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略歴 

平成 23 年 4月 名古屋市高年大学鯱城学園文化学科 A 26期生入学 

                ハイキングクラブ （行事委員 文化委員） 

平成 23 年 4月   学生協議会 広報委員 

平成 24 年 4月  学生協議会  広報委員長 

 平成 25年 3月  同大学鯱城学園卒業 

平成 25 年 4月  港鯱城会入会同時に地区連絡員 

平成 26 年 4月  港鯱城会 会長就任、 ウオーキング同好会世話役 

平成 27 年 3月  港鯱城会 会長退任 

平成 27 年 4月  港鯱城会 会長補佐、顧問 

平成 28 年 4月  港鯱城会 会計監査就任 

平成 29 年 3月  港鯱城会 会計監査退任 

 

平成 28 年 4月  あいちシルバーカレッジ 健康学科 B 26 期生入学 

                 （班長、ウオーキング世話役） 

       平成 29年 3月  あいちシルバーカレッジ卒業 

 

コメント 

    港鯱城会は、16区内で最も少ない会員数ですが、ボランティア活動、各同好会の活動、 

役員・連絡委員会議等は極めて活発に運営されていて、会員相互の交流、親睦は大変に 

楽しく積極的に進められていますので、今後とも一層の協力をしていく所存です。 



挨 　拶
　  　港鯱城会　会長　坂野　一博

　平成29年4月25日の港鯱城会総会で会長に任命いただきました   28期坂野  一博です。

私が、鯱城学園に入学した動機は、多くの人との出会いと発見でした。

学科は環境学科、クラブは重要文化財研究クラブで、良き仲間や先輩に恵まれ充実

した2年間を過ごすことができました。

　特に嬉しかったのは、社会参加委員長のお陰で、私が最も注力している

「藤前干潟クリーン大作戦」に、鯱城学園の皆様（100名規模）が「藤前海岸」での

清掃活動が始まり、今も継続していただいていることです。

　ごみの埋め立てから守られた「藤前干潟」を、多くの人に知ってもらえたことや

小さな生き物の命の繋がりあることを、感じていただけることに感謝しております。

　港鯱城会の皆様には「中堤会場」で、防災訓練を兼ねたシシ汁とおにぎりの

炊き出しで、清掃に参加された方々への労いを担っていただいております。

　港鯱城会では、先輩らの思いを継続し、ボランティア活動の中で地域に貢献し

開かれた会でありたいと願っております。

　皆様のお力添えをいただきたく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。
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    平成 29年度 総会・懇親会 

                               28期 坂野 一博 

 

 平成 29年 4月 25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。 30期新会員 7名を含め 64名が参加しました。 

港区社会福祉協議会 主事 竹之内 様の来賓挨拶で総会の開始です。 

平成 28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 29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。 

総会後は、30期新会員さんに自己紹介をいただき、全員集合の写真撮影をしました。 

いよいよ、29期 市川 達 様の進行により、懇親会（54名）がスタートです。 

乾杯ののち、中川鯱城会 27期文化Ｂ 林 澄子 様（三遊亭はぼたん）に登壇願い 

落語（寿限無）を披露いただきました。…偶然ですが中川区の花がハボタンとのことです。 

講演後は、和気あいあいで楽しく食事をいただきました。 

 皆さまのおかげで、平成 29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。 

 

                  



役職 担当 担当業務 氏名 期 補佐氏名 期 補佐氏名 期
会長 総括 港鯱城会の総括、本部代議員会に出席 坂野　一博 28 武藤　弘 27

総務委員 会議に準備（場所の予約、設営、資料） 市川　達 29 坂野　一博 28
ボランティア活動の参加者選定、確認。 渡部　保男 28 犬飼　均 28
①港区社会福祉協議会の会合に参加。 成田　博 29 富屋　孝子 29
②港区ボランティア連絡協議会に参加。 小澄　眞弓 29 倉林　克己 30
③共生型サロン「陽まわり」参加。 百合草　君江 30 鬼頭　成子 30

松原　明美 30 高羽　清美 30
行事委員 港鯱城会の各行事の企画・実施 鈴木　誠吉 29 小島　泰子 28 酒井　美千代 30

港鯱城会の金銭の管理 安井　保子 29 高橋　美紗子 28
伊藤　勝實 27
伊相　勝昭 27
小林　ふさ子 29
盛　　貞男 30

Ｇゴルフ委員会 鯱城会本部のＧゴルフ委員会に参加 西川　克己 25 山中　金吾 25
Ｈページ委員会 鯱城会本部のＨページ委員会に参加 北村　守 26
社会奉仕委員会 鯱城会本部の社会奉仕委員会に参加 佐藤　諄二 29 成田　博 29

鳥山　正義 25 高橋　喜久男 26 渡部　保男 28
伊藤　勝實 27 武藤　弘 27 犬飼　均 28

役職 学区 担当業務 氏名 期 氏名 期 補佐氏名 期
①②連絡員 東海・中川・成章 江崎　典子 29 盛　貞男 30 （中岡　登美子） 29
③連絡員 正保・明徳 ①役員・連絡員会議に出席。 宮松　ますみ 30 三谷　通子 30
④連絡員 小碓・当知 ②各種配付物を担当地区の会員に配付。 小澄　眞弓 29
⑤連絡員 港楽・西築地 ③年会費・各行事参加費の徴収 佐野　妙子 30 小塚　三恵子 30 （窪野　みや子） 29
⑥連絡員 築地 ④（氏名）の先輩連絡員に巡回経路等を 市川　達 29
⑦連絡員 高木・神宮寺 　　　教わってください。 松原　明美 30 （小林　ふさ子） 29
⑧連絡員 稲永・野跡・港西 望月　誠 30 （中野　節子） 29
⑨連絡員 大手 奥村　正子 29
⑩連絡員 西福田・福春 百合草　君江 30 （佐藤　諄二） 29
⑪連絡員 南陽・福田 立松　兼光 30 高羽　清美 30 （成田　博） 29

役職 担当 担当業務 氏名 期 氏名 期 氏名 期
坂野　一博 28 武藤　弘 27 望月　誠 30
市川　達 29 小林　ふさ子 29 立松　兼光 30
安井　保子 29 佐藤　諄二 29 小塚　三恵子 30
坂野　一博 28 武藤　弘 27 倉林　克己 30
鈴木　誠吉 29 中岡　登美子 29 山本　幾代 30
市川　達 29 小島　泰子 28 酒井　美千代 30

港鯱城会会報の編集

作品展の準備・運営

編集委員会 編集委員

作品展実行
委員会

作品展実行委員

港鯱城会　平成２９年度　役員組織
平成２９年４月～平成３０年３月

顧問

会計監査

鯱城会本部の幹事会に参加

社会福祉委員
副会長

幹事会

佐藤　諄二 29

本部運営

会計

監査

－
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平成２９年４月～平成３０年３月

月 日 曜 事業行事活動内容 備　　考
4 25 火 平成２９年度　港鯱城会　総会・懇親会 ３０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 水 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

24 水 地域ミーティング 32期対象

27 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　　　　　　　　　　　　20名予定

15 木 「第３６号　港鯱城会」発行

22 木 地域ミーティング 3１期対象

26 月 公開講演会

5 水 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

― ― 第１回社会見学会

6 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

6 日 とだがわこどもランド巨大迷路 ６日～１９日　１２日間　　　　　　各日２名予定

6 水 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　　　　　　　　　　　　　　　　　４名予定

― ― 第２回社会見学会

7 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１４日　　　　　　　　８名予定

7 土 とだがわこどもランドランド秋祭りボランティア ７ニチ、８ニチ　　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

21 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　　　　　　　　　　　　１５名予定

31 火 鯱城会　グランドゴルフ交歓会 鯱城会　　予備日１１月７日

3 金 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

4 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１１日　　　　　　１５名予定

24 金 地域ミーティング ３１期対象

27 木 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 水 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

13 水 鯱城会１６区フェスティバル 中村スポーツセンター

― ― 港鯱城会　忘年会

― ― サンタクロース派遣ボランティア 派遣先３５ヶ所　　　　　　　　　　５０名予定

7 日 お正月まつり ７日、８日　　綿菓子　　　　　　各日６名予定

26 金 区会説明会 3１期対象

2 ― ― 第３回社会見学

8 木 ＯＢ文化祭

― ― 心の絆創膏配布ボランティア 鯱城会　　　　　　　　　　　　　　　　４名予定

― 日 ウィメンズマラソンボランティア 鯱城会　　　　　　　　　　　　　　　１５名予定

― ― ― 共生型サロン「陽まわり」ボランティア 毎月・毎週火、木曜日　年間１００名以上予定

＊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。

6

3

港鯱城会　平成２９年度　事業計画

5

8

9

7

日2910

12

11

1

－5－



２７期　　伊藤勝實

　主題の春祭りは５月３日（水）～５日（金）の３日間行われましたが、３日間とも天候に恵まれ

その中で毎年行われるスタンプラリーのボランティアに今年も港鯱城の会員が１８名参加して

お手伝いをしました。

　私は初日の３日に２６期の榛葉さんと展望台の入り口に陣取り、「ジャンケン」と「あっちむい

てホイ」をお子さんと行ない、お子さんが勝ったらスタンプを押してあげる担当をしました。

　小学生未満のお子さんの場合は、お子さんが「ジャンケン」に勝ったらスタンプを押してあげ、

小学生以上のお子さんの場足は更に「あっちむいてホイ」の勝負をし、お子さんが勝ったら

スタンプを押してあげました。

　小学生以上のお子さんの場合、１人に掛かる時間が長くなり行列が出来る事があった為、私

がジャンケンに勝った時は、お子さんの顔を向ける選択がたくさんあったので、あまり考えずに

「あっちむいてホイ」が出来ましたが、私が「ジャンケン」に負けた時はお子さんの「あっちむい

てホイ」の前の指の動かし方を見て察知し、同じ方向へ顔を向ける事でお子さんに勝たせてあ

げました。毎度１回ではおかしく思われるので、２回目とか３回目に負けるよう苦心しました。

　今回もお子さんや親子連れがたくさん参加して頂き、お子さんの笑顔やパワーを頂きながら、

爽やかな１日を楽しく過ごさせて頂きました。

平成２９年度とだがわこどもランド春祭りボランティアに参加して

　　事前打合せ ジャンケンポン

－６－



行事報告

第1回地域ミーティング
　　28期　坂野　一博

　平成29年5月24日（水）13時30分から学園6階ホール控室で32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。

32期生：22名中19名の方に出席いただきました。

【出席者】

・　鯱城学園　学務主任　大橋　様

・　港区社会福祉協議会　次長　野川　様

・　港鯱城会　27期：　武藤　弘　　28期：　坂野　一博

　　　29期：　市川　達、佐藤　諄二、小林　ふさ子、安井　保子

　　　30期：　盛　貞男　

【内容】

①　港鯱城会の出席者紹介

②　港区社会福祉協議会　次長　野川　様　挨拶

③　鯱城学園　学務主任　大橋　様　挨拶

④　32期生　自己紹介

⑤　港鯱城会の活動紹介

⑥　質疑応答

32期生の参加状況

武藤　前代表より説明

【感想】

　授業の一環と云えど、22名中19名の方に出席いただき感謝いたしております。

住んでおられる学区を聞きながら和気あいあいの雰囲気で、進行できたと思っております。

今回が第一歩ですが、多くの方に入会いただけると信じております。
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   平成２８年度 港鯱城会活動を振り返って 

 

                       平成 28年度会長 27期 武藤 弘 

 

 平成 28年度会長の 27期 武藤 弘です。 

皆さまのご協力のもと 1年間無事に港鯱城会の活動を行うことが出来ました。 本当に 

ありがとうございました。 「無理なく」「楽しく」「元気で」をモットーにして活動を 

進めてきましたが、1年間を振り返ってみると、無理なお願いをしてご迷惑をおかけした 

方々も見えたと思います。 失礼しました。 

 3回の社会見学の中で、私は信楽の「ＭＩＨＯミュージアム」が印象に残っています。 

参加者が少なくて、行事担当の副会長は苦労されていました。 ご苦労様でした。 

皆さま、平成 29年度は社会見学に多数参加をお願いします。 

 ボランティア活動もゴールデンウィーク中の「とだがわこどもランド春祭り」から 

スタートして平成 28年度は 22回実施しました。 特にとだがわこどもランドは 20 

周年記念行事として、7月の「3Ｄシアター」、8月の「巨大迷路」が各々12日間に 

受付等のボランティアをしていただきました。 

特筆すべきはサンタクロース派遣ボランティアです。 平成 27年度から大幅に増加し、 

保育園、幼稚園、こどもサロン、障がい者施設、老人施設等 35カ所に派遣されました。 

派遣先に穴をあけてはいけないと、またサンタクロースの衣裳が届いていないといけない 

と、社会福祉担当の副会長が人選及び衣裳の手配に大変ご苦労されました。 

本当にお疲れ様でした。 

 同好会も「マージャン同好会」が発足し五つの同好会になりました。 

皆さん全員が何れかの同好会に参加してコミュニケーションの輪を広げましょう。 

 平成 28年度は 30期生が 14名入会してくれました。 「区会説明会」ではもう少し 

手ごたえが有ったのですが？ 新入会の皆さん港鯱城会活動を楽しんでください。 

区会説明会 

サンタクロース派遣ボランティア 



行事報告

　　　　　第2回　社会見学

　　信楽ＭＩＨＯュージアムと忍者博物館

　　　28期　小島　泰子

　当日は、朝から曇り空で途中から雨に降られました。

車窓からは、水墨画のごとく鈴鹿山脈が霧に包まれて幻想的でした。

ラッキーなことに急遽中型バスから大型バスに変更になり、28名がゆったりとくつろいで

バスの中で重さあてクイズをして楽しみました。

　第一目的のミホミュージアムは、信楽の山奥深く大自然の中に佇む自然と調和した

素敵な美術館です。

　館内は「ムガール帝国とマハラジャの宝石展」が開催されており、目も眩む程の宝石が

まばゆい輝きを放っていました。海外の歴史的な展示物も多く、見ごたえがありました。

広大な敷地の中、行きは自然を楽しみながら歩き、帰りは電気自動車に乗り移動しました。

　昼食は、少し遅くなりましたが信楽陶苑たぬき村で、たぬきに迎えられての食事でした。

午後は、伊賀流忍者屋敷で色々な仕掛けの説明を受け、忍者博物館では、忍者が使用した

様々の道具が展示されていました。

　雨の中での見学でしたが、皆様方のお陰で楽しい一日になりました。

ご協力に心より感謝申し上げます。　有難うございました。
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平成 28 年度 ボランティア活動を振り返って 

28期 渡部保男 

昨年は忙しい中、多数のボランティア活動に、ご協力していただき誠にありがとうご

ざいました。１年間無事継続して出来ました事まずはお礼を申し上げます。 

活動を振り返ってみますと、下記の４項目で活動しています。 

1. とだがわこどもランド 

① 5 月スタンプラリー受付 ②花の植え替え（5回） 

➂ 開園20周年行事3Ｄシアター受付 ④巨大迷路受付 ④秋祭り（綿菓子づくり） 

⑤サポート会議（2回） 

●開園 20 周年で、3Ｄシアターと、巨大迷路が追加され忙しいボランティアで

したが、子供達とのふれあいがあり充実したボランティア活動を楽しむことがで

きたのではないかと思っています。 

受付が多かったこともあり今後は足腰の弱い方でも出来るのではないかと思いす。 

2. 港社会福祉協議会 

① ボランティアと遊ぼう（呈茶サービス）② 港区ふれあい広場（綿菓子づくり） 

➂ 港区区民祭り（綿菓子づくり） ④ サンタクロース派遣ボランティア  

⑤ 共生サロン陽まわりボランティア ⑥ 港区ガーデン埠頭花火大会障害者サポ

ート 

●サンタクロース派遣ボランティアは、保育園、幼稚園、介護施設等、昨年に

比べて増加して、参加された人達には、行先衣装の配布先等、戸惑う事も多くあ

ったと思います。 

全員男性の参加でしたが、今後は女性のサンタクロースもぜひ実現を！ 

3. 鯱城会 

① 心の絆創膏配布（2回） ② 鶴舞公園清掃活動  ➂ 堀川清掃活動、 

 ●絆創膏配布は、なかなか受け取ってもらえなく大変でした。 

4. その他 

① 庄内川中堤炊き出しボランティア（2回） 

●災害時の炊き出し訓練の練習として始めたのが現在も継続中 

5. 反省としては無理なく活動していただけるとして、24 期以降の人達を中心に活動

していただきましたが、体調の悪い方は別にして、24 期以前の人達にも積極的に

参加を促せればよかったのではないかと思いました。 

人々とのふれあいを通じて、一日ああ充実して良かったと思えるようなボランティ

アが出来れば、生きがい、やりがい生まれるのではないかと思います。 

１年間活動予定を無事に出来ましたのは、港鯱城会の皆様の温かいご支援と 

ボランティア活動を理解されご協力していただけた賜物と感謝し改めてお礼 

申し上げます、有難うございました。 
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 共生サロン陽まわりのボランティアについて 

                           28期  犬 飼   均 

港区社会福祉協議会「つながり交流実施部会」の一環として 戸田川 農業文化園の東に

民家を借受け共生サロン「陽
ひ

まわり」と「おやこっこみなと」が立ち上がり、港鯱城会から

初年度は 26 期 小林 邦夫さん、2 年目は 27 期 伊藤 勝實さん 3 年目は 28 期 久野 

弥生さん、29期 富屋 孝子さんと私の 3名が参加しました。 

共生サロンは年齢、障害、男女を問わず誰でも自由に参加し一日を楽しく過ごして頂くこと

を目的とした場所です。 

開催日の木曜日には 気功体操、西部いきいき支援センターからの健康講座、他からのゲス

トを呼んでの講演、回想法の行事等一日が楽しく過ごせるように企画されています。 

時には畑で収穫した惣菜が出され「おやこっこ」の皆さんと一か所で食事をしています。 

一般の方と幼児が一緒になって集うところは珍しく学ぶことが有ります。 

私達ボランティアは朝一に開催している旗の掲示、会場準備、受付、飲み物準備、畑の手伝

い、帰りの掃除等です。 

従来は毎週 木曜日開催でしたが 28 年 9 月からは火曜日も開催する事となり 10 月から 

29 期 小林 ふさ子さん、小澄 真弓さんに加わってもらいました。開催日が増え事務局

から港鯱城会にボランティアの増員の要請があり今年度は 8 名の応援をしていただく事に

成りました。鯱城会ＯＢの方もボランティアでなく一度利用されては如何ですか？ 

■ 昨年度の利用された実績 

28年度 開催回数：    63回 

    参加人数：  2,558人  月当  213人 

    内 高齢者： 1,232人      103人 

    おやこっこ： 1,326人      110人 

 

 

■ 人気のある行事 

2周年記念：琴演奏、フラダンスを踊ろう、 

気功体操、誕生日会 

回想法、介護予防、大道芸で遊ぼう、 

お茶会、等です。 

 

  



同好会報告  グラウンド・ゴルフ同好会 

                           世話人 25期 西川 克己 

                               25期 山中 金吾 

 

 シルバーに人気のグラウンド・ゴルフ同好会です。 毎月第 1、第 3土曜日の 9時から 

戸田川緑地第３駐車場北側広場で練習しています。 毎回の出席者は 16～20名と多く 

のメンバーが集まります。 入会金は 1000円ですが、毎月の会費はいりません。 

 しかし、ホールインワンを出す毎に 100円を会費に納めます？。 毎回 2ゲームを 

行いますが、ホールインワンを 3回出すと参加者からお祝金を頂きます。 終了後は近く 

の喫茶店でモーニングを頂き、12時近くまでダベルのも皆さんの楽しみのようです。 

 港鯱城会グラウンド・ゴルフ同好会として年 2回大会を開催します。 平成 29年 5月 

20日に春期大会が開催されました。 上天気で 5月とは思えない暑さの中 19名もの 

参加者が有り優勝を目指して元気にプレーしました。 

また、秋の鯱城会「グラウンド・ゴルフ交歓会」にも港鯱城会から 20名程度が参加して 

毎年入賞者を出す健闘ぶりです。 

 港鯱城会の会員の皆さまグラウンド・ゴルフ同好会に是非入会してください。  

未経験の方も一度体験入会で試してください。 道具はお貸しします。 

 問合せ、ご質問は世話人まで電話してください。 

    世話人 25期 西川 克己  携帯電話  090－4793－3456 
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優勝：２５期 山中 金吾 ２位：２６期 北村 守 ３位：２９期 冨屋 孝子 



同好会報告    パソコン同好会 

 

                            世話人 27 期 武藤 弘 

 

 パソコン同好会は毎月第 2及び第 4水曜日に 1時 30分から、港区社会福祉協議会の 3階に

て開催しています。 初心者にもサポーターの 22 期 小崎 敏美さん、24 期 鳥山 正義

さん、26期 北村 守さんが丁寧に対応します。 

① 町内の役員で、同窓会の幹事で案内文を作成する必要がある。 地図入り、絵入りの

奇麗な案内文が作成できるようになります。  

② グループの会計担当になり収支報告書を作成する必要が出てきた。 お任せください、

会計簿から収支報告書まで作成できます。 

③ 写真をパソコンに取り込み管理したい。 写真を色々と編集して見栄えの良い写真に

変身させます。  

用紙は購入必要ですがプリンターで写真を印刷します。 

 現在は特にカリキュラムを定めず、皆さんに何をやりたいのかを聞いてそれに対応できる

ような進め方をしています。 

また、昼食会、忘年会を行い、和気あいあいとした同好会です。 会費は千円／半年です。 

体験入会をお待ちしています。 問合せ及び体験入会の希望者は世話人の 27期 武藤 弘ま

で電話をして下さい。 

     世話人 27期 武藤 弘 

     携帯：080－4415－7659   固定：052－653－7659 
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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  28期 小島 泰子 

 

   皆さん歩いていますか？ 歩くことが健康の源です。 ウォーキング同好会に入会して 

歩きましょう。 もっとも、ウォーキング同好会は会員制ではなく、自由参加の会です。  

毎月の役員・連絡員会議で、①開催月日、②集合場所、③集合時間、④行先 

⑤掛かる費用を連絡します。 集合時間に集まったメンバーで出かけるスタイルです。 

 また、距離 10キロ以下程度、高低差の少ないコースを世話人及びサポーターの皆さんが

選んでくれます。 気楽に参加してください。 

今までに出かけたコースは、愛岐トンネル通り抜け、半田彼岸花、東山一万歩コース、 

岩崎城、清州城、平和公園、東谷山フルーツパーク等です。 

東山一万歩コースでは半分でやめて東山動物園のゴリラ・シャバーニを見に行く人が半数 

いました。 また、東谷山では登らずにフルーツパークでフルーツフェアーを楽しむ人が 

やはり半数ほどいました。 非常にアバウトな同好会です。 

 平成 29年 4月は荒子川の花見でした。 今年は桜の開花が遅れており咲き始めでした。

5月は鵜沼の森ウォーキングコースに出かけました。 出発前に広場にてサポーターの 

25期 田中 宏昌さんの号令により準備運動をして、いよいよウォーキングコースに 

スタートです。 5 月の新緑の下、さわやかな空気を吸いながら歩きます。 展望台に到

着、きれいな景色を見ながら昼食です。 外で食べるおにぎりは美味しいです。 

6月は「百曲街道」散策です。 あおなみ線「中島駅」を出発、観音堂めぐりです。 

皆さん都合が付くときは是非参加してください。 終了後、喫茶店でのティータイムでお

口の運動も楽しみます 



同好会報告    マージャン同好会 

 

                          世話人 27期 武藤 弘 

 

 女性会員からの強い要請により、平成 28年 10月にマージャン同好会が立ち上がり 

ました。 皆さん全くの初心者で牌を触るのも初めてとの人もいました。 

サポーターの 22期 小崎 敏美さん、26期 榛葉 朝男さん、26期 髙橋 喜久男さん、 

28期 渡部 保男さんがテーブルに参加、あるいは後ろについて教えてもらいます。 

最初は牌を開けてのスタートでした。 

 毎月第 3木曜日の 11時から金山の雀荘「キャスル」で開催しています。 毎回 10人 

程度が集まり、2テーブルで遊んでいます。 1ゲーム終わり 12時半頃から昼食です。 

昼食も自由でおにぎり持参の人、出前を頼む人、外に食べに行く人と様々です。 

費用は１テーブル 4千円（千円／人）です。 終了は 3時半～4時頃です。 

マージャン同好会は参加自由で集まったメンバーで楽しんでいます。 皆さん一度顔を

出してください。 初心者には上記サポーターの人達が後ろに付いてこまごまと教えて 

くれます。 気軽に参加してください。 初めての方は一度世話人の 27期 武藤 弘 

まで電話をしてください。 「キャスル」への道順等を教えます。 

世話人  27期 武藤 弘 

              携帯：080－4415－7659 

              固定：052－653－7659 
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名前：鬼頭　成子

専攻：園芸

クラブ：健康ウォーク

趣味：

《一言メッセージ》
　　よろしくお願いいたします。

名前：倉林　克己 名前：小塚　三恵子

専攻：園芸 専攻：園芸

クラブ：オカリナ クラブ：陶芸

趣味：旅 趣味：野菜作り　

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　体と相談しながら参加させていただきます。 　よろしくお願いいたします。

名前：酒井　美千代 名前：佐野　妙子

専攻：健康Ａ 専攻：健康Ｂ

クラブ：歩いて知ろう会 クラブ：旅行

趣味：散歩 趣味：なし

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　宜しくお願いします。 　明るく前向きで！

名前：高羽　清美 名前：立松　兼光

専攻：福祉 専攻：健康Ｂ

クラブ：フォークソング クラブ：絵手紙

趣味：旅行 趣味：家庭菜園

《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。  　今が一番若いよ！

港鯱城会

入会者名簿

平成２9年度
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名前：松原　明美 名前：三谷　通子

専攻：園芸 専攻：健康Ａ

クラブ：万葉 クラブ：民謡

趣味：旅行 趣味：カラオケ

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　色々な事に参加して、皆さんと過ごしたい  よろしくお願いいたします。
と思います。

名前：望月　誠 名前：盛　貞男

専攻：美術 専攻：陶芸

クラブ：ペーパークラフト クラブ：マジック

趣味：囲碁・将棋 趣味：ウォーキング
麻雀・ウォーキング

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
 よろしくお付き合い下さい。 　新しい体験となります。

ご指導の程よろしくお願いいたします。

名前：山本　幾代 名前：百合草　君江

専攻：環境 専攻：健康Ａ

クラブ：太極拳 クラブ：フォークソング

趣味： 趣味：体を動かすこと

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　よろしくお願いいたします。 　　よろしくお願いいたします。

専攻

健康Ｂ

生活Ａ

生活Ｂ

健康Ｂ

陶芸

生活Ｂ

地域Ｂ

地域Ａ

生活Ａ

氏　名

①②　朝日　慈津子

　⑪　犬飼　まき子

　⑦　井上　保美

　⑦　大窪　ケイ子

　⑨　河合　隆司

　⑩　川上　茂雄

　⑨　鬼頭　詔次

文化Ｂ

生活Ａ

陶芸

健康Ａ

氏　名

　④　都築　輝昭

　④　寺田　弘子

　⑪　西尾　美知子

①②　深草　良一

平成29年度　31期生在校生（17名）

生活Ａ

健康Ｂ

地域Ｂ

生活Ｂ
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　⑪　田中　すま子

　④　白上　尚明

　⑨　水間　則子

　⑤　三輪　信子

　⑪　山田　一宏

①②　若松　澄子

専攻



30期投稿

　　港鯱城会に入会にあたって

　30期　盛　貞男

　＊　インタビュー形式でお答えいただきました。

①　港鯱城会に入られた動機？

　Ａｎｓ：　多少のボランティア活動が出来るのかなー。

②　鯱城学園では園芸を専攻されましたが心得があったのですか？

　Ａｎｓ：　初めてです。

③　クラブではマジックとなっていますが、以前からされていましたか？

　Ａｎｓ：　鯱城学園に入学してから　

④　鯱城学園で良かったことは？

　Ａｎｓ：　園芸を専攻して団結力が出来た。

⑤　卒業後は、園芸専攻の30期会をつくられましたか？

　Ａｎｓ：　検討中です。

⑥　同様にマジッククラブで活動されていますか？

　Ａｎｓ：　チャンスがあれば、やりたいと思います。

⑦　来年の総会・懇親会でマジックの要請があったら任せなさい！ですか？

　Ａｎｓ：　共演者がいれば…5人程度

⑧　港鯱城会には、五つの同好会（パソコン・グラウンドゴルフ・カラオケ・

　ウォーキング・マージャン）ありますが加入予定は？

　Ａｎｓ：　今のところ予定はありません。

⑨　今後、港鯱城会に期待されることは？　

　Ａｎｓ：　皆さんで協力してやっていくことを期待したい。
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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） 

 

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～ 
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「こどもまつり」は今年も盛況でした！ 
-とだがわこどもランド- 

 

 とだがわこどもランド恒例行事「こどもまつり」は５月３日～５日の３日間開催し、今年も

うりんこ公演・工作体験・わたがしづくり・スタンプラリー・プレーパーク・こどもの日あそ

びなど、多くの企画を用意し、３日間合計で 63,340人の来館者を迎えました。 

 昨年、開館 20 周年の節目にあたり、３体のキャラクターのうち「かっぴー」を更新いたし

ました。今年は学生ボランティアの参加を多くいただいたこともあり、このキャラクターたち

の「握手会・撮影会」を従来の１日３回から４回に増やしました。じゃぶじゃぶ池側の出入口

に出てきたところで、あっと言う間に大勢の子どもたちに囲まれていました。（右上画像） 

 昨年に引き続き、３日には、市子ども福祉課による「オレンジリボンキャンペーン」と、南

陽高校の生徒さんによる「フェアトレードブース」が開設されました。両者とも非常に大きな

意義のある啓発課題であり、今後も継続して開催したいと考えています。 

 鯱城会ボランティアの皆様のご協力のもと行うスタンプラリーも、もちろん大盛況で、３日

間のラリー参加児童は 2,890 人にのぼりました。鯱城会の方々には３つのポイントで従事い

ただき、その中で多くの子どもたちの笑顔を見ることができました。こどもランドのまつりが

盛大に開かれ、地域の皆様に楽しんでいただくために、鯱城会をはじめとするボランティアの

方々のご協力は欠かすことができません。 

 港鯱城会の皆様には改めてご協力に感謝いたしますとともに、今後もご支援賜りますようお

願いするものであります。           （とだがわこどもランド館長 森山正治） 



  ボランティア活動のお知らせ 

        

         １．2017年度春の中堤防クリーン大作戦ボランティア 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ・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  

            ・ボランティア内容：巨大迷路入・出口の児童の誘導、整理 
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番号 月 日 曜日 期 氏 名 期 氏 名 

１ ５月 27日 土 

２５期 藤村 重子 ２５期 鳥山 正義 

２５期 山中 金吾 ２６期 北村 守 

２７期 加藤 洋子 ２７期 武藤 弘 

２８期 小島 泰子 ２９期 中野 節子 

２９期 安井 保子 ２９期 窪野 みやこ 

２９期 市川 達 ２９期 小澄 真弓 

２９期 富屋 孝子 ３０期 松原 明美 

３０期 佐野 妙子 ３０期 百合草 君江 

３０期 倉林 克巳 ３０期 立松 兼光 

 

・集合場所：庄内川中堤防 南駐車場  

・集合時間：8時 30分  

・ボランティア内容：炊き出し（おにぎり作り他） 

 

２．とだがわこどもランド巨大迷路（12日間） 

番号 月 日 曜日 期 氏 名 期 氏 名 

1 ８月６日 日 ２６期 髙橋 喜久男 ３０期 小塚 三恵子 

2 8月 8日 火 ２６期 小林 邦夫 ２６期 加藤 さだよ 

3 8月 9日 水 ２９期 成田 博 ３０期 百合草 君江 

4 8月 10日 木 ２６期 今井 力 ２９期 河西 芳子 

5 8月 11日 金 ２６期 岩田 勝秋 ２９期 市川 達 

6 8月 12日 土 ２５期 佐野 朋子 ２５期 石野 順造 

7 8月 13日 日 ２７期 伊藤 勝實 ３０期 酒井 美千代 

8 8月 15日 火 ２８期 小島 泰子 ３０期 盛 貞男 

9 8月 16日 水 ２９期 鈴木 誠吉 ２７期 加藤 洋子 

10 8月 17日 木 ２９期 中岡 登美子 ３０期 立松 兼光 

11 8月 18日 金 ２６期 石川 東一 ３０期 鬼頭 成子 

12 8月 19日 土 ２７期 武藤 弘 ３０期 高羽 清美 



編集後記 

 

 

 平成 29年 6月 15日（木）【港鯱城会 第 36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」館長 森山 様、「港区社会福祉協議会」 

主事 竹之内 様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。 

 

 30期生が 13名と多数入会してくれましたことに感謝いたしております。 

 

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「港鯱城会」の 

地域へのボランティアを中心とした活動状況をご理解いただければ幸いです。 

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  28期 坂野 一博 

  編集委員   27期 武藤 弘 

         29期 市川 達、 安井 保子、 小林 ふさ子、佐藤 諄二 

         30期 望月 誠、 立松 兼光、 小塚 三恵子 

 

 

 

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 29年 6月 15日（木） 
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