな歌手の歌が唄えるようにな

った。 

同好会のメンバーはそれぞれ歌に個性がでる。さだまさしがすきなＩさん、甚句、

民謡系、が得意の低音のＳさんもちろん昔の男歌は絶品。五木ひろしが得意のＴさん

ご当地ソングの歌、綺麗な声、高エネルギーのＦさん、新しい歌を追い求める渋い声

のＴＭさん、長山洋子の津軽を歌いソプラノ声得意のＮさん、三山ひろしが大好きな

Ｏさん、黄門様の歌はこの人しか唄えない特許許可がいるＫさん。ほかにまだまだ沢

山の港鯱城の個性派歌手がいる。 

皆さんが好きな歌を唄い、大きな声を出し、日頃のストレスを発散させています。

港鯱城会新会員の皆様、あなたの声、歌を聞かせてください。いつでも気軽に参加し

てください、お待ちしています。           
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同好会報告 ≪ウォーキング同好会≫に入りましょう！  

 

                          世話人  26期  高橋 喜久男 

                              25期  田中 宏昌 

 

   4年前に先輩たちによって立ちあげられたウォーキング同好会も、今は毎回、10数名 

の会員達の参加によって盛り上がりを見せています。 特に皆さんの健康維持と会員相互 

の交流・親睦を一層深める為に、あちこちの場所へ出かけて、歩きと同時に、資料館等を 

めぐり、並行して美味しい昼食会も開催して楽しんでおります。 春先には、野跡駅から 

名古屋市野鳥公園に立ち寄りバードウォッチングを楽しんでから、荒子川公園までウォー 

キングして、更に満開の桜を大いに楽しんで食事、飲み会の花見を実施しております。 

又、歴史溢れる小牧山城に出かけて織田信長が小牧山に築城した当時の経緯等を学習 

する事もあります。 そして新美南吉のふるさと半田の彼岸花を見に出かけて、新美南吉

記念館では地域発展に尽くした偉大な功績等について知ることが出来ました。 

更に秋には愛岐トンネルをくぐり抜けて、紅葉を楽しんで定光寺神社を参拝して歩く 

コースも実施しています。 当然ながら、健康維持の為に、東山一万歩コース、平和公園 

一万歩コース、 小幡緑地公園等のウォ－キングも並行して大いに体調向上を図って 

います。 

 

ウォーキング同好会は、毎月、原則として第 1木曜日で、開催場所は、その都度決定 

して役員・連絡委員会議資料でお知らせしています。 但し 7月、8月、1月、2月は実施 

しておりません。 参加は、全くの自由で入会費も必要ではありません。 

29期生始め、会員皆さんで、大いに盛り上げましょう。  

重ねて申し上げますが、健康維持と交流・親睦を一層深めて楽しい港鯱城会にして行きま

しょう。 

愛岐トンネルくぐり抜け 
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     港鯱城会 同好会の案内 

                                    編集委員 

１．グラウンド・ゴルフ同好会 

    ◆幹事・世話人  ：２５期 西川 克己、 ２５期 山中 金吾 

    ◆開催日     ：毎月 第１土曜日、 第３土曜日 

    ◆開催時間    ：９時～１０時３０分（終了後近くの喫茶店でコーヒータイム） 

    ◆開催場所    ：戸田川緑地公園第３駐車場北広場 

    ◆入会金     ：１，０００円 

    ◆ホールインワン ：１回毎に１００円支払い 

               １日（２ゲーム）にホールイワン３回でご祝儀が出ます。 

    ◆大会      ：鯱城会グラウンド・ゴルフ交歓会 

              港鯱城会グラウンド・ゴルフ大会２回／年 

２．パソコン同好会 

    ◆講師      ：２２期 小崎 敏美、 ２４期 佐藤隆之 

    ◆幹事・世話人  ：２５期 鳥山 正義、 ２６期 北村 守 

    ◆開催日     ：毎月 第２水曜日、 第４水曜日 

    ◆開催時間    ：１３時３０分～１５時 

    ◆開催場所    ：港区社会福祉協議会３階 

    ◆その他     ：パソコンは各自で持参 

    ◆会費      ：２５０円／月 

３．カラオケ同好会 

    ◆幹事・世話人  ：２３期 榊原 信義、 ２５期 藤村 重子 

    ◆開催日     ：毎月 第２土曜日 

    ◆開催時間    ：１３時～１７時 

              出入り時間は自由です。また、会員制ではなく自由参加です。 

    ◆開催場所    ：ビッグエコー 港入場店 

    ◆参加費用    ：実費 

４．ウォーキング同好会 

    ◆幹事・世話人  ：２５期 田中 宏昌、 ２６期 高橋 喜久男 

    ◆開催日     ：原則毎月 第１木曜日 

              １月、２月、８月、９月は休会 

    ◆開催場所    ：行先はその都度「役員・連絡員会議資料」で連絡 

    ◆集合場所・時間 ：集合場所・時間はその都度「役員・連絡員会議資料」で連絡 

    ◆参加費用    ：実費 

    ◆その他     ：会員制ではなく集合時間に集まったメンバーで出かけます。 
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名前：朝日　汎子

学科：福祉Ａ

クラブ：書道

趣味：手芸

《一言メッセージ》
　　よろしくお願いいたします。

名前：市川　達 名前：奥村　正子

学科：美術 学科：文化Ａ

クラブ：水墨画 クラブ：広報研究

趣味：読書 趣味：編み物
　　　　能楽鑑賞 　　　　　ちぎり絵

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　土地勘有りませんがよろしくお願いします。 　迷惑にならないようにガンバッテ、色々な

　ボランティアに参加したいと思っています。
　よろしくお願いします。

名前：加藤　ふゆ子 名前：河西　芳子

学科：福祉Ａ 学科：地域Ｂ

クラブ：民謡 クラブ：パソコン

趣味：民謡 趣味：書道

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　宜しくお願いします。 　　明るく、楽しく、元気よく過ごしたいと

　　思います。

名前：工藤　登志子 名前：窪野　みや子

学科：地域Ａ 学科：国際Ｂ

クラブ：囲碁 クラブ：フォークソング

趣味：バレーボール 趣味：水泳

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　みなさんよろしくお願いします。 　　皆さまと楽しみながら活動出来ればと思っ

　　ています。
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港鯱城会

入会者名簿

平成２８年度



名前：小澄　眞弓 名前：小林　ふさ子

学科：健康Ａ 学科：地域Ａ

クラブ：太極拳 クラブ：オカリナ

趣味：民謡 趣味：ハイキング

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　皆さまとお友達になりたいです。 　　新しい仲間が出来るのを期待しています。

名前：佐藤　諄二 名前：鈴木　誠吉

学科：園芸 学科：健康Ａ

クラブ：天文気象 クラブ：パソコン

趣味：旅行 趣味：カラオケ
　グラウンド・ゴルフ

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　地域で目指して頑張ります。 　　会が長く続くように。

名前：富屋　孝子 名前：中岡　登美子

学科：健康Ａ 学科：地域Ａ

クラブ：フラダンス クラブ：歩いて知ろう

趣味：旅行 趣味：

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　楽しい港鯱城会になる事を期待しています。 　　よろしくお願いいたします。

名前：中野　節子 名前：成田　博

学科：文化Ａ 学科：国際Ａ

クラブ：コーラス クラブ：国際文化

趣味： 趣味：ゴルフ、菜園

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　無事卒業する事が出来、コーラスは続けて 　体力には自信あるも頭脳はチョット心配です
　　います。　時間の許す限りボランティアに が頑張ります。　よろしくお願いします。
　　参加したいと思っています。
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名前：初見　和成 名前：松永　寿一

学科：地域Ｂ 学科：福祉Ａ

クラブ：パソコン クラブ：パソコン

趣味：釣 趣味：カラオケ
　　　　ハイキング
　　　　野菜造り

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　よろしくお願いします。 　　頑張ります。

名前：安井　保子 名前：渡辺　賢一

学科：陶芸 学科：文化Ｂ

クラブ：旅行 クラブ：水彩画

趣味：ジョギング 趣味：カラオケ
　　　　読書
　　　　水彩画

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　新たな出会いと発見 　　齢で役に立たないですが、頑張ります。

健康Ａ
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加藤　妙子

鬼頭　成子

松原　明美文化Ｂ

健康Ｂ

福祉

生活Ｂ

健康Ａ

健康Ｂ

立松　兼光

酒井　美千代

山本　幾代

百合草　君江

森　貞男

美術

園芸

学　科

園芸

文化Ａ

健康Ｂ

園芸

園芸

氏　名 氏　名

辻　格

野澤　のりこ

村田　節子

宮松　ますみ

望月　誠

園芸

園芸

健康Ａ

健康Ｂ

地域Ｂ

環境

佐野　妙子

高羽　清美

山田　進

加古　明子

平成２８年度　３０期在校生（２２名）

久野　優一

倉林　克己

小塚　三恵子

小林　はつ子

学　科

生活Ｂ

国際Ａ

三谷　通子



２９期投稿 

鯱城学園生活を振り返って 

２９期 市川 達 

 

クラスは「美術」専攻、クラブは「水墨画」を選択しました。美術専攻および水墨画クラブとも、

文化祭は個人作業となります。 

共同作業となる体育祭では、1 年生においては、スマートさをアピールしようと、リズム体操

「世界に一つだけの花」を選択しました。男性陣の大半はぎこちないスタートでしたが、猛練習

の成果があって、体育祭当日は思ったより軽やかなステップが出来ました。しかし、応援合戦と

いうよりは黙黙と演舞をしたという感じが残りました。２年生においては、おみこしを中心に声を

出して踊る楽しいお祭りモードに決定しました。ところが、「美術」では共同作業は体育祭のみ

のため、つい張り切って、おみこし１、大団扇２、長竿提灯２、旗３を作成しました。作った以上

は持ち手が必要で、会場の広さに対して踊り手がやや手薄となり、元気さが十分アピール出来

なかった感じがありました。しかしながら、静と動の２回の応援合戦は楽しい思い出となりまし

た。 

修学旅行については当初は今更との感がありましたが、クラス対抗の余興では、体育祭で練

習した阿波踊り風の踊りを披露し、体育祭での不完全燃焼を一気に発散し、大いに盛り上がり

ました。 

また、学生協議会ではクラブ委員会に所属して、２月の名古屋市民ギャラリー栄で開催する

クラブ作品展、４月めのクラブ説明会およびクラブ登録会を担当しました。 

学園生活においては、なにやかやと登校していた感じがあり、卒業後は当面、港鯱城会のみ

と考えております。また、港区在住とはいうものの、行動範囲はもっぱら堀川の東側であり、堀

川の西側の広い範囲は不案内ですので、よろしくお願いします。 

なお、港鯱城会入会より一足先に昨年、港鯱城会趣味の作品展に出展デビューさせていた

だきました。ありがとうございました。 

 

    
港鯱城会趣味の作品展        ２９美術専攻 卒業展 
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社会福祉協議会は、地域に生活する住民・住民組織、ボランティア団体、社会福祉施設

などの関係者と協力し、子どもから高齢者までの様々な福祉の問題解決を通して誰もが安

心して暮らすことのできる「福祉のまちづくり」をめざす民間の組織です。 

港区社会福祉協議会では 26 年度より第三次地域福祉活動計画（５ヶ年計画）に基づき、

つながり・支えあいのある港区をめざして様々な活動を行なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも、港区社会福祉協議会では、デイサービスの営業、児童館・福祉会館の受託運営、

生活福祉資金貸付事業やボランティアセンター事業、地域支え合い事業、はつらつ長寿推

進事業なども行っています。 

今後とも「地域住民の皆様が主役」の地域福祉活動を進めていくため、関係機関と連携

をとりながら、人と人、そして人と地域がつながるよう、住民の皆様とともに取り組んで

いきます。今後も皆様のご支援ご協力どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

（港区社会福祉協議会 ボランティア担当 竹之内） 
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港区社会福祉協議会からのお知らせ 

「見守り部会」  

見守りに関するアンケート調査 

「災害対策部会」  

防災イベント あそぼうさい 

「つながり・交流部会」  

共生型サロン 陽まわり 

「風土づくり部会」  

サンタクロース派遣事業 

第三次地域福祉活動計画 

～つながり・支えあいの

ある港区をめざして～ 



とだがわこどもランド 
「こどもまつり」へのご協力に感謝申し上げます 

 

 とだがわこどもランド最大の行事、恒例の「こどもまつり」は５月３日～５日の３日間 

開催いたしました。 開催中の雨もなく、おおむね晴天に恵まれ、３日間合計の来館者数 

は 66,420人にのぼりました。 

 今年も館内外で多くの催しを行いましたが、特に５月３日には、外部からの企画が２つ 

加わりました。 １つは、５月が児童虐待防止推進月間であることから、本庁の虐待対策

室職員による「オレンジリボンキャンペーン」で、簡単なクイズとオリジナルグッズ配布 

がありました。 またもう１つは、南陽高校の生徒さんによる「フェアトレード」ブース 

の開設で、こちらもクイズとフェアトレード物品の販売が行われました。 どちらの企画 

も多くの参加者を集めていました。 

 港鯱城会ボランティアの皆様のご協力を得て行うスタンプラリーも、もちろん大盛況 

でした。 ３日間でラリーに参加した子どもは 3,500人で、昨年の 2,700人を大きく上回 

りました。 園内４つのポイントを回るルールの中、延べ１８人の港鯱城会会員の方々に 

３ポイントで従事いただきました。 ありがとうございました。 

 今年とだがわこどもランドは、７月で開館 20周年を迎えます。 港鯱城会様をはじめ 

とした多くのボランティアの方々に支えられてきた 20年であったと思います。 

 港鯱城会の皆様、今後ともこどもランド事業への変わらぬご支援を賜りますようお願い 

申しあげます。                       （館長 森山） 
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ボランティア活動のお知らせ

１．とだがわこどもランド３Ｄシアター

番号 月日 曜日 期 氏　名 期 氏名

1 7月17日 日 ２６期 飯野　弘 ２９期 市川　達

2 7月18日 月・祝 ２５期 鳥山　正義 ２９期 朝日　汎子

3 7月20日 水 ２６期 高橋　喜久男 ２９期 松永　寿一

4 7月21日 木 ２８期 犬飼　均 ２９期 奥村　正子

5 7月22日 金 ２５期 藤村　重子 ２９期 加藤　ふゆ子

6 7月23日 土 ２６期 榛葉　朝男 ２９期 工藤　登志子

7 7月24日 日 ２６期 大橋　三千代 ２９期 窪野　みや子

8 7月26日 火 ２５期 山中　金吾 ２９期 初見　和成

9 7月27日 水 ２５期 西川　克己 ２９期 小林　ふさ子

10 7月28日 木 ２５期 田中　宏昌 ２９期 中岡　登美子

11 7月29日 金 ２６期 岩田　勝秋 ２９期 中野　節子

12 7月30日 土 ２８期 渡部　保男 ２９期 安井　保子

２．とだがわこどもランド巨大迷路

番号 月日 曜日 期 氏　名 期 氏名

1 8月7日 日 ２７期 伊藤　勝實 ２９期 小澄　真弓

2 8月9日 火 ２５期 石野　順造 ２９期 佐藤　諄二

3 8月10日 水 ２５期 佐野　朋子 ２９期 鈴木　誠吉

4 8月11日 木 ２８期 小島　泰子 ２９期 成田　博

5 8月12日 金 ２８期 高橋　美紗子 ２８期 渡部　保男

6 8月13日 土 ２６期 石川　東一 ２９期 富屋　孝子

7 8月14日 日 ２８期 久野　弥生 ２９期 河西　芳子

8 8月16日 火 ２８期 坂野　一博 ２８期 井村　鈴子

9 8月17日 水 ２５期 蜂須賀　知津子 ２６期 飯野　弘

10 8月18日 木 ２７期 加藤　洋子 ２６期 今井　力

11 8月19日 金 ２６期 北村　守 ２６期 石塚　みよ子

12 8月20日 土 ２７期 武藤　弘 ２６期 加藤　さだよ

いずれも
集合場所：とだがわこどもランド会議室
集合時間：９時３０分
活動時間：１０時～１６時
昼食休憩：１２時～１３時

とだがわこどもランド２０周年記念行事
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編集後記 

 

 

 平成２８年６月１６日（木）に【港鯱城会 第３５号】を名古屋市高年大学鯱城学園 

と共同発行することが出来ました。 

発行に際して原稿をお寄せいただいた皆さまありがとうございました。 

また、会員以外から「とだがわこどもランド」の守山館長、「港区社会福祉協議会」の 

竹之内主事にもご協力をいただきました。 本当にありがとうございました。 

 

 ２９期生が１９名と多数入会してくれました。 ありがたいことです。 

ページ数を増やしたくないため紹介写真がだいぶ小さくなりました。 ごめんなさい。 

会員の皆さまがご満足される出来栄えになっているか心配ですが、今後とも会員皆様 

のご指導、ご協力をお願いします。 

 

 会員一同をつなぐ一冊になってくれればと思っています。 

 

                             編集委員一同 

 

 

  発行責任者  ２７期 武藤 弘 

  編集委員   ２６期 高橋 喜久男 

         ２８期 坂野 一博、 犬飼 均、 渡部 保男、 小島 泰子 

         ２９期 市川 達、  成田 博、 安井 保子、 工藤 登志子 

 

 

 

 

 

   発行者  名古屋市高年大学 港鯱城会 

 

   共同発行 名古屋市高年大学 鯱城学園 

 

 

     発行日  平成２８年６月１６日（木） 
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