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港鯱城会のスローガン

高齢者の健康と安全生活

こどもまつり《とだがわこどもランド》



ごかつやく

２７期 健康学科

武藤 弘

鯱城会等の略歴

昭和２１年１０月 三重県松阪市出身

＊松阪と言っても奈良県境に近い山の中です。

＊若いころに知人を実家に案内した時、家も街頭もない真っ暗な道を

バスが進むので「大丈夫か？」と心配されました。

＊名古屋に出てきた時も関西弁（松阪弁）が丸出しで、あちらこちらで

「何処の出身？」とよく聞かれました。

平成２４年４月 鯱城学園健康学科に入学

＊男女比が「１：５」の女性上位のクラスでびっくりしました。

＊そのような関係もあり学生協議会の体育委員を拝命しました。

＊２年生では体育委員長として「体育祭」を任されました。

平成２６年３月 鯱城学園卒業

港鯱城会に入会

平成２７年４月 港鯱城会会長の就任

平成２８年４月 港鯱城会会長留任

＊２年間も会長を行いましたが、皆さまにはご迷惑をおかけしたと反省

しています。 ご協力ありがとうございました。

＊港鯱城会も会員数が少ないですが、みんなで盛り上げましょう。

現在の状況 港鯱城会パソコン同好会世話人

港鯱城会マージャン同好会世話人

健康２７ＯＢ会幹事（卒業以来の幹事です？）

２７期歴史愛好会ＯＢ会（ニーナさくら会）幹事（卒業以来の幹事です？）

歴史愛好クラブ通年ＯＢ会世話人

町内老人会（ほとんど活動していません！）
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挨 拶

港鯱城会会長 市川 達

平成３０年４月２４日（火）に開催されました港鯱城会総会にて、平成３０年度会長

に任命されました市川です。（２９期美術専攻、水墨画クラブ、東築地学区）

今年度、３１期生７名の方に入会いただきましたが、港鯱城会の会員数は７８名と名

古屋市１６区鯱城会のうち最小の人員です。

港区は１６区で最大の面積ですが、港区には天白川、大

江川、山崎川、堀川、中川運河、荒子川、庄内川、新川、

東小川、戸田川、福田川、日光川が流れております。川向

こうに行くためには、橋まで行かなければならず、行動範

囲が狭くなりがちでした。これが面積の割りに港区在住の

鯱城学園学生が少ない一因ではないかと考えます。

港鯱城会は、ある学区を拠点とする会ではなく、会員の

皆様が港区の各学区に住んでみえる広範囲の会であります。

各学区間の連携を良くし、港区全般のコミニュケーション

を図るのに適している会と思いますが、いかがですか。

今年度は、港鯱城会ネーム入りの帽子を新調することにしました。港鯱城会のボラン

ティア活動の大半は、とだがわこどもランドでの行事、港区社会福祉協議会関連の行事

など、老若男女の大勢の方と接する機会があります。その機会を利用し港鯱城会を大い

にＰＲし、港区在住の鯱城学園学生を増やしたいと考えております。

鯱城会の皆様、１年間よろしくお願いいたします。

港区南陽町田園（しらさぎの群れ）

－２－

堀川クリーン大作戦



平成３０年度 港鯱城会総会・懇親会

２９期 市川 達

平成３０年４月２４日（火）11 時から、港区社会福祉協議会３階研修室において港鯱城会総

会・懇親会が開催されました。来賓として港区社会福祉協議会の次長 野川 すみれ様、西川

博勝様にご出席いただきました。今年度入会されました３１期生７名を含め、港鯱城会会員

７８名中４９名の参加でした。

総会において、平成２９年度行事活動報告・ボランティア活動報告・同好会活動報告・決算

報告・会計監査報告が承認されました。続いて、平成３０年度会則見直し（第７条、昨年度総

会で提案し了承されました、港鯱城会年会費１５００円から２０００円への値上げを明文化し

ました。）、役員（案）・行事計画（案）・予算（案）が提案どおり承認されました。また、坂野

前会長発案の、港鯱城会ネーム入りの帽子を新調することが承認されました。

懇親会においては、三遊亭はぼたん 様（中川鯱城会 ２７期文化Ｂ）の落語でスタートしま

した。続いて、３０期 盛 貞男様のマジックショーと大いに盛り上がり、楽しく食事会になり

ました。

皆様のおかげで平成３０年度港鯱城会総会・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。

総 会

三遊亭はぼたんさんの落語 30 期 盛さんマジックショー

－３－



港鯱城会　平成30年度　役員組織
　　　　　平成30年4月～平成31年3月

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 市川　達 29 坂野　一博 28

副会長

総務委員 会議に準備（場所の予約、設営、資料） 佐藤　諄二 29 盛　貞男 30

社会福祉委員

ボランティア活動の参加者選定、確認

坂野　一博 28

成田　博 29 百合草　君江 30
①港区社会福祉協議会の会合に参加 小澄　眞弓 29 井上　保美 31

②港区ボランティア連絡協議会に参加 小林　ふさ子 29 大窪　ケイ子 31
③共生型サロン「陽まわり」に参加 富屋　孝子 29 田中　すま子 31

松原　明美 30 若松　澄子 31

行事委員 港鯱城会の各行事の企画・実施 酒井　美千代 30 小島　泰子 28
会計 港鯱城会の金銭の管理 山本　幾代 30 安井　保子 29

監査 会計監査
犬飼　均 28
渡部　保男 28

本部運営

幹事会 鯱城会本部の幹事会に参加 高羽　清美 30 小林　ふさ子 29

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 伊藤　勝實 27

社会奉仕委員会 鯱城会本部の社会奉仕委員会に参加 坂野　一博 28 鬼頭　成子 30 成田　博 29

顧問
高橋　喜久男 26 武藤　弘 27 伊藤　勝實 27

伊相　勝昭 27 渡部　保男 28 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 若松　澄子 31 （盛　貞男） 30 （江崎　典子） 29
③連絡員 正保・明徳 ①役員・連絡員会議に出席。 三谷　通子 30 山本　幾代 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 渡部　保男 28
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 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 市川　達 29

⑦連絡員 高木・神宮寺 　　　を教わってください。 井上　保美 31 大窪　ケイ子 31 （松原　明美） 30
⑧連絡員 稲永・野跡・港西 倉林　克己 30 中野　節子 29

⑨連絡員 大手 鬼頭　詔次 31 （奥村　正子） 29
⑩連絡員 西福田・福春 川上　茂雄 31 百合草　君江 30 （佐藤　諄二） 29

⑪連絡員 南陽・福田 田中　すま子 31 山田　一宏 31 （高羽　清美） 30

役職 担当 担当業務 氏名 期 氏名 期 氏名 期

編集委員会 編集委員 港鯱城会会報の編集
市川　達 29 佐藤　諄二 29 坂野　一博 28

武藤　弘 27 小林　ふさ子 29 倉林　克己 30
安井　保子 29 盛　貞男 30 鬼頭　詔次 31

作品展実行
委員会

作品展実行委員 作品展の準備・運営
市川　達 29 佐藤　諄二 29 坂野　一博 28
武藤　弘 27 盛　貞男 30 三谷　通子 30

酒井　美千代 30 川上　茂雄 31 山田　一宏 31

-
4
-



港鯱城会　平成30年度　事業計画
　　　　　　　　平成30年４月～平成31年3月

月 日 曜 事業行事活動内容 備　　考
4 24 火 平成30年度　港鯱城会　総会・懇親会 31期入会者歓迎会を兼ねる

5

3 木 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

9 水 とだがわこどもランド花植栽ボランティア（1回） プランター花植え　　　　　　　　　　　 ８名予定

23 水 地域ミーティング 第1回33期対象（1年1学期） ８名予定

26 土 春の藤前干潟クリーン大作戦ボランティア（28回） 中堤炊き出し　　　　　　　　　　　　 12名予定

6
14 木 「第37号　港鯱城会」発行

19 火 地域ミーティング　（6月18日～6月21） 第3回32期対象（2年1学期） ８名予定

7
11 水 とだがわこどもランド花植栽ボランティア（2回） プランター花植え　　　　　　　　　　　 ８名予定

第１回社会見学会

8
5 日 港区ボランティアとあそぼ！！ 呈茶サービス　　　　　　　　　　　　 １０名予定

5 日 とだがわこどもランド巨大迷路 5日～18日　１２日間　　　　　　 各日２名予定

9

12 水 とだがわこどもランド花植栽ボランティア（3回) 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

10

6 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13日（土）　　　　　　　８名予定

6 土 とだがわこどもランドランド秋祭りボランティア 6日、7日　　綿菓子　　　　　　　各日６名予定

27 土
ふれあい広場ボランティア 作品展呈茶サービス　　　　　　　　 8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　　　　　　　　　　　　　　　　　　5名予定

27 土 秋の藤前干潟クリーン大作戦ボランティア（29回） 中堤炊き出し　　　　　　　　　　　　 12名予定

― ― 鯱城会　グラウンドゴルフ交歓会 鯱城会　　

11

3 金 港区民祭り　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

21 水 とだがわこどもランド花植栽ボランティア（4回） プランター花植え　　　　　　　　　　 ８名予定

10 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（日）　　　　　20名予定

26 月 第37回　公開講演会 鯱城ホール5Ｆ

30 木 地域ミーティング 第2回33期対象（1年２学期） ８名予定

30 金 第16回　港鯱城会趣味の作品展 11月30日～12月2日（３日間）

12

1・2 土 第16回　港鯱城会趣味の作品展 ポートビル２階回廊ギャラリー

― ― 鯱城会１６区フェスティバル 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40ヶ所　　　　　　　　　　      50名予定

1
13 日 とだがわこどもランド　お正月まつり 綿菓子　　　　　　                        ６名予定

26 金 区会説明会 32期対象 ８名予定

3

― ― 第３回社会見学

― ― ＯＢ文化祭

13 水 とだがわこどもランド花植栽ボランティア（5回) 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

― 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。

－５－
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平成 29 年度 港鯱城会活動を振り返って

平成 29 年度会長 28 期 坂野 一博

平成 29 年度会長の 28 期 坂野 一博です。

皆さまのご協力のもと、1 年間事故なく無事に港鯱城会の活動を行うことが出来ました。

あらためて感謝申し上げます。

16 区で最小の会員数 86 名でしたが、港区社会福祉協議会、とだがわこどもランドさん

から依頼のボランティア活動に、協力しあって纏まりのある、地域に存在感のある会であ

ったと思っております。

29年度の活動の中で、注力したのが鯱城学園の生徒さん対象の地域ミーティングでした。

4 月に入学されたばかりの 1 年生（32 期）に、2 年後の鯱城会での活動を 5 月に紹介する

のは、時期尚早か？ …と思いながら（かつて自分自身が、そうであったように）

会として社会貢献する中で、楽しさや充実感、地域の皆さんとの繋がりを、どうお伝え

することができるか？ お互いの顔と名前が見えるように名札を用意したりして…。

多くの方に入会いただきたい思いで、進行方法などに工夫しました。

6 月に実施した 2 年生（31 期）の地域ミーティングでは、名古屋港湾空港技術調査事務

所副所長 日置様にお越しいただき、港区の住民にとって避けられない「南海トラフ地震」

を中心とした内容で、液状化現象や津波の高さ？など、かつて伊勢湾台風を経験されご苦

労された皆様から、防災について熱心に多くの質問が出たことを覚えております。

最も良かったのは、何と云っても「16 区フェスティバル」でした。早朝に体育館の外で

港鯱城会の旗を掲げ、寒いね！と会長らと話しながら、皆様をお待ちしたのも楽しい思い

出です。 会場に入れば青いハチマキと赤の羽織を纏い、大声で港鯱城頑張れ！と 100 円メ

ガホンで叫び、応援者と競技者がひとつになれた気がしております。ともかく熱くて長い

最高の一日でした。 30 年度も、是非とも実施して欲しい！と切に願う次第です…。



行事報告

第２回社会見学 キューピーマヨネーズ他

27 期 武藤 弘

平成 29 年 11 月 10 日（金）第 2回社会見学が開催されました。 24 名が参加して、

最初は「トヨタエコフルタウン」の見学です。 地球にやさしい都市造りの展示場です。

水素ステーション、電気自動車、スマートハウスのモデル住宅も 4棟ほどあります。

皆さん電気自動車がお気に入りでした。

昼食後に、今回のメイン「キューピー

マヨネーズ」の工場見学です。 大量の

卵が次々と割られ、黄身だけを使用して

マヨネーズが造られます。 但し、白身

はケーキに、殻はチョーク等に活用され

るそうです。

三番目は「豊田市美術館」で美術鑑賞

です。 近代芸術の彫刻・絵画に首を

傾げるばかりの芸術鑑賞になりました。

時間の関係で「トヨタ会館」はスキップ

して 6時前に帰着しました。 皆さま

お疲れ様でした。

－７－



ボランティア活動報告

平成 29 年度ボランティア活動を振り返って

２９期 佐藤 諄二

昨年度はご多忙の中、多数のボランティア活動にご協力いただき誠にありがとうござ

いました。ボランティア委員長を引き受けた時は全く自信がありませんでしたが、前任

者のご助言、会員の方々のご協力でなんとか１年間終えることが出来ました。改めて感

謝申し上げます。

港鯱城会活動内容を振り返ってみますと、下記４項目で活動してきました。

１．活動実績

⑴ とだがわこどもランド関係

・花の植え替え（４回/年） ・春祭り（スタンプラリー） ・８月の巨大迷路

・秋祭り ・お正月祭り（綿菓子作り）

巨大迷路のボランティアは長時間、活気ある子供達に振り回され、少々皆さんお

疲れ気味でしたが子供達よりパワーをもらいました。

⑵ 港社会福祉協議会関係

・陽まわり共生サロンボランティア（実績延日数 76日、延人数 102 人参加）

・ボランティアと遊ぼう（呈茶サービス）

・港区ふれあい広場（綿菓子、赤い羽根募金）（雨天で中止）

・区民祭り（綿菓子、赤い羽根募金） ・介護フェアー（綿菓子、赤い羽根募金）

・サンタクロース派遣事業（初めて女性３名参加、実績 ３８施設４２名参加）

⑶ 鯱城会関係

・心の絆創膏配布（２回/年） ・堀川清掃大作戦作戦

・鶴舞公園クリーンキャンペーン（雨天で中止）

⑷ その他

・庄内川中堤クリーン大作戦（春）炊き出しボランティア

・庄内川中堤クリーン大作戦（秋）（雨天で中止）

・ウィメンズマラソンボランティア（伏見鯱城学園付近）１４名参加

２．お願い

ボランティアは自主参加が基本ですが、希望者を募る時間もなく、任意に指名さ

せていただきました。皆さん快く引き受 けて頂き感謝しています。

特にサンタクロース派遣事業では人選に苦労し、数名の方には３か所の施設を掛

持ちでお願いしました。

今後、会員数の減少に伴い健康な方で幅広く参加

をお願いしなければ、人員の確保が難しくなってき

ます。

超高齢社会になりボランティア活動はますます必

要となります。私達もいずれはお世話になるかもし

れません。

健康が許す限り社会奉仕活動に参加出来たらと思っ

ています。

今後ともボランティア活動のご理解、ご協力よろし

くお願い致します。

－８－

サンタクロース派遣事

業



共生サロン陽まわりのボランティア

28 期 犬飼 均

港区社会福祉協議会の「つながり支え合い活動」の一環として「とだがわこどもランド」

の東 300ｍ先の民家を借受けた「高齢者の憩いの場と母親と幼児の遊びの場」が今年で 3

年と成りました。

私達港鯱城会のボランティア活動のメンバーも 29 年度は 8名になりました。

開催の日は 朝９時 会場の準備、看板、旗出し、１０時から受付 飲み物の準備 畑

の手伝い、夕方は会場の掃除、トイレ掃除、看板、旗のかたずけなど弁当持参です。

共生サロンの開催日は毎週 火曜日と木曜日の２回、1か月 8回です。

開催日は午前、午後に分けて色々退屈しないように企画を考えております。

定期的には西部いきいき支援センターさんの認知症の予防指導、認知症予防リーダーさん

の回想法、その他気功体操、介護相談等 参加者が一日楽しく過ごして頂く場所となってい

ます。今年 2月３日の３周年記念行事は区長さん始め名士の方の挨拶を受け、落語、大正

琴、民謡など盛大なうちに終わりました。参加者も１６０人でした。

港鯱城会の方も一度ご利用しては如何ですか、２００円でコーヒー、パンが付きます

昼は時々ですが隣の畑で収穫した野菜の惣菜が出る時も有ります，是非ご利用下さい。

２９年度メンバーは２９期 富屋 孝子、小林 ふさ子、小澄 真弓、３０期 鬼頭 成

子、松原 明美、百合草 君江、高羽 清美（敬称略）です。 以上

民謡の演奏会 昼の食事風景

民謡の演奏会 昼の食事風景

－９－



グランドゴルフ同好会

世話人 ２５期 西川 克己

世話人 ２５期 山中 金吾

今、シルバーに人気のグラウンド

ゴルフです。 毎月第１、第３土曜日

の９時から戸田川緑地第３駐車場の北

広場で練習しています。

入会金千円です。 会費は要りません

が、ホールインワンを出すたびに百円

を会費に払います。 但し、８ホール

２ゲームで３回のホールインワンを

出すと参加者からお祝金を頂きます。

港鯱城会は春・秋の大会が有ります。

また、鯱城会主催のグラウンドゴルフ

交歓会にも参加します。

未経験の方も一度体験してください。 体験時の道具はお貸しします。

グラウンドゴルフ同好会に問合せが有りましたら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 ０９０－４７９８－３４５６

世話人 ２５期 山中 金吾 携帯電話 ０９０－９９２８－７６４３

パソコン同好会

世話人 ２７期 武藤 弘

パソコン同好会は港区社会福祉協議

会３階で、原則毎月第２、第４水曜日

に開催しています。 毎回１０名程度

の参加者です。

①写真をパソコンで管理したい。

②年賀状をパソコンで作成したい。

③地図入り・写真入りの案内チラシ

を作りたい。

等々、パソコンを使う必要が出来たら

是非参加してください。

会費は半年千円です。 パソコンは

各自持参です。 初心者にも丁寧に

サポータのみなさまが指導します。 また、「このような内容を教えてほしい。」との要望

があれば、それに関連した教材を作成して次回・次々回に勉強します。

盛夏懇親会・新年会も開催して和気あいあいの同好会です。

パソコン同好会に何か問い合わせが有れば世話人まで電話してください。

世話人 ２７期 武藤 弘 携帯電話 ０８０－４４１５－７６５９

同好会報告

同好会報告
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同好会報告 ウォーキング同好会

世話人 ２７期 伊藤 勝實

世話人 ２７期 伊相 勝昭

皆さん歩いていますか？ 健康の源は

歩くことです。 ウォーキング同好会

開催のウォーキングに参加しましょう。

メジャーな「半田の彼岸花」「東山一万

歩コース」「愛岐トンネル」にも出かけ

ますが、マイナーな右写真にある「百曲」

等にも出かけます。

ウォーキング同好会の開催の案内は

役員・連絡員会議の資料としてその都度

チラシを入れます。 チラシに記入され

ている集合場所、集合時間に集まってく

ださい。 特に参加・不参加の連絡等は

必要ありません。 集合時間が来たら自動的に出発します。 遅れないように！

ウォーキング同好会に問合せ等が有りましたら、世話人まで電話してください。

世話人 27 期 伊藤 勝實 携帯電話 ０９０－７８６０－５５５４

世話人 27 期 伊相 勝昭 携帯電話 ０９０－１７２７－０９５０

カラオケ同好会

サポーター ２２期 小崎 敏美

カラオケファンの皆で唄いまくりです。

カラオケ同好会は毎月第２土曜日 13 時～

17 時に入場の「ビッグエコー」で開催

しています。 開催時間中は出入り自由

です。 気楽に参加してください。 料金

はフリードリンク付き１０８０円です。

港鯱城会の総会、忘年会後も臨時会合を

開きます。 また、港区老人会のカラオケ

大会にも何名かが参加して「港文化小劇

場」

の舞台でも美声を披露しました。

毎回参加人数は１０名前後です。

それぞれ歌に個性が出て、「さだまさし」が好きなＩさん、奇麗な声・高エネルギーのＦ

さん、低音が得意のＳさん、「五木ひろし」が得意のＴさん、新しい歌を追い求めるしぶい

等々個性派ばかりです。

カラオケ同好会に何か問い合わせのある方は下記までお願いします。

世話人 25 期 藤村 重子 携帯電話 ０９０－１０９７－９４６２

サポーター 22 期 小崎 敏美 携帯電話 ０９０－５０３４－６２２５

同好会報告

同好会報告
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同好会報告 マージャン同好会

世話人 2７期 武藤 弘

マージャン同好会は平成２８年１０

月に立ち上げたばかりで、まだ約１年間

しか経過していません。 また、月１回

と開催数も少なく、皆さんなかなか役

が覚えられないようです。 それでも

根気よく２２期小崎敏美様、２６期榛葉

朝男様等の先生（サポーター）がたに

教えを乞うております。 いずれは港鯱

城会マージャン大会を開催したいと

考えています。

毎月第３木曜日 11 時から金山の雀荘

「キャスル」で、大体 2 卓で開始します。

卓代は 4 千円（千円／人）です。 昼食は持込ＯＫでお弁当を持ってくる人、外に食べに

行く人と色々です。 終わりは 3 時半～4 時です。 見学、体験入会歓迎です。

マージャン同好会に何か問い合わせが有れば世話人電話してください。

世話人 ２７期 武藤 弘 携帯電話 ０８０－４４１５－７６５９

同好会の案内

パソコン グラウンドＧ カラオケ ウォーキング マージャン

開催場所 港社協３階
戸田川緑地

第３駐車場北

ビッグエコー

入場店
その都度連絡

金山雀荘

キャッスル

開催日時

原則

第２，４水曜

１時３０分～

原則

第１、３土曜

９時～

原則

第２土曜

１時～

その都度連絡

原則

第３木曜

１１時～

会費 千円／半年
入会金のみ

千円
実費 実費 実費

その他 パソコン持参
Ｈインワン毎

１００円

参加時間は

出入り自由

７月８月１月

２月はお休み
初心者ばかり

世話人

２７期

武藤 弘

２５期

西川 克己

山中 金吾

２５期

藤村 重子

２７期

伊藤 勝實

伊相 勝昭

２７期

武藤 弘

サポーター

２２期

小崎 敏美

２４期

鳥山 正義

２６期

北村 守

２２期

小崎 敏美

２２期

小崎 敏美

２３期

榊原 信義

２５期

田中 宏昌

２６期

高橋喜久男

２２期

小崎 敏美

２６期

榛葉 朝男

２８期

渡部 保男

同好会報告

同好会報告
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平成30年度 名前：井上　保美

港鯱城会
専攻：生活Ｂ

クラブ：フォークソング

入会者名簿
趣味：歌うこと

《一言メッセージ》
　　みなさんと仲良く活動したい

名前：大窪　ケイ子 名前：川上　茂雄

専攻：健康Ｂ 専攻：生活Ｂ

クラブ：コーラス クラブ：太極拳

趣味：体を動かすこと 趣味：太極拳
　　　　 　　　ウオーキング

　　　読書
《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　鯱城に入ったことで活動範囲が広がり 　“明るく楽しく元気よく”がモットーです。
　毎日が楽しい。

名前：鬼頭　詔次 名前：田中　すま子

専攻：地域Ｂ 専攻：生活Ｂ

クラブ：歩いて クラブ：絵手紙
　　　　知ろう会
趣味： 趣味：書道始めました

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　　毎日少しづつ歩いたり、地区会館で体操
　したりしています。

名前：山田　一宏 名前：若松　澄子

専攻：地域Ｂ 専攻：生活Ｂ

クラブ：パソコン クラブ：民謡
　　　　ペイント
趣味：ゴルフ 趣味：音楽鑑賞
　　　水彩画

《一言メッセージ》 《一言メッセージ》
　活動の様子が分かりません。 迷惑をかけないよう頑張ります。
　1年間様子を見させて下さい。

―１３―
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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３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 地域福祉推進スタッフ 西川）

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 みんなで学ぼうさい

「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３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～

－１４－



「鯱」城ならぬ「グランパス」くん現る！！
-とだがわこどもまつりの巻-

今年も５月３日～５日の３日間をメインに、こどもランド最大のおまつり「とだがわこ

どもまつり」を開催しました。５人の道化師による「コメディクラウンサーカス」をはじ

めとして、ランドの各部屋と屋外でたくさんの企画を提供し、楽しんでいただきました。

第１日の３日はやや天候が不安定でしたが、その後は好天に恵まれ、３日間合計で 57,220

名の来館者を迎えました。

大規模なまつりはボランティアの方々のご協力なしには成立しません。今回も地域や学

校など各方面のボランティア延べ 120 名のご支援を受けました。港鯱城会の皆様には、例

年どおりスタンプラリーの各ポイントを担当していただき、合計約 2,600 名の子どもたち

の笑顔を見ることができました。ほんとうにありがとうございました。

下の写真にあるのは、ランドのキャラクターかっぴー、ひらら、ぷるぷるですが、今年

はなぜ か見慣れぬモノクロ物体が・・・。「シャチ」のようですが、やたらと態度がでか

く、トリッキーな動きをするため、物珍しさも手伝って子どもたちの人気を集めておりま

した。実はこれ、子ども福祉課の「オレンジリボンキャンペーン」（子ども虐待防止啓発）

の応援に参加した名古屋グランパスのマスコット「グランパス（鯱）くん」で、着ぐるみ

の中には若きグランパス職員が入っていたようです。さすが、動きの良さに納得したとこ

ろです。

港鯱城会の皆様には改めてご協力に深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）
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編集後記

平成 30 年 6 月 14 日（火）【港鯱城会 第 3７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 正治様、「港区社会福祉協議会」

西川 博勝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。

3１期生は 7名の方が入会してくれましたことに感謝いたしております。

反面、脱会された方が 14 名となり、年々減少傾向であり少し寂しくなりました。

来年度は多くの卒業生が入会されることを念願しております。

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 29 期 市川 達

編集委員 27 期 武藤 弘

28 期 坂野 一博

29 期 佐藤 諄二、 安井 保子、 小林 ふさ子

30 期 盛 貞男

31 期 川上 茂雄

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３０年６月１４日（木）
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