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新会長挨拶                   ２８年度会長  田中 重英 

平成２年５月９日、２７名で発足しました瑞穂鯱城会は、今日では２９期

生２１名を迎え、会員数 228 名の大きな組織に成長いたしました。この間、

１２の同好会、地域貢献ボランティア、地区鯱城会としては稀な１泊旅行

等、多彩な活動をして参りました。 

 

また、平成８年から始まった「趣味の作品展」は、年々規模を拡大し、

今年は１０月１２日（水）～１６日（日）までの５日間、名古屋市博物館３階

ギャラリーにて開催する予定になっております。これもひとえに先輩諸兄

が、大切に守り育ててこられました歴史と、ご尽力に敬意を表すると共に、

厚く御礼を申し上げます。 

 

さて、本年は、２８期生を中心に２９期生と協力しながら、瑞穂鯱城会

の運営を担って参ります。「元気に、明るく、楽しく」皆で創る瑞穂鯱城会を目標に、運営をして参り

たいと思います。 

２８期生全員一致協力して運営をして参る所存ですが、何せ微力であります。至らぬ点・不行き

届きの点が多々発生するかと思いますが、先輩諸兄におかれましては、変わらぬご指導とご協力を

お願いいたしまして、会長就任のご挨拶とさせて頂きます。 

今年のテーマ : 元気に、明るく、楽しく、皆で創る瑞穂鯱城会 

 

27 年度を振り返って           27年度会長  酒井 清夫 

会長候補がいなくて 26期の会長・役員を悩ませました。散々悩

みましたが、25年度 ESD世界会議に鯱城会が久屋会場で市民に活

動を伝えましたので、さらに瑞穂鯱城会で地域や弱者・子どもに伝

えるいい機会と考えお請けする事にしました。 

 

例えば「NIE」を小・中学生と学び考えるヒントを新聞から見つ

け、社会の情勢を知って欲しい、社会福祉協議会は「子育てサロン

が巷に立ち上がり、瑞穂鯱城会も行政と連携すべきで、会員が学ぶ

機会が必要」と考えました。又、市の児童福祉施設である「ひばり

荘」で家庭生活ができない子どもに「ふれあいが必要」と考えて「畑

で野菜栽培を共に」と、都市センターの【街づくりの助成】に相談

しました。残念なことに社福さんの事情や荘内の改築が進行中のため提案が実現できなかっ

たので、工事完成後には引き継いで頂きたい。又、園芸学科のあやめ会と連携し環境大学共

育講座「地産・地消を学んで健康長寿！！」を開催し、大学を通じ瑞穂鯱城と市民との学び

を伝えました。 

高年大学・鯱城会３０周年記念式典や同窓会に瑞穂の歴代会長初め２６名の方に参加を頂

き、会長・市長はじめ恩師も全員参加頂き旧交を温めました。 

瑞穂鯱城会も後数年で 30周年を迎えるという歴史の重さを実感する 1年でした。 

ありがとうございました。 
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 第 1回 

今年の新しい企画として、「瑞穂鯱城会の宝」を掲載することにしました。宝とは瑞穂鯱城会の

皆さんで大切にしていきたいと考えていることです。第 1回は創立 20周年を迎えた平成 22年度

会長であられた宝角 茂さんにお願いをしました。 

 

一本の桜の木（記念樹）              ２２期  宝角 茂 

 

会員の皆様 瑞穂陸上競技場南マラソンゲート前に一本の小さな桜の木があることをご

存知でしょうか。２３期以前の方々はご記憶のことでしょう。今年４月の瑞穂鯱城会総会

の席で、この桜について近々の会員に聞いたところ、知らない、見たことがない、聞いた

ことがないとの返事であった。時は流れ過去は忘れ去られるものであるが、古い伝承・伝

統が薄れて行くこの世の中、引き継がれ、伝えられ、守るものがあっても良いのではない

かと当時を思いめぐらす。 

  

平成２２年度に瑞穂鯱城会は創立２０周年を迎えました。この節目を迎えるに当たり、

これまでの２０年の足跡を想い、これからの役割を考え、瑞穂鯱城会の会員と会員、瑞穂

鯱城会と地域をつなぐシンボルとして、また新たな出発点として、瑞穂鯱城会２０周年記

念植樹をして、名古屋市に寄贈したのがこの桜「ヒガンザクラ」です。 

尚 この記念事業は会員の皆様の寄付金により行いました。 

（参照：瑞穂鯱城会便り５９号） 

  

山崎川のソメイヨシノよりも一週間ほど早く、薄紅色の可憐な花を咲かせる。特に咲き

はじめはけなげで、凛として美しい姿である。年年歳歳 変わる日常の中で花は咲く。 

瑞穂鯱城人の皆様、来年３月にはぜひご覧ください。 

 

 

瑞穂鯱城会の宝 
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＝＝＝新入会員（２９期生）からのご挨拶＝＝＝ 

今年度も２１名の新しい仲間を迎えることが出来ました。皆さんから、瑞穂鯱城会入会にあたり、

挨拶・心境・心構えをお寄せいただきました。先輩の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。   

敬称略（会員氏名・担当委員会・学科・クラブ の順に記載してあります） 

  

磯部 容子  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  環境 パソコン 

以前から瑞穂鯱城会が至る所

でボランティア活動をされている

ことを知っており、いつか参加し

たいと思っていましたので入会

出来てうれしいです。これからは諸先輩、同

期の皆様と無理せず楽しく活動したいと思っ

ています。 

伊藤 広子   総務 生活Ｂ 英会話 

運動、文化施設、公園等があ

り、花や緑があふれる瑞穂区。

山崎川の桜、今年も綺麗でした。

そんな街で鯱城会に入会出来、

地域の中でボランティア等を通じて楽しく活

動できるか心配ですがよろしくお願いします。 

 

宇佐美 貞夫  総務 環境 国際 

気が付いたら、はや後期高齢。

人間を７５年も続けると体中の部

品の能力も衰えてきました。最近

まで地下鉄の優先席に座るのを

ためらっていましたが、今は堂々と座っていま

す。毎日忙しくしてボケ防止に励んでいま

す。 

 

大矢 俊夫   鯱城会 環境 知ろう会 

名古屋に移り住んで４１年

が経過しました。この間、地域

で開催される行事等への参加

は少なかったような気がします。

瑞穂鯱城会入会を契機に、多

くの方々と交流し、地域との繋がりを深められ

ればと思っています。                

大脇 肇  広報  国際Ｂ ハイキング 

 鯱城学園で学び、クラブ活動を

通じて、新たな友人も出来、楽し

く過ごすことができました。卒業

後もクラスＯＢ会、クラブＯＢ会が

あり、どこまでお役に立てるかわかりませんが、

よろしくお願いします。 

 

小川 正行  広報  生活Ｂ  重文 

楽しかった二年間の鯱城学園

を卒業し、瑞穂鯱城会に入会さ

せていただきました。生まれ育っ

た瑞穂の地で、地域の皆さんと

一緒に活動し、ボランティア等に

も参加していきたいと思っています。 

 

川合 佐恵子  行事  国際Ａ  グリーン 

早いもので、卒業して１カ月

が経ちました。学園生活２年間

は沢山の方々と出会い、楽しか

ったの一言です。さぁー瑞穂鯱

城会へデビューです。どの同好会へ入会しよ

うか？再び地域の皆様方と出会い、楽しみた

いです。 

川岡 浪江   ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  健康Ｂ  写真  

高年大学の２年間、本当に忙

しくも楽しい日々、あっという間

に過ぎてしまいました。これから

は地域で新しい友達、ボランテ

ィア活動と、自分ができる範囲

で社会に参加したいと思っています。よろしく

お 願いします。 
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北岡 百合子  広報  美術  水墨 

待望の鯱城学園に入学する

までに、私は３浪。４年目にやっ

と希望が叶えられました。専攻

は美術。筆を手綱に人生の第４

コーナーを充実した２年間でした。今後は瑞

穂鯱城会で交流を深めたいと思っています。  

諸先輩のご指導をお願いします。 

 

 

 

齋木 精一   総務  陶芸  英会話 

学園生活を通じての自己研

鑽、新たな仲間等、これからの

生きがいづくりに多いに役立っ

た。鯱城会を通じて、地域住民

として、ボランティア団体の一員として、自然

体で社会参加していきたい。 

 

佐藤 敬二   行事  陶芸  絵手紙 

鯱城学園の陶芸では造る、ク

ラブの絵手紙では描く楽しみを

得ることができました。今度は鯱

城会の行事活動で、何と出会え

るのか楽しみにしています。宜しくお願いしま

す。 

 

 

白木  隆    広報  文化Ｂ  重文 

陽明学区に転向してきたの

は、１９５７年小学４年生の時で

した。  

途中長い東京生活を終えて、

２００２年現在の住まいに戻ってきました。地

元での生活をより充実させたいと考えておりま

す。よろしくお願いします。 
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高木 喜代子  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 健康Ａ オカリナ 

私は健康Ａで２年間、本当に

楽しく過ごさせていただきました。

友達もたくさんできました。クラブ

はオカリナでのチャレンジでした

が、振り返ってみると、それなり

に何とかなったかなと思います。友達にも恵ま

れ、発表会あり、ボランティアでの演奏ありで

とても充実しておりました。これからも楽しく続

けていきたいと思います。 

 

田上 則久   行事  環境  短歌 

市街地に二本の堀川運河が

あります。堀川はかなり浄化され

ましたが、新堀川は多数の大企

業があり、七色の汚濁水が流れ

てきます。学園で水辺の環境を学んだ智慧で

新堀川の浄化・美化運動をしたい。 

 

谷野 昭子   ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  地域Ｂ 水墨 

自分の周囲しか見えていなか

った社会が楽しい２年間の学園

生活で市全体に広がり、今度は

鯱城会に入れさせていただき、

地域の皆さんと仲良く色々と視野を広げてい

きたいと思っています。よろしくお願いしま

す。 

 

廣田 喜宥   ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  美術  郷土史 

２９期美術を卒業し、今年度か

ら瑞穂鯱城会に入会しました。所

属はボランティア委員会です。日

頃は孫の世話や習い事の絵、囲

碁、太極拳、ウクレレで忙しくして

います。ご迷惑かけると思いますが、よろしく

お願いします。



村瀬 とよ子  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  健康Ａ オカリナ 

今年から地域のお仲間に入 

れさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

 

 

森田 良裕   総務  陶芸 ハイキング 

三度目の応募で入った鯱城

学園でした。陶芸専攻・クラブ

とも役をいただき、忙しい２年

間でした。卒業してもまだまだ

忙しくへたってしまいそうですが頑張ってみま

す。よろしくお願いします。 

山川 英二   行事  健康Ｂ  歴史 

 有意義で楽しかった学園生活

2年間でした。特に 2年目はあ 

 

   

 

  

足が悪いので、体調を考えつ

つ皆さんの迷惑にならない程度に参加して  

いきたいです。 

 

らららららららららららららららららららららららら

らららららららららららららららららららららららら

らららららららららららららららららららららららら

らららららららららららららららららららららららら

らららららららららららららららららららららららら

らららららららららららららららららららららららら

ららららららららららららららららら

っという間の 1年間でした。 

瑞穂鯱城会に入会したら、 

会長田中重英さんはクラブでもお世話に 

なった方でした。今後ともよろしくお願 

いします。 

 

 

31期生の地域ミーティングが開かれました。 

 5月 25日、高年大学新 1年生との地域ミーティ 

ングが開かれました。瑞穂区在住の人が 33名、 

そのうち 29名が出席し、今回が初めての顔合わせ 

です。役員が自己紹介をし、学園生活の思い出、 

瑞穂鯱城会の概要等を説明しました。次に 1年生 

が時間を超えて熱心に自己紹介をされました。 

中には、瑞穂鯱城会があるのを初めて知った、 

同好会がいろいろあることは知らなかった、卒業後 

にボランティアができるので入会しようと思う等 

の感想をいただきました。新 1年生との距離が縮 

まったような気がしました。 
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在学中は、二度の入院で欠 

席が多かったのですが、無事卒

業出来てほっとしています。 

横江 幸子   総務  文化 B  囲碁 

 



 

東山公園散策    15期  中原  拡 

① 日時  平成 28 年 5 月 18 日（水） 10：30～14：30 

② 場所  東山動植物園     

③ 会費  1,400 円（敬老手帳有） 

④ 行程 

㋐動物園見学・・10 時

に、東山公園 3 番出口

に集合。本日の出席者は

36 名とのこと。平日な

のに幼稚園児など団体

で、結構賑やかだ。A・

B・C の 3 班に分かれて

3 人のボランティアが

ガイド。 

今回の目玉は、イケメ

ンゴリラ「シャバーニ」

なので、まずその「シャ

バーニ」にご対面。噂東

の迫力ある巨体に圧倒される。その他、オランウータン・カバ・サイ・象・

キリン・ライオン等 •ぐるりとまわる。絶滅危惧種が多い。 

㋑昼食・・11時半～13時まで「八百彦」の弁当とお茶で、三々五々に 

昼食。 

㋒植物園見学・・13 時～14 時半は、3 人のボランティアが、森林浴・花壇・ 

庭園に分かれて案内。疲労度に応じて各自園内を散策。 

快晴の好天気で、気温も 28 度と高く、心地よい汗をかいた一日であった。 
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行事の報告 

瑞穂鯱城会 ホームページへのアクセス!! 毎月更新しています。          

 1 インターネットで「高年大学 名古屋市」で検索。 

 2 高年大学のトップページの中から卒業生の活動を 

クリック。 

 3 名古屋市高年大学鯱城会をクリック。 

 4 瑞穂区をクリックすると瑞穂鯱城会のホーム 

ページが出てきます。行事予定などが分かります。 

5 掲示板の書き込みも増えています。  

是非ご覧ください。                     東山植物園の花 
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マラソンこぼれ話 

ウイメンズマラソン完走しました                   ２８期  日江井 雅子 

ボランティアの人達の熱い応援を頂き楽しく完走 できました。ありがとうございまし

た。 

今年第 5回目のウイメンズマラソンで、私は幸せにも 4回当選しました。私が走るきっかけは、体

育の日に名城ファミリ－マラソンが行われていました。娘の家族から「一緒に参加しない?」と誘わ

れ、参加費 500円で菓子パン、飲み物、それに豪華な抽選があり、犬もゼッケンつけている様な楽

しいイベントでした。この時、せっかく練習したからとシティーマラソンの 4km に出場。人がいっぱ

いで、とても走れなかったのを思い出します。 

翌年 10ｋｍを走り、次に庄内緑地公園の 10ｋｍに参加すると、“ハ－フ走ってみませんか”という

チラシをもらいました。担当者に「私、走れますか？」と尋ねたら、「一緒に練習しましょう！！」とい

う嬉しい言葉を頂きました。水曜日の夜の練習時間に間に合うように仕事を終え、天白の植田山

北から名城公園まで自転車で走ったことを思い出します。そして名古屋でフルマラソン！それも制

限時間 7 時間！それなら参加しようと思ったのが、挑戦の始まりです。次々と意欲が沸き、出会い

があり、遅がけの青春でした。                             

シティマラソンハーフに参加して              ２８期  深谷 泫三郎 

名古屋ウイメンズマラソンと同時に開催される

シティーマラソンは、ウイメンズマラソンの後、

同じナゴヤドームを出発します。出発順は申告し

た時間の枠順で、２時間を超える申告は最後尾近

くです。待つ間周囲を見渡しても、私のような還

暦を超えたランナーは僅かでした。何歳になって

もこの瞬間は緊張します。号砲が鳴ってからスタ

ートラインにたどり着けるのに 15分を要しました。 

ドームから古出来町の信号までは緩やかな坂です。前半はゆっくり走ろうと言い聞かせ、

焦らずただ前方を見ての走りでした。今池を通り過ぎたあたりでトイレに行きたくなり、

仮設トイレにお世話になりました。一昨日の飲み過ぎが響きました。こんなことは長いラ

ンニング人生で初めてで、用を済ませ、また、環状線を新瑞方面へとひた走り。当日は 3

月の気候としては暖かく、ボランティアの方々から水やスポーツドリンクを頂き感謝です。  

中間地点の表示が見え、あそこでやっと半分かと思いながら折り返し点を通過。新瑞か

らは緩やかな登りとなります。瑞穂区役所の前で家内がカメラを構えていましたが、気付

いてくれません。近くまできて大きな声を出し、やっとカメラに納まることが出来ました。  

毎年沿道の声援には励まされます。昭和区役所あたりでは幼稚園児の声援に元気づけら

れました。日頃の練習は 10 ㎞程度。10 ㎞を越すとペースの同じ人と一緒になり、後半の

距離を心配しながらの走りでした。桜通りに入ってあと 5 ㎞。ここからが長く感じられ、

新栄、高岳、久屋通、あと 1 ㎞で体が硬くなり思うように走れませんでした。あと少し。

白川公園のゴールが見え始めた頃、足がつり立ち止まってストレッチング。再び走り出し、

ついにゴール。時間は 2年前より 8分遅れ、2時間 20分。68歳にして完走。 

完走後にボランティアの方から渡されたバナナが美味かったです。 



ウィメンズマラソンのボランティアに参加して 

                            28期  伏屋 敏子 

 

 名古屋ウィメンズマラソンの日、その日

はとっても気持ちの良い好天気な一日で

した。 

マラソンボランティアに参加して今回

は 3回目。応援者の少ない場所でのお手伝

いでしたので、準備が終わるとつい応援に

力が入ってしまいました。テレビ観戦と違

って目の前を頑張って走っている人達を

見ると思わず「ガンバレ、ガンバレ」と声

が出てしまい、声が届いて手を振ってくれ

る方がいると嬉しくなり応援にも一層力が入ってしまいました。 

私もマラソンに参加しているような一体感が生まれ感動を覚えました。膝を痛めていなか

ったら「私も参加したい。仲間に加わりたい。」そう思いました。 

 

健康づくりささえ隊に参加して          27期  稲田 順子 

 

瑞穂保健所が主催する「体が得する！健

康づくり講座 with 健康ささえ隊」の講座が 3

月 22 日瑞穂区役所講堂で開催され参加し

て来ました。 

壁面には「みずほ健康づくり」の会場２２ケ

所の紹介パネルがあり瑞穂鯱城会の皆さん

が楽しく体操されている写真が素敵に映っ

ていました。当日は瑞穂体操にタオル体操、

脳トレ体操も経験し、とても楽しい時間を過

ごしました。 体操会場 22ケ所はいずれも 

（みずほ体操）にプラスして色々工夫されて

いるとのことでした。 

｛ボランティア＋健康体操｝を行っている

のは瑞穂鯱城会だけだそうです。これからも皆さんとご一緒に清掃ボランティアと健康づくり体操を

頑張っていきたいと思っています。ご協力よろしくお願いします。 
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熊本地震の義援金 皆様のご協力をいただきまして、集まった義援金 25,000 円を 5

月 18 日に中日新聞社へ届けてまいりました。 

         ご協力ありがとうございました。 

 



瑞穂鯱城会には１２の同好会が会員を募集中です。是非、参加してください。待っています。

瑞穂鯱城『街路樹愛護会』のご案内　 街路樹愛護連合会　　17期　加藤正夫

会 長 名 設立日 登録

℡ *FAX 歩道延長(m) 者数

瑞穂通第四街路樹 市大病院～ 目方国男(10期･汐路) H.07.06.25

  　　特定愛護会   瑞穂区役所 西側 841-8341 900

豊岡通南第二街路樹 大喜～瑞穂小南西 村井芳己(25期･井戸田) H.11.08.15 第1･第3

  　　特定愛護会              南側 *841-7272 500 （火）

東郊線第一街路樹 堀田通7～名鉄線 中川龍之介(11期･瑞穂) H.12.06.01 1日･15日に近い

 　 特定愛護会              東側 *841-1256 500  （火）又は(金）

東郊線第二 堀田通7～名鉄線 河合忠男(20期･堀田) H.24.07.23 第3

  　街路樹愛護会              西側 *872-2026 500 （火)又は(金）

弥富通三丁目街路樹 弥富通3～弥富通5 宝角　茂(22期･中根) H.26.04.01 第2･第4

 　　 特定愛護会
(H15.5月設立のものを再編)

         南北両側 *833-0886 1000 (火)

豊岡通北第二街路樹 大喜～瑞穂小南西 服部義明(26期･御劔) H.17.09.27 第1･第3

  　　特定愛護会              北側 *871-8729 500 （火）

瑞穂通第五 瑞穂運動場西～ 後藤一躬(17期･瑞穂) H.19.02.05

  街路樹愛護会 　　  新瑞橋 東側 *852-2724 600

瑞穂通第六 瑞穂区役所～ 加藤正夫(17期･豊岡) H.19.03.07

  街路樹愛護会  瑞穂運動場西 東側 *852-8823 800

郡道(瑞穂） 瑞穂生涯学習ｾﾝﾀｰ～ 立松雄作(19期･堀田) H.19.06.06

  街路樹愛護会  　　  妙音通 東側 872-3264 800

山下通第一 豊岡通3～山下通5 瑞穂鯱城会 H.19.06.01

  街路樹愛護会 （含む瑞穂運動公園内清掃） ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ担当 1000

　　　　　　　是非この活動にみなさまの参加を！
　◎活動を希望される方は上記会長まで、お問い合わせください。

 第3(金） 6

6 5

7 10日

3

9

7

5 8

7

1日･15日 7

6

62

10 第2(水) ー

8 10日

1
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9

瑞穂鯱城会のボランティア活動の一環として、瑞穂運動公園の清掃美化運動を始め、下
記主道路10地区で歩道美化運動、清掃活動を実施しています。

愛護会は5人以上の会員を以て設立認可されます。……土木事務所所管
メンバーが高齢化しています。５人以上が集まらないと愛護会として成り立ちません。

名　　　称№ 区　　　間 作業日

4

同好会の紹介



～書道同好会～ 

会 場：瑞穂在宅サービスセンター（2階 ボランティアルーム）       

開催日：原則として第2・第4金曜日  午後1時30分～午後3時30分 

会 費：月2回400円    指導者：松村直代(14期) 

問合せ先：＆FAX 881-0263 世話係 鈴木 泰子（18期） 

   ☆書を習うことは集中力を養い、脳の活性化にもなりとても良いことです。好きな書体で

練習し自分の思い出の作品を作りましょう。教室は、いつも和やかに楽しく練習をして

います。入会をお待ちしています。 

～ランチ会～ 

会 場：嘉文栄本店 （中区役所 B1）  ☎ 263-7888 

開催日：第１木曜日 11時 30分～ 13時頃 

会 費：年会費無し、実費各自払い、随時参加可 

問合せ先：＆ＦＡＸ 851-6198  携帯 090-2772－0607 世話人 森田 勝之（26期） 

☆会への参加に何の制約もありません。予約も不要、都合の良い方が好きな物を食べ、好きな

だけアルコールを飲み、仲間と歓談する場です。一度覗いてみようかと思われる方、特に女性

の方、お友達をお誘いの上、是非お出かけ下さい。(平均23名位の出席者あり) 

～麻雀同好会～ 

会  場 ：名駅麻雀荘 東風荘(とんぷうそう) 中村区名駅南4-3-17 541-1040 

開催日：第4火曜日 10時30分～17時 

会  費:雀代1,050円。  昼食は各自負担。アルコール以外は持ち込み自由です。入会金、年会費等

は要りません。 

問合せ先：＆ＦＡＸ 834－0169 携帯090-4214-1824  世話人 板倉 重之(26期)  

☆日程は都合により、変更する場合があります。出欠を毎月15日までにご連絡ください 

～ウオーキングクラブ～ 

定例会：毎月第3木曜日（8 月、12 月は休会）         

コース ：都度ハガキで案内  

会 費 ：600 円/年（通信費） 

問合せ先： 833－0886  世話人 宝角 茂（22 期） 

    ☆会員一人ひとりの自主参加で、ゆっくり・無理しないをモットーに、みんなで一緒に楽しく、元気

よく歩きます。 

～みずほ健康体操教室～ 

会 場：スタジオ あい（運動場西駅⑤番出口から南へ40M）         

開催日：月3 回の月曜日(第一月曜は除く)10時～ 11時30分 

会  費：入会費 1,000 円、 会費 1,200 円/ 月 

問合せ先:＆FAX 852-3986  世話人 鳥居 久人(19期）  

☆鯱城学園 池田先生グループの指導のもとに、リズム体操、ストレッチ体操、太極拳、気功など

を音楽に合わせて楽しく体を動かすことにより、ストレス解消や健康保持を図り、ひいては老化

防止に努めています。 
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～カラオケ同好会～    

会 場 ：JOYJOY 新瑞橋店 

開催日：第一火曜日 13時～16時 

会 費 ：年会費 ナシ、活動費 1 回 500 円 

問合せ先： 851－3927 ＦＡＸ 852-5732  世話人 吉田 禎男（24 期） 

☆歌との出会いはストレス解消・ボケ防止等成長へのチャンスです。ぜひ皆さんのご参加をお待

ちしています。 

～グランドゴルフ～ 

場 所 ：瑞穂公園内「田辺陸上競技場」                   

開催日：毎週火曜日 ＆ 水曜日              

     5～9月は8時から約2時間、10月～4月は9時から約2時間 

     毎月第2水曜日は清掃ボラ終了後となります 

     小中学校の夏休みと冬休み期間はお休み 

会 費：入会金 1,000 円、 年会費 500円 

問合せ先：＆ＦＡＸ 851－3085  世話人 杉浦 成海（26期） 

☆年2回 鯱城会にて競技大会あり、 

～瑞穗PC会～  

会 場 ：在宅サービスセンター他 

開催日:第2土曜日 13時30分～16時   第3金曜日 9時30分～12時 

会 費 ：年会費 2,000円(2分割) 参加費200円/回 

定 員 ：15名 若干の余裕あります。    その他 ：マイパソコンの持参。 教材費あり  

問合せ先：＆ＦＡＸ 831-0777携帯090-8335-3658 世話人 甘粕 良枝（25期） 

    ☆発足して1年、先生方(男女各2名)のやさしい指導のもと、若干ながら習得できたかなと思うこの

ごろです。今後とも技術の習得および会員相互の親睦・交流を深め、楽しい会にしたいと思い

ます。 

～囲 碁～ 

会 場 ：瑞穂福祉会館（鼎小橋の西側）          

開催日：毎週金曜日 9時30分～ 12時頃     会 費 ：無料 

問合せ先：＆ＦＡＸ 841－9978  代表 渡邉 一彦（14 期） 

☆他のクラブに行っている人も、瑞穂福祉会館に来てみませんか。 

勿論 指導も希望者にはしてもらえます。   
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同好会について            14 期 渡邊 一彦 

 15 期の頃から始まった同好会は、この頃あまり人気がないように感じる。これは時代

の流れなのだろうか。だが、一度出来た同好会が消滅してしまうのも寂しい。 

 古い同好会は老齢化し、後継ぎが無くなるように感じる。学園時のクラブ仲間とのつな

がりが OB になっても強く、その仲間と一緒に同類の同好会に入会して欲しい。 

 それよりも会を自分で引っ張っていく気持ちになって楽しんでほしい。 

 今なら、それぞれりっぱな指導者がいます。 

 

 



                         代表 24期 藤田芳孝 

現在会員の方は、11 期の大先輩から今年卒業された 29 期(3 名加入)の方まで、95 名の方が加入され

ています。 

行事は毎月開催です…作品展展示の干支つくり・コンサ-ト観賞・工場見学・名所散策等です。 

幅広い期の仲間との会話に花を咲かせ、元気をもらい、和やかに楽しいひと時を過ごしませんか…。  

ご入会をお待ちしています。入会金は…無し。 年会費…６００ 円。 

申込み連絡先(世話役)  24 期 成田  満     ☎・FAX 052-811-7696 

                     24 期 石井 三枝子    ☎・FAX 052-852-5380 

                     26 期 戸村 ヒサヱ  ☎・FAX 052-835-6267 

 4 月行事  … [中電]新名古屋火力発電所見学とブル−ボネット散策 … 36 名参加 

快晴に恵まれ、新名古屋火力発電所の正門に着くと、高さ 150m の 4 本の集合煙突と外装はモ−ツァ 

ルト作曲の交響曲 40番ト短調楽譜をデザイン化して大海原の波をイメ−ジした 8号機発電所本館が目 

に飛び込んできました。会議室で LNG 火力発電所になった歩み等のビデオ説明を受け、ヘルメット 

着用して施設の見学。発電所の敷地は、名古屋ドーム９個分だそうで、305 万 Kw の出力で名古屋市 

の電気需要を賄っているとのこと。LNG 使用で熱効率を向上、資源の節約と環境負荷の低減に努力 

されている発電設備の大きさに皆さん驚かされました。 

当所から徒歩 10分程でブル−ボネット到着。今日 4月 20園記念日で全員入場料無料 !! 

皆さん大喜びで園内にて昼食を済ませ、ワイルドフラワ−の美しい素朴な花々が咲き乱れる自然風庭 

園の散策を楽しみ、心癒されて帰路に就きました。 

 

 5 月行事  … 白鳥公園とヒトツバタゴ並木散策とランチ … 37 名参加 

五月晴れの中、樹冠を覆うように咲く白くて小さな花は、新緑の季節に雪が積もったようなとても幻 

想的で美しい風景でした。そんな風情な並木道を一路白鳥公園へ…公園では、区会 18 期 M さんと他 

2 名のガイドさんの案内で 3 班に別れ、小鳥の囀る声と、若葉茂る新緑の庭園を散策。 

熱田神宮の白鳥伝説から、この庭園の名前の由来になっている話や、11,000 ㎡の敷地に、築山を「御 

嶽山」そこからの流れを「木曽川」流水が注ぐ池を「伊勢湾」に見立てた『水の物語』をテ−マにし 

た庭園の説明を聞き、改めて庭園の素晴らしさを実感しました。 

昼食は国際会議場の展望レストランで美味しい料理に舌鼓しながら和やかに会話が弾みました。  
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鳥

8 号機発電所本館 



『友多互
う た ご

愛
え

』の活動について                 26期  吉野 幸子 

 「今日も来ました友多互愛が～♫」私達は

高齢者施設を訪問して、（唄って笑って）の

ボランティアグル―プです。 

 「皆さん、こんにちは、今日も楽しい時間

を過ごしましょう。」 

リ―ダ―の挨拶で始まり、童謡、唱歌、懐

メロを全員で元気よく合唱します。いっぱい

唄ったあとはちょっと気分転換。頭の体操は

ジャンケンポン・5歳若返る顔のマッサ―ジ

は、「キツネの目」になっても「狸の顔」に

なっても皆さん真剣にやっています。幾つに

なっても美しく居たい、なりたい女心です。マジックショ―も皆さんの目がパチクリ、不思

議だな～？ 

 フィナ―レのフラダンスはディの皆さんもレイを首に掛け、ハワイに行った気分で全員参

加で踊ります。 

「さようなら～元気でいてね～♪」あっという間の 1時間、皆さんに喜んで頂き、お互いが

笑顔一杯で「また来てね。」「また来ます。」これからも楽しい交流を目指し、「友多互愛」の

仲間の輪が大きく広がって行くように頑張ります。 

 

瑞穂コーナー  

《瑞穂警察を訪ねて》 28期  深谷 泫三郎 

 過日瑞穂警察を訪ね、特殊詐欺についてお話を伺う。依然とオレオレ詐欺まがいの詐欺が

横行しているとのことです。「私は大丈夫」そう思っている人が一番被害にあわれていると

のことです。 

 こんな電話がかかってきたら、警察へ必ず相談を。「電話は局番なしで１１０です」。携帯

からもかけられます。息子や娘、孫を装って少し声がおかしくとも、「電話番号が変わった。」

「風邪を引いた。」「鞄を無くした。」から困っているなどと言った電話がかかってきたらま

ず間違いなくオレオレ詐欺と思ってください。 

警察に電話をかける。自分一人で考えないように子供さん、友人等身近な人にまず相談を。

また、電話がかかってきたら、こちらから、息子さん、娘さんに電話をかけることも防止に

つながるとのことです。また、最近では、警察官を装って、「犯人があなたの通帳を持って

いた。」「仲間にあなたの貯金が下ろされる。」等の内容を使って口座番号を聞き出す手口。

役所などを装って「還付金があるのでＡＴＭへ行ってください。」と言って振り込ませる。

証券会社を装って「名義を貸してください。」の後、「名義貸しは違法。このままでは逮捕さ

れる。」と言った脅しから金を振り込ませる。等の手口が増えているとのことです。友達同

士で相談し合えるようにして、鯱城会の仲間から被害者が出ないように気をつけましょう。 
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八丁畷
なわて

公園、東の宮神社          11期 松村 今朝冶 

所在地は旧東海道にあり、現在ブラザーの南に交差点があり、その東の方の奥まっ

た所にひっそりと、訪れる人もないくらいだ。これが皇室と熱田神宮と深い関係のある、

お社とは思えぬ位さびれている現状である。 

明治元年 9 月 27 日午後 1 時ごろ、明治天

皇が江戸へ行幸される途中「鳳輦」（ほうれ

ん・・天皇の乗る車）をお留になり農事をご覧

になった。お迎えしたのは、尾張藩主徳川義

宣公と父君慶勝公で、前日に米の出来をお尋

ねになったので、慶勝公は感激し稲穂を岩倉

具視を通じて陛下に天覧に供した。この年は

やや不作であったが、神宮領の庄屋加藤甚右

衛門以下男 16名、女 5名、子供 2人計 23名が刈り取り、脱穀、俵詰めまでをお見せ

した。 

 そして大正 2 年地主深田清左衛門は、一畝六坪を神宮に寄進し、徳川義親公が費

用を出して「明治天皇覧穫の所」の碑を立て、ぐるりに玉垣をめぐらし、同 5 年有志が

一反五畝を買い足して「田甫」とし毎年収穫した米は新嘗祭に供えた。建設費は徳川

侯爵が全額寄附し、田植には神官が苗を植え楽師の演奏と巫女の舞があったが、昭

和 39年の伊勢湾台風以後取り止めになった。 

 絵画は森村宜稲筆による着色一幅が神宮にあり、複写は学校にも有ったように思う。 

 それから年を経ていつかは知らぬが、玉垣は取り払われ、目のつかぬ所に移転し駐

車場となってしまった。おしい限りである。神宮の所有であり皇室に縁のある土地がど

うしてこのようになるのか、不思議だ。 

  

次にかかげるのは当時の和歌である。 

 

「かしこきや その草薙の御剣も いでます 

         道の護りなりけり」           徳川慶勝 

「かりし穂の 少なき見れば あわれなり 

          大御たからの 心やいかに」   徳川義宣 

 

                       平成 28年 3月記 

（注）東の宮神社は、ブラザー南交差点（松田橋）から 

   一本目を左に曲ってすぐのところにある。 
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平成２８年度総会・懇親会報告               

 ４月５日、ローズコートホテルにて平成 28 年度の総会、懇親会が行われました。出席者

92名、委任状 128名計 220名で総会は成立。事業報告・会計報告が済み 28年度の役員が承

認されました。28 年度の事業計画・会計予算も承認されました。会則の一部が改訂された

ことが報告されました。総会後は懇親会。新入会員は２１名。そのうち 8名が出席しました。

一緒のテーブルにつきお互い話ができ、知り合えてよかったという感想も聞かれました。 

 26 期の久保会長の乾杯に始まり、新入会員の自己紹介、同好会の説明、和やか鯱城の替

え歌など、楽しい雰囲気の中で進められました。28 期の「てんとう虫のサンバ」も猛練習

の甲斐があり、会がたいへん盛り上がりました。楽しい 1年になりそうです。 

 

 

27 年度役員退任挨拶 26 期の久保会長による乾杯 

 

新入会員の自己紹介 

 

28 期生全員によるサンバ 

 

和やかに進む懇親会 
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　　平　成　28　年　度　役　員　

役　職 期　別 鯱　城　会

会　長 28 　代　議　員

28

28

28

28

28 　委　　員

29

29

29

29

29 　委　　員

28

　　　日江井　雅子 28

29

29

28

29

28

28

　　　　佐藤　敬二 29

28

28

29

［協　力　員］

氏　　名 期　別 氏　　名 期　別 同　好　会

酒井　清夫 27 渡辺　一彦 14 囲　碁

加島　照子 27 加藤　正夫 17 街路樹愛護連合会

戸村　ヒサエ 27 鈴木　泰子 18 書道教室

（加島　照子） 27 鳥居  久人 19 健康体操教室

稲田　順子 27 宝角　 　茂 22 ウォーキング

中道　順子 27 藤田　芳孝 24 和やか鯱城

吉田　禎男 24 カラオケ

甘粕　良枝 25 パソコン

板倉　重之 26 杉浦　成海 26 グランドゴルフ

服部　義明 26 森田　勝之 26 ランチ会

※「瑞穂鯱城会便り」７５号の挿絵６点は、２９期北岡百合子さんの作品です。

友多互愛

麻　雀

〃　　後藤　幸子

　広　報市川　敦彦

　行　事椙浦あさ子

　ボランティア

〃　　

水谷　政子

氏　　　名 担　　当

　総　括

中村　隆一 　総務・会計

　広　報細川　悠子

知久　　孝

　行　事

田中　重英

　ボランティア

　行　事

杉江　悦子 　ボランティア

　鯱　城　会

斎木　清一 　総務・会計

〃　　

　広　報

服部　勝男

〃　　

木村　順子 〃　　

〃　　

小田　由美子

白木　　隆

〃　　

〃　　

小川　正行

森田　良裕

大矢　俊夫 　鯱　城　会

　総務・会計

　行事

　広報

　ボランティア

　鯱城会

村瀬　とよ子

委員長

副委員長

幹　事

（　）は兼務

前年度役員

　会長

　総務・会計

山川　英二

磯部　容子

伊藤　広子
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瑞穂区鯱城会委員長  

                   28期 小田 由美子 

 鯱城会担当委員長をお受けしました小田で

す。多くの方には判りにくい職務かなと思いま

す。私も実感し認識するには少し時間を要しま

した。瑞穂区会と鯱城会本部をつなぐパイプ役

であり、会社でいうなら瑞穂区会からの出向社

員のようなものでしょうか。本部では幹事とし

て、総務をはじめ区会活動、社会奉仕活動、行

事委員、広報委員のいずれかに属します。各区

の情報、地区独特の活動、催しなどを早めに知

り得る場所にもなります。 

３月２９日、学園創立３０周年にちなみ鯱城会主催大同窓会が催されました。 

半年前から打ち合わせ、準備に沢山の時間を要しました。 

河村市長をはじめ、歴代の会長、懐かしい恩師にもお会いしました。約 450名の参加者

はキャッスルプラザホテル鳳凰の間にひしめき、食事もままならない場面もあっただろ

うと推察しています。それでも、手を取り合い声をあげて、旧交を温める語らいがあち

こちで見かけられました。孫のような、松蔭高校和太鼓部の生徒さんによるアトラクシ

ョン。若々しい力強い演奏に元気を頂きました。彼らの控室の係をしましたが、皆さん

礼儀正しくきちんとして、気持ちのよい生徒さん達でした。 

 瑞穂鯱城会での仲間との繋がりも、和気藹々と楽しい時間となりました。 

前委員長だった中道順子さんには大変お世話になりました。 

この 4 月から 29 期生の大矢俊夫さんを迎えました。大層心強く、頼りにしています。

力を合わせて頑張ります。よろしくお願い申し上げます。 

此の文を綴っていたら九州の大震災が起きました。妹が二人熊本に居ます。無事でし

た。地球の営みの前には小さな無力な人間です。絶望に立ちすくみ、途方に暮れても、

それでも、いつか立ち上がる、しなやかに強いのも人間だと、私は信じています。 

  

副学長挨拶 ↑       

松蔭高校和太鼓部アトラクション→ 
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ボランティア委員長                 28期  杉江 悦子 

 

 今年度、ボランティア委員長をお引

き受けしました。微力ながら精一杯努

力したいと思っています。 

 「ボランティアって、お掃除することな

の」との声が聞こえてきそうですが・・・。

私たちが住んでいる街がきれいになる

ことは、誇りです。先輩が築かれた鯱

城会活動を引き継ぎ、瑞穂区が誰もが

住みたくなるきれいな街にしていきた

いと思っています。今、一番気になっているのは新瑞橋バスターミナルです。「鳩の糞で薄汚い」か

ら「鳩がいるけどきれい」と言われるように！「瑞穂鯱城会のベストを着て、皆でお掃除すれば元気

になる」という思いです。 

 昨年は、27 期委員長の稲田さん始めボランティア委員の方には大変お世話になりました。1 年間

楽しくボランティア活動をきせていただきました。これからは、28期生 8名と頼もしい 29期生 6名を

迎え 14名のメンバーで元気に楽しく活動していきます。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。 

 

行事委員長                                    ２８期  知久 孝 

 

 卒業後の見習い期間の１年はあっと言う間に

過ぎました。 

戸村委員長と水野さんの頑張りに常日頃より

敬服していました。お疲れ様でした。 

４月から大役を引き継ぎ、先輩方と同じ様に

出来るか心配ですが、頼りになるメンバーに恵

まれましたので力を合わせて運営していきます。

２９期生も５名が行事委員に加わり総勢９名とな

りました。 

行事委員は旅行、講演会、名古屋いいとこ

巡り等の催しを通じて瑞穂鯱城会会員相互の

親睦を図る潤滑油になりたいと思います。 

また秋の一大イベント「趣味の作品展」は１０月１２日から１６日迄と決まりました。絵画、写真、書、

陶芸、工芸等々、日頃の趣味、精進の成果をこの作品展で披露して頂きたいです。１点でも多くの

作品応募をお待ちしています。 

「元気で明るく楽しく」をモットーに会員の方々が気軽に参加して頂ける会を企画していきます。

皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 
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総務委員長             ２８期  中村 隆一 

 

１年次の昨年は行事委員として戸

村委員長のもと、楽しく活動させて

いただきました。 

新年度は総務委員長をお引き受け

することとなりました。今までにも

増して区会運営にかかわる時間が多

くなりそうですし、不安もあります

が先輩の皆様方が築いてこられた瑞

穂鯱城会を、次の世代に繋げていけ

るよう努めて参る所存です。 

各委員会が相互に協力し合いなが

ら、新会長のモットーである「元気

に、明るく、楽しく皆で創る」を実

践する、運営の一翼を担って参りま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員会紹介写真は全員揃う機会がなく役員会後に撮影したものです。掲載できなかった 

２８期亀垣さん澤田さん山田さん２９期宇佐美さん横江さんを加えた１１人のメンバーで

活動してまいります。 

 

広報委員長 28 期  細川 悠子 

 

27 期の加島照子さんの

後を引き継ぎ、28 年度の広

報委員長になりました。昨

年からの 28 期 6 名、新しく

29期から力強い4名の方に

入っていただき、10 名でス

タートしました。加島さんか

らは本当に丁寧に引き継ぎ

をしていただきました。パソ

コンの技術はパソコン同好

会の方々が全面的にご指

導してくださいました。10名で取材や原稿書き、挿絵などの役割分担をし 75号が発行できました。 

今年の目標は「だれもが読みたくなる、だれもが書きたくなる瑞穂鯱城会便り」です。でき

るだけ多くの方の原稿を掲載したいと考えています。そしてできるだけ多くの方の写真を入れさせ

ていただきたいと思います。新企画も取り入れてみました。ニュースは会員の方から寄せられたもの

です。これからもご意見、ご助言、情報をぜひお寄せください。瑞穂鯱城会便りを心待ちにしていた

だけるように 10名でがんばります。どうぞよろしくお願いします。 
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開催月 会　議 広　報 行事・懇親会 ボランティア 鯱城会

28/4月 28年度総会(5日) 28年度総会・懇親会 通年活動 役員会・幹事会・代議員会

28期29期連絡会 ローズコートホテル ※瑞穂公園の清掃（第2水曜/月）

(8日) （5日） ※在宅ｻｰﾋﾞｽCで貸室管理(日曜/週)

第１回役員会 ※総合リハビリCで付添い散歩(金曜/週)

(19日) ※使用済み切手・テレカの回収

※鯱城学園図書貸出ボランティア

5月　 運営委員会　(13日) 名古屋いいとこ巡り ※瑞穂10地区歩道の清掃(瑞穂通り他) 役員会・幹事会・代議員会

第１回合同委員会 東山動植物園 ３１期地域ミーティング

(17日) （１８日） (25日）

6月　 運営委員会(10日) 瑞穂鯱城会便り 全市春のクリーンキャンペーン 役員会・幹事会

第2回役員会 (第75号発行) (4日） ３０期地域ミーティング

(21日)　 （20～24日の1日）

7月　 運営委員会(8日) 日帰りバス旅行 役員会・幹事会

第2回合同委員会 （６日） 鯱城ニュース３０号

(19日)　 公開講演会（７日）

8月　 運営委員会 (12日) 講演会（22日） 瑞穂区民まつり　　 　　　(6日)

第3回役員会 　　　　　　在宅SC (瑞穂区社協共催行事)

(16日)　

9月　 運営委員会(9日) こころの絆創膏キャンペーン 役員会・幹事会・代議員会

第3回合同委員会 第１４回GG交換会

(20日)　 (12日)

10月　 運営委員会(14日) 第21回趣味の作品展

第4回役員会 （12～16日） 赤い羽根共同募金活動　 役員会・幹事会

(18日)　 　　　　　　市博物館

11月　 運営委員会(11日) 瑞穂鯱城会便り 一泊旅行

第4回合同委員会 (第76号発行) (7～8日） 　　　　　（鯱城・堀川を考える会主催） 役員会・幹事会

３１期生地域ミーティング

(15日)　 （30日）

12月　 運営委員会(9日) しめ縄作り 役員会・幹事会・代議員会

第5回役員会 　　　　　　（上旬） 鯱城ニュース３１号

(20日)　 公開講演会（１日）

29/1月 運営委員会(13日) 新春懇親会　 役員会・幹事会

第5回合同委員会 （13日） ３０期生区会説明会

(17日)　 (27日)

2月　 運営委員会(10日) 名古屋いいとこ巡り こころの絆創膏キャンペーン 役員会・幹事会

第6回役員会 　（6日） 代議員会

(21日)　

　3月　 運営委員会(10日) 瑞穂鯱城会便り ウイメンズマラソン2017　(12日) 役員会・幹事会

第6回合同委員会 (第77号発行) OB文化祭(９日)

(21日)　

わくわく瑞穂まつり(25日)

平成28年度事業計画

　　　　鯱城会ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（鶴舞）（8日）

堀川クリーンキャンペーン　　（5日）
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一 筆 啓 上 
短文で、今考えている事、出来事、気になっている事などを自由に書 

いていただきました。一筆啓上は、瑞穂鯱城会便りの 59号の復活です。 

  

思い立って横浜の神奈川近代文学館へ出かけました。特別展「100年目に出会う夏目漱石」 

の催しです。約小半日、立ちぱっなしで漱石先生に向き合い、原稿や手紙とにらめっこ、大

満足の五月の週末でした。                    18期  川出 佐代子 

 

5 月 26 日 27 日開催伊勢志摩サミット。東名阪、名高速なども大規模交通規制。25 日予定、

奈良県二上山バスハイキング、サミット成功に向けて断念。       27期  今井 眞 

 

多くの言葉を費やしても自分の思いはなかなか人には伝わりません。まして十七音という限

られた文字数で自らの発見や感動を一句に仕立てるのは。そんな俳句に一日一句挑戦中。    

「大皿に男の料理夏に入る」                    27期  加島 照子 

 

みなさん!!お元気ですか? その節はいろいろ、御協力有難うございました。「行事」から離れ、

顔の筋肉も弛んでいるかも♪♪です。行事他参加しまーす。「行事」に携わっていた時、手放

せなかった携帯、いまではバックのなかで居眠りしています。   27期  戸村 ヒサエ 

 

去年の思い出………行事委員になって委員長と共に、作品展・バス旅行・講演会等を企画し

た。参加者を募るために、ランチ会・カラオケ・なごやか会の行事・ハイキングに参加し、勧

誘に努めた。おかげで、たくさんの方々の協力を得ることが出来、顔と名前を沢山覚え、お知

り合いになれた。                         27期  水野 鉦子 

 

鯱城で清掃するようになってゴミがよく目につきます。ゴミの入ったコンビニの袋が木に結

んであった時には意識の低さに本当に失望しました。清掃しなくても、いつも綺麗が保たれる

教育の方が大切だと痛感しました。                 28期  水谷 政子 

 

いつまでも政治も世間も経済最優先。これから先、人口も増えないので、ほどほどの生活で

良いと思うのに。限られたパイから金を多く取るには貧乏人を増やすのが手っ取り早い。格差

は進む。                              29期  大脇 肇 

 

私の卒業した小学校は陽明小学校です。汐路小から分離新設された学校で、建物等は未整備

でしたが同学年の生徒数は4クラスと少なく、家庭的な雰囲気で楽しい学校生活でした。近く

を通るたびに懐かしく思い出されます。               29期  小川 正行 

 

最近、街を歩いていると、警察官の姿をよく見かけます。目の前でテロ対策のリハーサルに

遭遇した事もあります。着々と準備を重ねていることがわかります。伊勢志摩サミットの開催

を楽しみにしています。                      29期  川岡 浪江 

 

飯田線・新緑の旅………5月中旬、鯱城のクラス仲間と、JR飯田線に乗り秘境駅を目指しま

した。豊橋から片道 2時間 40分、持ち込んだ弁当・ビールなどを楽しみながら、雨によって

一段と輝く新緑を眺め、心が癒される時間を過ごすことができました。 29期  横江 幸子 
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「第 21回趣味の作品展」出展作品募集のお知らせ 

日    時:平成 28年 10月 12日（水）～10月 16日（日） 

午前 9 時 30 分～午後 5 時（最終日は午後 3 時 30 分迄） 

場   所：名古屋市博物館 3階 第 4ギャラリー 

募集作品:絵画、写真、書、陶芸、手芸 

☆27年出品点数 ： 118点 

☆27年来館者数 ： 1,065名 

 

出展申し込み期限 ： 平成２８年９月１０日（土） 

会員の皆様の出展を心よりお待ちしております。 

☆在校生の方の出品も歓迎です。 

☆出品作品は一人 2点までとします。 

問い合わせ先：行事委員長 知久 孝 

Tel:052-882-2082  

携帯：090-9121-8793 

  

 

 

 

 

 

表 紙 の 言 葉 

 28年度の総会がローズコートホテルで行われました。表紙の写真は、その日最後に

撮った全員集合写真です。今年度の表紙写真は、一人でも多くの人に瑞穂鯱城会便り

を読んでいただきたくて、毎回集合写真にします。 

 

 編 集 後 記  

今期の瑞穂鯱城会便りは、新しく仲間に加わった瑞穂鯱城会 29 期の方々の紹介を特

集としました。また、編集にあたっては、少しでも皆さんに読んでいただけるように、

特集記事をより前段にして報告記事を後段としました。これからも皆さんの意見をお聞

きしながら瑞穂鯱城会便りを充実させていきたいと思っております。また、身近に「こ

んな素晴らしい人が」と思われる人がおられましたら是非紹介をお願いします。 

 

発  行 者： 瑞穂鯱城会・名古屋市高年大学鯱城学園                  

発行責任者： 田中 重英 

編集責任者： 細川 悠子  

編集委員 ： 28 期 市川敦彦・深谷泫三郎・青山龍男・松村勝子・伊藤美智子 

          29 期 小川正行・白木 隆・大脇 肇・北岡百合子   
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訃報のお知らせ   林  道雄 様   18期  文化 B学科  豊岡学区 

平成 28年 4月 14日 ご逝去されました。享年 89歳でした。 

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。                   



瑞穂鯱城会

7月 8月 9月 10月 11月

合同委員会 19(火） 20（火） １５（火） 9：30～ 在宅SC(2F)

役員会 16（火） 18（火） 9：30～ 在宅SC(2F)

運営委員会 8（金） 12（金） 9（金） 14（金） 11（金） 9：30～ 在宅SC(2F)

広報 鯱城便り 76号

行
　
事

各イベント

日帰りバス旅
行　京都伏見
稲荷・寺田屋
　　6（水）

講演会　在
宅サービス
Ｃ
  22（月）

わくわく瑞
穂まつり
在宅サービ
スＣ
　25（日）

趣味の作品
展
市博物館
　　12（水）
～16（日）

一泊旅行
戸倉・上山
田温泉
7（月）～8
（火）

その都度 その都度

瑞穂公園清掃 13(水) 10(水） 14(水） 12(水） 　　9(水） 8：00～9：00 運動場正面

在宅SC日直 9：00～17：00 在宅ＳＣ

総合リハビリC 9：30～10：30 総合リハビリＣ

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ清掃 8（金） 8（月） 8（木） 7（金） 8(火) 10：00～
新瑞橋ﾊﾞｽﾀｰ
ﾐﾅﾙ

その他

瑞穂区民祭り
（6日）
瑞穂区社協
共催行事

心の絆創膏
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
わくわく瑞穂
まつり
　２５（日）

鯱城会クリー
ンｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
（鶴舞・８日）
赤い羽根共
同募金活動

堀川ｷｬﾝﾍﾟｰ
ﾝ(５日）
鯱城・堀川を
考える会主催

その都度 その都度

ランチ会 7(木) 4(木） 1(木） 6木） 3(木） 11:30～ 嘉文栄本店

ウォーキング
牧野ヶ池
21（水）

休み
円頓寺界隈

15（木）
養老公園
20（木）

長久手古戦
場17（木）

原則
第3木曜

その都度

書道 8（金）22（金） 13:30～ 在宅ＳＣ

健康体操 10:00～11:30 スタジオあい

囲碁 9:30～ 福祉会館

麻雀 26(火） 23（火） 27（火） 25（火） 22（火） 10:30～ 東風荘

グランドG
9月迄8時
(10月以降
9時)～約2H

田辺陸上
競技場

カラオケ 5(火) 2(火) 6(火) 4（火） 8(火) 13:00～ JOYJOY新瑞

和やか鯱城

第2回ボウリン
グ大会
　　29（金）

干支作り
　　24（水）

半田運河・蔵
のまち見学
　　26（月）

なごやか昼
食会
　　22（土）

愛岐トンネ
ル群と紅葉
　21（月）

　その都度 　その都度

友多互愛 有 有 有 有 有 その都度 その都度

瑞穗PC会 在宅SC

街路樹愛護会 7:00～ 団体毎

鯱
城
会

行事等

役員会・幹事
会・鯱城ﾆｭｰ
ｽ30号
公開講演会
　　7（木）

役員会・幹事
会・代議員会
第14回GG交
換会
　　12（月）

役員会・幹事
会

役員会・幹事
会
31期生地域
ﾐｰﾃｲﾝｸﾞ
　　30（水）

その都度 その都度

＊毎週　火曜日＆水曜日＊（但し、小中学校の夏休み期間はお休み）

**毎月　2回の金曜日（不特定）**

10団体：詳細は会報（本誌）12頁を参照下さい。

瑞穂鯱城会のホームページは毎月更新しています。

会
　
議

＊＊毎月　第2土曜13:30～　　第3金曜9:30～＊＊

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

毎週日曜日（午前～１名、午後～１名）

毎週金曜日　2名１組（午前9:30～10:00・10:00～10:30）２回

同
　
好
　
会

　　　　　　　＊＊月曜日　第一月曜日を除く月３回＊＊

　　　　　　　　　　　　＊＊毎週金曜日＊＊

　　　　平成28年7月～平成28年11月　　　　　行事予定表

実　　施　　予　　定　　日
時　間 場　所


