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新会長挨拶                    ２９年度会長  白木 隆 

 瑞穂鯱城会に入会して、一年間広報委員として「瑞穂鯱城会便り」の編集

を、手伝ってきました。そのなかで、先輩の皆様が瑞穂鯱城会の諸活動に

対して、真剣にかつ誇りをもって取り組まれてきたことを、強く感じました。 

  

今年度は、この歴史ある区会の運営を、２９期生が３０期生の協力を得な

がら実施してまいります。幸いにも、役員の選任も順調にすすみ、新体制の

活動が徐々に軌道に乗ってきたと思っておりますが、何せ微力で、至らぬ

点が多いとも思います。先輩の皆様のご指導・ご協力をよろしくお願い申し

上げます。 

 

また、３年後に瑞穂鯱城会３０周年を迎えることになり、今年は、これも先輩諸氏のご意見をたま

わりながら、その方向性の議論を行ってまいりたいと考えております。 

 

なお、同好会・行事・ボランティア・広報も含め、ひとりでも多くの会員の参加を得ることが大切だ

と感じており、何か工夫していけたらとも思っております。 

瑞穂鯱城会で多くの皆さんが楽しめるよう、運営も楽しく行いたいと思い、今年のスローガンを

「皆で楽しく！瑞穂鯱城会」 といたしました。 

 

 

2８年度を振り返って           2８年度会長  田中 重英 

昨年４月５日の総会で承認を受け、瑞穂鯱城会運営の責任者となりまし

たが、本当に瞬く間の１年間でした。「元気に、明るく、楽しく」皆で創る瑞穂

鯱城会を目標に、会運営を担って参りましたが、皆様のご協力により、無事

終えることができました。 

この間、数々の行事、１２の同好会活動に多くの会員の皆様にご参加い

ただきましたこと、ここに改めて御礼を申し上げます。本当にありがとうござ

いました。 

 瑞穂鯱城会は、お陰様で会員数微増にて推移しておりますが、鯱城学園

は入学者数の未達、卒業後の地区鯱城会への入会率の減少と大変厳しい

状況にあります。 

会運営におきましても、一定の人数が必要なことは言うまでもありません。 

人生８０年時代、個々人の価値観の違い、学びの機会の選択肢が増えたこと等、色々な理由が

考えられます。平成３２年には、３０周年を迎える瑞穂鯱城会が益々魅力ある地区会であるよう願っ

てやみません。 

 最後に、この１年間一緒に会運営を担って頂きました２８期の皆様、ご指導を頂きました諸先輩の

皆様、ご協力を頂きました２９期の皆様、本当にありがとうございました。 

 



 －４－  

平成２９年度総会・懇親会報告               

 ４月８日、ローズコートホテルにて平成２９年度の総会、懇親会が行われました。総会は出席者

１０２名、委任状１１０名計２１２名で総会は成立。事業報告・会計報告がなされ、２９年度の役員が

承認されました。新役員の進行で２９年度の事業計画案・会計予算案が承認され総会は終了。引き

続き懇親会に、新入会員は１９名でしたが、そのうち５名が出席し、総勢８０名。白木新会長の挨拶、

新入会員の自己紹介、２８期田中前会長の乾杯により始まりました。２９期生による「オカリナ、チェ

ロ演奏と合唱」に続き、２８期生による「見上げてごらん夜の星を」に合わせての「踊り」は見物でした。

その後、期毎、テーブル毎にカラオケで最高潮。先輩たちとも知り合い、語り合い、盛り上がり、あっ

という間の２時間でした。 
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事業報告 

懇 親 会 会 場 

２８期の踊り カラオケ 

総会会場 田中会長あいさつ 

あいさつ 

白木新会長懇親会あいさつ 

２９期オカリナ・チェロ＆合唱 



　　平　成　29　年　度　役　員　

役　職 期　別 鯱　城　会

会　長 29 　代　議　員

29

29

委員長 29

29

29 　委　　員

30

副委員長 30

30

30

29

30

幹　事 29

30

　　 佐藤　敬二 29

30

29

30

30 　委　　員

［協　力　員］

氏　　名 期　別 氏　　名 期　別 同　好　会

田中　重英 28 渡辺　一彦 14 囲　碁

中村　隆一 28 加藤　正夫 17 街路樹愛護連合会

細川　悠子 28 鈴木　泰子 18 書道教室

知久　　孝 28 鳥居  久人 19 健康体操教室

杉江　悦子 28 宝角　 　茂 22 ウォーキング

小田　由美子 28 戸村　ヒサエ 27 和やか鯱城

吉田　禎男 24 カラオケ

甘粕　良枝 25 パソコン

杉浦　成海 26 グランドゴルフ

森田　勝之 26 ランチ会

板倉　重之 26 麻　雀

服部　義明 26 友多互愛（新設）

      -5-

　鯱　城　会

大西　一彦 　総務・会計

小川　正行

氏　　　名 担　　当

　総　括

齊木　清一 　総務・会計

　広　報

近藤琶留子 〃　　

　広　報伊藤　博文

山川　英二

　行　事

磯部　容子

　ボランティア

　行　事

　ボランティア

　広　報

田島　耐子

村瀬　とよ子

白木　　隆

〃　　

　行　事

奥田　隆子 〃　　

　総務・会計

小塩　紀夫

　鯱　城　会

前年度役員

　会長

　総務・会計

　ボランティア

小川　健二 〃　　

　広報

　行事

　ボランティア

　鯱城会

大矢　俊夫

北川　健二

大脇　　肇

内山　郁夫

森田　良裕



開催月 会　議 広　報 行事・懇親会 ボランティア 鯱城会

29/4月 29年度総会(4日) 29年度総会・懇親会 (通年活動) 役員会・幹事会・代議員会

（4日）
※新瑞橋バスターミナル清掃（８日／
月）

29期30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）

(7日) ※在宅ｻｰﾋﾞｽCで貸室管理(日曜/週)

※総合リハビリCで付添い散歩(金曜/週)

第１回役員会 ※使用済み切手の回収

(18日) ※鯱城学園図書貸出ボランティア

※瑞穂9地区歩道の清掃(瑞穂通り他)

5月　 運営委員会　(12日) 名古屋いいとこ巡り ※新瑞橋バスターミナル清掃（第1、第3日曜） 役員会・幹事会・代議員会

第１回合同委員会 (8日） ※「友多互愛」シルバー施設訪問（月複数回） ３2期地域ミーティング

(16日) 大須演芸場 (24日）

6月　 運営委員会(16日) 瑞穂鯱城会便り 日帰りバス社会見学旅行 全市春のクリーンキャンペーン　(3日） 役員会・幹事会

第2回役員会 (第78号発行) トヨタ自動車、キリンビール ３1期地域ミーティング

(20日)　 三菱ＵＦＪ貨幣資料館（9日） （19～23日の1日）

7月　 運営委員会(14日) 講演会（６日）　　　　 役員会・幹事会

第2回合同委員会 名東文化劇場 鯱城ニュース３２号

(18日)　

8月　 運営委員会 (4日) 瑞穂区民まつり　(5日)

第3回役員会 (瑞穂区社協共催行事)

(15日)　

9月　 運営委員会(8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１６回GG交換会

(19日)　 わくわく瑞穂まつり（２４）

10月　 運営委員会(13日) 第21回趣味の作品展 鯱城会クリーンキャンペーン（鶴舞）（７日） 役員会・幹事会

第4回役員会 （11～15日）

(17日)　 　　　　　　市博物館

11月　 運営委員会(10日) 瑞穂鯱城会便り 一泊旅行 堀川クリーンキャンぺーン（４日） 役員会・幹事会

第4回合同委員会 (第79号発行) (未定） （鯱城・堀川を考える会主催） ３2期域ミーティング

(21日)　

12月　 運営委員会(8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３3号

(19日)　

29/1月 運営委員会(12日) 新春懇親会　 役員会・幹事会

第5回合同委員会 （12日） ３１期区会説明会

(16日)　

2月　 運営委員会(9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・代議員会

第6回役員会 　（未定） 鯱城会入会受付

(20日)　

　3月　 運営委員会(9日) 瑞穂鯱城会便り ウイメンズマラソン2018　(11日) 役員会・幹事会

第6回合同委員会 (第80号発行) 第８回OB文化祭

(27日)　

・６月運営委員会は第３金曜日（16日）

・８月運営委員会は第1金曜日（4日）

・３月合同委員会は第4火曜日（２７日）

平成29年度事業計画
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総務委員長            ２９期  齊木 清一 

 

昨年１年間は、中村総務委員長のもと副委員長として、といっても特に何

もしたわけでなく、楽しくさせていただきました。が、しかし今年度は委員長

を仰せつかり、身の引き締まる思いです。特にこの時期は区会運営に重要

な時期であり、事業計画、予算、管理データ、の作成等、確実に実施し、先

輩方が築いてこられた、３年後に３０周年を迎える、伝統ある瑞穂鯱城会を、

次の世代にバトンタッチできるように頑張る所存です。 

新会長のモットーである「みんなで楽しく」を旗印に、できるだけ多くの人

に参加していただき、運営していきたい。そのためには、まず各委員会の連携・協力が第一

ですので、開かれた体制を築いて行きたいと思いますので、皆様方のご支援・ご協力をよろ

しくお願いいたします。 

 

広報委員長 ２９期  小川 正行 

 

４月に前広報委員長の細川さんより「瑞穂鯱城会便り」（NO１〜NO７）を引

き継ぎ、じっくり読み返してみました。それぞれの時代の歴史がそこにありま

した。平成２９年度のたった１年間の広報委員長ではありますが、瑞穂鯱城

会としての活動の記録を残していくことにより、鯱城会の発展に寄与出来たら

いいなと考えております。 

また、難しい事かもしれませんが、会員の皆様に楽しく読んでいただける

鯱城会便りの作成に向けまして、広報委員のメンバー全員と一緒になって頑張っていきたい

と思っております。我々広報委員へのご支援の程よろしくお願いします。さらに、皆さん方の

原稿投稿による鯱城会便りへの参加、大歓迎です。積極的な参加、お待ちしております。 

 

 

ボランティア委員長         2９期  磯部 容子 

 

 瑞穂区をきれいな街にしたい・・・・・・、そんな思いで瑞穂鯱城会

に入りました。昨年１年、運動場・新瑞橋・街路樹愛護会での清掃、「友

多互愛」ボランティアに参加して、たくさんの先輩と知り合うことがで

き、瑞穂区は素晴らしい先輩が多いと感じました。又、お忙しくて元気

な人が多く、長年続けていらっしゃるのを知り、私もずっと続けたいと

思いました。「最初はボランティアに興味がなかったけれど、参加して

いるうちに仲間が増え楽しくなった」という人がいました。私も２８期の皆さんたち

と共にボランティアしてとても楽しい１年でした。今年度も先輩たちの協力を得なが

ら、３０期の皆さんと元気に楽しく活動したいと思っています。 



－８－  

行事委員長                  ２９期  山川 英二 

  

行事委員長という重責を担うことになり、大変恐縮しております。 

今年は瑞穂鯱城会会員の皆さんのご協力を頂いて、みんなで明るく

楽しく喜んでいただける行事にして行きたいと思います。 

２８期行事委員長の知久さんのご協力を得ながら精一杯努めたい

と思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

瑞穂区鯱城会委員長            29期  大矢俊夫 

 

鯱城会委員長を務めさせていただきます。主な仕事としては、鯱城会本

部が計画する行事の運営に携わることですが、私の場合は、鯱城ニュース

の作成業務を担当しております。 

昨年度は、前委員長の小田由美子さんのご指導を仰ぎながらの１年間

でした。本部は、大きな組織体ですので、小回りが効かず、冊子の原稿一

つを寄稿者へお願いするにしても大変な労力を要すると感じました。ただ、

鯱城会が行う様々な行事に参加することで、１６区会の方々との交流が出

来ることは楽しいと感じました。 

本年度は、瑞穂鯱城会から２９期の私と３０期の北川さんが本部での仕事に携わりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

3２期生の地域ミーティングが開かれました。 
 5 月 24 日（水）高年大学新 1 年生（32期生）

の地域ミーティングが開かれ、瑞穂区在住の生

徒 3５名中 33名が出席しました。今回が初めて

の顔合わせです。出席者と 32期生の双方が自己

紹介をした後、役員の方から瑞穂鯱城会の概要

及び地域活動等の説明が行われました。 

説明のなかでは、地域のボランティア活動は

強制ではないこと、役員には強制的にさせられ

ることもないことをよく説明しました。 

 ３２期生からはクラブ活動の事や作品展はどのようなものでも出すことができる

のかといった質問があり、詳しく説明をしました。 

参加されたいずれの生徒さんにも熱心に聞いてもらえ、充実した場が持てたように

感じました。 

      



－９－ 

 

＝＝＝新 入 会 員 紹 介＝＝＝ 

今年度も１９名（２９期１名、３０期１８名）の新しい仲間を迎えることが出来ました。 

先輩の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。   

 

新 入 会 員 名 簿 

 

        

 氏   名 フリガナ 性別 所 属 専攻 クラブ 学区 

２９期             

1 内藤純子 ナイトウジュンコ 女 広報 生活 A 写真 豊岡 

３０期             

1 石丸 昭子 イシマルアキコ 女 総務 陶芸 万葉 中根 

2 伊藤 博文 イトウヒロフミ 男 広報 国際 A 国際文化 井戸田 

3 内山 郁夫 ウチヤマイクオ 男 行事 環境 重文 瑞穂 

4 大西 一彦 オオニシカズヒコ 男 総務 園芸 社交ダンス 瑞穂 

5 小川 健二 オガワケンジ 男 ボランティア 園芸 健康 中根 

6 奥田 隆子 オクダタカコ 女 行事 国際 B 旅行 汐路 

7 小塩 紀夫 オシオノリオ 男 ボランティア 健康 A パソコンペイント 豊岡 

8 北川 健一 キタガワケンイチ 男 鯱城会 国際 B 写真 高田 

9 近藤 琶留子 コンドウハルコ 女 総務 健康 A なごやか絵手紙 瑞穂 

10 坂本 ツギエ サカモトツギエ 女 ボランティア 健康 A 民謡 瑞穂 

11 杉浦 鈴江 スギウラスズエ 女 広報 美術 歩いて知ろう 穂波 

12 鈴木 基夫 スズキモトオ 男 行事 美術 天文気象 御劔 

13 田島 耐子 タジマタエコ 女 広報 美術 書道 御劔 

14 田中 和博 タナカカズヒロ 男 総務 生活 A 国際文化研究 御劔 

15 早川 文昭 ハヤカワフミアキ 男 ボランティア 福祉 福祉友愛 穂波 

16 山口 眞由美 ヤマグチマユミ 女 行事 福祉 フォークソング 中根 

17 山口 涼子 ヤマグチリョウコ 女 ボランティア 美術 グリーン 弥冨 

18 山本 恵子 ヤマモトケイコ 女 広報 陶芸 歩いて知ろう 汐路 
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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） 

〔２９期〕 

内藤 純子 広報 生活Ａ 写真 

鯱城学園・シルバーカレッジを周囲の支え

により終了。さて次は瑞穂鯱城会へ。２つの

事を一度に出来ない不器用な２９期生の新

参者です。出来る範囲内でコツコツ楽しみ乍

ら頑張りますので、よろしくお願いします。 

〔３０期〕 

石丸 昭子 総務 陶芸 万葉 

鯱城での久しぶりの団体生活、早起きに

疲れましたが楽しい日々でした。すぐ近くに

卒業生の方々がお住まいの事に心強さを感

じています。同好会にも参加したいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 
 

伊藤 博文 広報 国際Ａ 国際文化 

日夜俳句を創り始めて三年目になる。十

七文字に季語を交える短小の文学。「ワシハ

先生デアル！」という師と毎月、句会で激論

を交わしています。取り組み易い趣味です。

通勤の行き帰りが楽しいです。 
 

 

内山 郁夫 行事 環境 重文 

鯱城学園で多くの人々と知り合い楽しく過

ごしました。新たに瑞穂鯱城会で期を超えた

出会いが楽しみです。今般行事委員になり

ました。会員の方々が楽しめる企画を提供で

きればと思います。よろしくお願いします。 

 
 

大西 一彦 総務 園芸 社交ダンス 

 学園入学２年、早や卒業、鯱城会には期待

しており、クラブ活動にも参加したく思ってお

ります。園芸クラスのボランティアもあり、又仕

事も持っておりますが、出来るだけ参加して、

地域のみなさんと交流したいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小川 健司 ボランティア 園芸 健康 

鯱城学園での２年間、沢山の方々と出会

い楽しい時間を過ごしました。瑞穂区に移り

住み三十数年経過、今回瑞穂鯱城会に入

会させていただきました。ボランティアを通じ

地域の活動に参加していきたいと思っていま

す。 
 

奥田 隆子 行事 国際Ｂ 旅行 

学園生活２年間は、沢山の人との出会い

があり、色々名古屋市の行事が有る事を知り

ました。瑞穂区に住みながら知らない事ばか

りで、これからは地域行事に参加をして、地

域の方達との交流に繋がればと思っていま

す。 
 

小塩 紀夫 ボランティア 健康Ａ パソコンペイント  

瑞穂区に移り住んで３９年、恵まれた環境

の中で生活出来、学園も卒業する事が出来

ました。いままで地域にはお世話になるばか

りでした。鯱城会ではボランティア係をおお

せつかり、清掃を通じて恩返しさせていただ

きます 

 
北側 健一 鯱城会 国際 B 写真 

軽いボランティアのつもりで鯱城会に入会

し、鯱城担当となりました。鯱城会の予定表と

クラブ OB 会の予定を照し合わせると、半数

がバッティングしていたので、鯱城会に申し

入れ、クラブ OB会を優先しています。 

新入会員からのご挨拶 
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近藤 琶留子 総務 健康Ａ なごやか絵手紙 

鯱城学園の二年間は、あっという間に過ぎ

多くの友が出来ました。鯱城会に入会させて

頂き先輩の皆様の教えを受け乍ら楽しくでき

たらと思っています。地域で３０数年も仕事を

させて頂き皆様方にお世話になっています。 

 

 

坂本 ツギエ ボランティア 健康Ａ 民謡 

二年間の楽しい高年大学生活があっとい

う間に過ぎました。これからは地域の鯱城会

で先輩の皆様と一緒に社会に役立てる様活

動させて頂きたいと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

鈴木 基夫 行事 美術 天文気象 

 大変楽しく忙しい２年間を幸運にも皆勤賞

で過ごすことが出来ました。卒業後は、クラス

などのOB会活動へ参画すると共に、区鯱城

会の先輩・仲間との交流や地域活動に、楽し

く参加させていただきたいと思います。 

 

田島 耐子 広報 美術 書道 

充実した２年間を過ごさせていただき、美

術のお仲間に感謝、感謝。卒業後も、瑞穂

鯱城会へ入れていただき、今までの様な楽し

い時間を続けていかれたら最高。頑張ります

のでよろしくお願いします。 

 

田中 和博 総務 生活Ａ 国際文化研究 

名古屋弁の学長の挨拶に始まり、学長の

挨拶で卒業して早くも１ヶ月半になりました。

卒業後もクラス OB 会、クラブ OB 会があり、

学区の役員の仕事もあり、この調子ではどこ

迄お役に立てるかわかりませんが、よろしく。 

 

 

 

 

 

早川 文昭 ボランティア 福祉 福祉友愛 

 左利きでは調理が出来ない。右に直せの

一言、左利き包丁は小僧では高くて買えな

いから、今では笑い話ですが、家で調理する

時思い出してなつかしがっています。ボラン

ティアに向けて何が出来るか、今から楽しみ

です。 

 

山口 眞由美 行事 福祉 フォークソング 

 今年から鯱城会に入会させていただきまし

た。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

山口 涼子 ボランティア 美術 グリーン 

 新しい出会いに楽しい二年間を過ごせまし

た。卒業後はのんびりとと思いきや怒涛のよう

な１ヶ月が待っていました。今後は体調を整

え頑張り過ぎず先輩方、仲間の皆様と楽しく

元気に活動を続けられたらと願っております。 

 

   

 



                   －１２－  

  ボランティア 

瑞穂公園清掃ボランティア 

２９期 村瀬 とよ子 

 ４月１２日（水）瑞穂公園清掃を午前８時

より参加者４５名で行ないました。 

白木会長の挨拶、３０期生の紹介、参加者

全員での集合写真の撮影、ゴミ拾いや草取り

の後 保健所の職員（健康ささえ隊）の方の

指導で「みずほ体操」をしました。この日は

風も強く帽子も飛ばされそうでしたが、桜ふ

ぶきの中すっきり美しくなった公園で体をほ

ぐし、爽やかな朝になりました。 

最近歩いているとタバコの吸い殻や、紙屑

などが目につくようになり………。ボランテ

ィア活動に参加するようになった成果でしょ

うか？ 

毎月第１、第３の日曜日午前９時～９時 

３０分新瑞バスターミナルの清掃を行なって 

います。 

又、毎月８日は「環境デー」として新瑞バ

スターミナルで他の職員の方達と清掃を行っています。（10 時から２０分くらい） 

皆様の御協力宜しくお願いします。 

 

          初めてのボランティア !!    30 期 坂本ツギエ 

４月１２日（水）お天気にも恵まれて、はじめてのボランティアに参加しました。 

パロマ瑞穂競技場まわりの清掃とみずほ体操（8:00～9:00） 

今まで散歩やお花見で通っていた川沿いのゴミ拾いと草取りでした。いつもきれい

になっているなあーと思いながら散歩していましたが、実は先輩の皆様のボランティ

アのおかげだったんですネー。 

からだを動かし、汗をかき、みずほ体操も経験でき、気分すっきり!! 有意義な１

時間でした。 

30 期生の参加が 4 名しかいなくて、ちょっぴりさびしかったですが、次回は同期

生に声をかけてできるだけ大勢の人達と参加できたらいいなあと思っています。 
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名古屋いいとこ巡り 

大須演芸場とローズコートでのランチ 

                                       ２６期 森田 勝之 

良い天気に恵まれ会員４２名参加されました。 

少し早めに着きましたら劇場前には、まだらな人でしたので、

まだ軌道に乗っていないのだなと思っていましたら、何の何の、

劇場前にはどんどん人が集まってきました。従業員の方が誘導

して入場させ始め順番を待っていましたが、なかなか入れてもら

えず、すると「瑞穂鯱城さん中へ入って下さい」と言葉を掛けら

れたので、中に入っていくと館内満員、すると補助席迄出してい

た。午前中は４団体貸切との事、冷房がガンガン効いていた。自分が予想していたのと、思

惑違いの様でした、大繁盛。 

 

演目は前半５つ休憩後３つ。 

僕が記憶に残っている演目を上げると。 

奇術⇒マッハ金太郎が出てきたので、どっかで見た人だなーと思ったら、入口で誘導してい

た人。この劇場に居ると何でも屋だそうです。ユニークな人柄の人に感じた。 

落語⇒林家時蔵 ７３年に林家正蔵入門、８５年に真打 さすがに真打、聞いていても話に

引き込まれて聞き入ってしまう。 

漫才⇒笑組 ８６年内海桂子、好江に入門。さすがキャリア積んでいるだけあって、テンポも

速くて、人の気を惹く楽しい漫才でした。 

落語⇒桂花圑治 狂言師もされる。落語を狂言調で初め興味深く聞かせてもらいましたが、

途中で睡魔が襲って、うとうと と気が付くと落語の内容が理解できなくなりーーーー。

話し方は大変良かったと思いました。                          以上 

 

人により、見たり、聞いたり、感じたり、人様々ですので瑞穂鯱城便り（この記事）を見たときに、

もう一度思い浮かべてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事さん大変お世話になり有難うございました。 

 

行 事 
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               瑞穂鯱城会に関する事、会員の皆様に伝えたい事 

          等会員から会員へ次々とペンをつないで参ります。 

 

鯱城への伝言 

22 期 宝角 茂 

 

 地下鉄では半数以上の人が何かの儀式を行うように、スマートフォンを持って指でなぞ

っている。今や IT 情報が溢れ、世の中フェイクニュースが当たり前になり、近未来には

AI が人間を超える時代に、また IOT 社会の実現も視野に入って来た。 

 

「老人の、老人による、老人のための鯱城会」 

これはあくまでも私が考える鯱城であり、私の考えで直面している課題を取り上げました。 

 

イ． 役員体制を現 2 年制から 3 年制に。＜高年大学への入学生が減少しており、従って

区会への入会者も少なくなることが予想される。また 役員の担い手がない。＞ 

ロ． 協力員の委嘱者の変更。＜現在の同好会の会長から期別毎に委員を選出する。期別

委員は協力員として、区会に横断的に参画する。＞ 

ハ． 同好会は同好会連絡会として、区会と連携する。 

ニ． 区会の行事、一泊旅行の見直し。＜会員が高齢化し長距離は無理なので、何年かに

一度の皆が参加し易い一泊旅行の検討＞ 

ホ． ボランティア活動は社会のニーズが多様化しているので、地域ボランティア団体・

老人会・社協・区役所等と関わるボランティアコーディネーターの検討。 

ヘ． 学園は地域社会に役立つ、実践的な手法を学ぶ専門コースを設け、人材を育成する。 

ト． 学園・鯱城会は見直し、方針変更の時は区会にワークショップ等を開催して説明を

する必要がある。何故ならば、区会・鯱城会・学園は一体制を成しているからです。 

 

 学園の見直し後、何となく鯱城会に違和感を覚えることが多くなった。これは年期が古

くなった所為か。日頃 鯱城に関して見聞きしたことを、私自身の受け止め方で私なりの

思いを書き記しました。諸兄には多々ご意見、ご叱責はご容赦下さい。 

 

（次回は 17 期 高木正雄さんにお願いしました。） 

 

シルクロードの中継地「青の都」ウズベキスタンを旅して 

                                25期 甘粕 良枝 

今年の元旦、友人夫妻と温泉旅行中に、ウズベキスタン航空チャーター直行便利用のツア

ーのパンフレットを目にして、参加しようと即決しました。4 月 7 日、14 世紀に中央アジ

アを統一したティムール帝国の首都・サマルカンドに到着しました。まず、驚いたのは、

空港前では、名古屋発の初めてのチャーター便を歓迎して、観光省の大臣、日本の大使、

音楽隊、民族衣装を着た美しい女性たちの出迎えを受けました。翌日からサマルカンド、 

会員ペンリレー 
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シャフリサブス、ブハラ、ヒヴァの世界遺産と首都タシケントの観光に出発しました。 

サマルカンドでは、イスラム教徒が、ひれ伏す唯一の神・アッラーのモスク、礼拝の時刻

を知らせるミナレットやメドレセ（神学校）、墓廟などを目の当たりにして、その建物の青

一色に圧倒されました。 

 3 つの巨大なメドレセが立っているレギスタン広場では、観光協会主催の歓迎プログラ

ム「サマルカンドの夕べ」が行われ、舞踊や音楽演奏、巨大なメドレセを背景に 3D マッ

ピングでウズベキスタンの歴史が映し出され、シルクロードの長い歴史に思いを馳せまし

た。夕食時には、偶然、観光省大臣や日本大使とテーブルが隣り合わせになり、大いに飲

みながら（私は下戸ですが、夫が）楽しく語らい、大いに両国の親善に貢献できたのかな

と思っています。 

 シャフリサブスはティムール生誕の地で、夏の宮殿跡や子孫のために建てた墓廟などを

見学しました。その地区は、現在、市民の憩いの場所ともなっています。 

 ブハラは、イスラム世界全体の文化の中心地として、繁栄した地でキャラバン隊の宿や

ハウズという水を湛えた池があり、キャラバン隊の情報交換の場、地元の人々が集う場と

なっている。 

 ブハラからヒヴァまでは、延々と砂漠の中を走り、砂漠に囲まれた大きな城壁に着いた。

城壁の南門に隣接したホテルに着いた時には、思わずストレッチで足腰を伸ばしました。

城壁は、南、北、西門で囲まれ、城内には､20 のモスクとメドレセ、6 基のミナレットがあ

り、古い住居も残っていて、まるで中世にタイムスリップした気分に浸った。 

 タシケントでは、6 時間飛行機が遅れたため、車窓からの観光となりましたが、 

近代都市の印象を受けました。唯一、日本墓地で下車して、墓地で頭を垂れました。イス

ラム教徒の方が、宗教とは関係なく墓守をしてくれている姿には、大いに感銘を受けまし

た。 

ウズベキスタンは、とても親日的で、どこでも大いに歓迎されました。 

（次回は 27 期 稲田順子さんにお願いしました。） 



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。
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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

1日･15日 7

6

62

10 第2(水) ー

8 10日

3

9

7

5 8

7

 第3(金） 6

6 5

7 10日

同好会の紹介
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～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1,１50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。 
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～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3～４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 健康科の先生の指導のもとに、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。 

 

～カラオケ同好会～ 

会 場 ：JOYJOY 新瑞橋店 

開催日：毎月第１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。好きな歌を思

い切り唄いましょう。 

 

～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 

 

 

～和やか鯱城～ 

会 場 ：毎月の活動内容による              

開催日：毎月の行事内容による 

会 費 ：年会費 ６００円、その他行事内容により参加費あり 

問合せ先： ８３５－６２６７ 携帯 ０９０－１７８４－６７９９  世話人 戸村 ヒサヱ（２７期） 

☆会員同士でアイディアを出して、物作り・旅行・芝居・コンサート鑑賞など楽しみな

がら親交を深める会です。 
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～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２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。   

 

～友多互愛～ 

会 場 ：その都度                       

開催日：その都度 

問合せ先： ８７１－８７２９  世話人 服部 義明（２６期） 

☆デイサービスを訪問し唄い、笑い、踊るボランティア活動、自分の元気をお裾分

け 

 

瑞穂鯱城会のホームページについて 

  穂鯱城会のホームページは誰でも書き込みができます。皆さんからの 

積極的な投稿をお待ちしています。 

【瑞穂鯱城会ホームページの開き方】 

 ・最初に高年大学鯱城学園で検索   

・リンク集名古屋市高年大学鯱城会をクリック 

・鯱城会の紹介画面が出る     ・瑞穂区をクリック 

・瑞穂鯱城会の画面が出る     ・掲示板をクリック 

・掲示板が表示される 

【掲示板への入力】 

・名前：ニックネームがベター    ・題名：標題を簡潔に 

 ・内容：何字でも         ・「投稿する」をクリック 
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3 年後には瑞穂鯱城会誕生３０年を迎えるこの時期に、「瑞穂鯱城会の回想

録」として先輩諸氏に当時の思い出を原稿にまとめてもらいました。 

 

瑞穂鯱城会の回想録 

                         １４期会長 渡邉 一彦 

  

本籍も疎開先も伊豆半島で、名古屋は汐路小

５年の時に来たが、その後も名古屋には数回

出入りし、落ち着いたのは定年退職後近所の

先輩から、名古屋には「鯱城学園」という高

年大学があると教わり、即応募したら運よく

１回で入学できたのが私の「鯱城学園」との

初対面でした。 

 

そして「瑞穂鯱城会」の総会 

 私はバイトをしていたので最初から外してもらうようにお願いしてあり、

その通りにしてもらいました。 

 ところが大変！ 会長に選ばれていた加藤忠雄さんが２ヶ月ぐらいして

具合が悪くなり、改めて会長選を行うことになったのです。そして私が選

ばれました。 

 

会長になって 

 「瑞穂鯱城会便りや役員組織」は既にしっかり出来ていましたが、人の

繋がりはまだあまり強くないと感じました。 

そこで、当時の役員会は「青年の家」で開催されていましたが、役員会

が終わると即解散に近い状況でした。そのうち、青年の家のほぼ向かい側

の「美濃路」に行くようになりました。 

こういうのが後の「ランチ会」のはしりだったのかもしれませんね。 

 

「瑞穂鯱城会便り」は配布が大変。「１泊旅行」は実行が大変。等々  

また今回のような機会がいただければ個々に色々とお知らせ出来るでし

ょう……。 

瑞穂鯱城会の回想録 
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「みずほ会」１５期（平成１５年）の感想 

15期会長 中原 拡 

平成 14 年に、鯱城学園「みずほ会」に入った。健康

学科のクラスでも、社交ダンスクラブでもそうなので、

私は「総務・会計」役員候補に手を挙げていた。15期会

長は首藤さんの予定であった。ところが、体調不良で私

にお鉢が回ってきて、不安のなか、仕方なく会長を引き

受け、当時、会則になかった次期会長候補者の「幹事長」

ということになった。 

１４期の渡辺会長が、パソコンで資料を作成していた。私はそれまでワープロしか

使っていなかったので、急遽パソコンを購入し、夢中でパソコンに取り組んだのが、

現在役に立っている。 

もう 14 年前のことなので、会長として、何をやったか特筆すべきことは記憶にな

い。１５年度総会で、「１５年度事業計画（案）」が承認されたら、それを実行するだ

けだった。 

期中の総務・行事・「瑞穂会たより」の発行・ボランティアなどのことは、それぞれ

担当の副会長にお願いし、それ以前からの継続で、これと言って新しいことは何もや

らなかった。ひたすら無事に過ぎることを願っただけである。特に「ボランティア部

会」は名ばかりで、現在の瑞穂鯱城会に比べると、殆ど何もやらなかった。 

任期も終わり近くなり、「あと１年やったら、もう少しましなことをやれるかも？・・ 

でも１年間は大変だ！」と反省したり、勝手な感慨をもった。 

１６期の役員候補を選ぶのだけは失敗だった。お願いした役員間の連携がうまくゆ

かなかったのである。 
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あ る 選 択 

                                          17期会長 高木 正雄 

 

H16年 4月、私は区会「鯱城学園みずほ会」に入会し、「幹事長」にいきなり任命された。幹事長

とは当時の区会役員組織で次年度の会長予定者をいう。1年間の会長職見習いである。 

H17年度 3月、私は新年度を目前に控え次の二つの選択に迫られた。当時の「みずほ会」は、

近代化?への移行期だったのか激動感が強く、私は会長職就任を目前にしてその対応を如何す

べきか悩んだのである。 

選択 1 

先輩役員の動きを忠実に踏襲し、誰からも文句を言われない様「ひたすら無難」に過ごすべ

きか 

選択 2 

思い切って、自ら思う「あるべき姿」の仕組みを再構築し、任期を全うすべきか 

私はイチかバチか腹を決め、後者を選択した。 

会長職として、私が新しく残した記録は次の通りである。(当時の関係役員のご協力に深く感謝) 

◆会名を「鯱城学園みずほ会」から「瑞穂鯱城会」に改称、会則を一新し会旗を作った。 

◆会組織から顧問、相談役を無くし、会運営の為の「協力員制度」を作った。 

◆会員間の一層の親睦融和を目指し、年 1回の「一泊旅行会」を定例行事化した。 

 

 

 

瑞穂鯱城会                                                     

                                                     第 1回一泊旅行会 

H17年 11月 6-7日実施  

「湖東三山&芦原温泉旅行」 

 ※参加者 24名 

 

 

◆会主催のボランティア活動として「中部善意銀行」と連携し「労力預託・郷土美化 

合同奉仕」と「物品預託・古切手回収」等を開始した。 

             ◆鯱城会 16区で北区、守山区に続き、3番目の「区会Web HP」を瑞穂区で開設した。 

             ◆会の活性化促進のため、会組織としての「趣味の同好会」設立を奨励し、自らもウォー 

キンクラブを創設した。     

現時点での選択した結果を自己評価すると、評価点は 49(ヨクナイ)点である。 

今、思うに残念ながら、私の意図と異なる形となって存続しているものがある。また後継者の段取り

を怠った為、会長退任後にすぐ活動が途絶えてしまったものもある。 

組織体の仕組み構築は「その時」より、「その後」に備えての「歯止め」が大事で有ったと改めて 

猛反省している。 

以上  
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浜 神 明 社 

              11期 松村 今朝冶 

 八丁畷
なわて

がいつごろから海岸が無くなったか

知らぬが八丁畷とあるから長い海岸線だろう

海辺を畷と云い、陸の段丘のようなのを湫
くて

と云

うようだ。今でも古い人達は八丁畷を忘れない、

昔東海道の「宮の宿」までの街道である。その

南側に小高く土を盛り、御師により神明社が祀

られ伊勢皇太神宮の遥拝所があった。 

 明治になると小さな社は統合せられ津賀田

神社に合祀させられた。 

 昭和になり戦争が激しくなり、兵士送りが不便だからと現在地に戻って来た。 

 小さな社二つ位有るだけだが、石碑は珍しいものがある。 

その一、慶長二十年の斗帳寄進碑 

その二、月待ち供養碑、天正十七年五月十七日に愛知郡、分野の四郎五郎が月待ちをす。 

    碑面に梵字で「丸の中に勢至、毘沙門、不動その下に五輪塔と刻名あり、名古

屋市文化財」 

その三、西行の腰掛石、名古屋甚句の中に、西行法師が腰を掛けとあるが誰が寄進した 

    ものか判らない。石は養老山脈の奥の河戸石、境内の中の地べたに置かれてい

て余りにも低く、掛けにくい。それでもお尻のあともくっきり残ってるし、 

    手をついたあともあり、何んとなく心が休まる感じだ。 

 昭和の始めに津賀田さんに合祀した事は、一対あった斗帳寄進碑の一つが今だに津賀 

田神社に残っている。もう大方の人は忘れているだろう。斗帳とは幔幕のことで、月待 

ち供養碑とは、十三夜、十五夜、十七夜、夜毎のお月さまを拝む事を言い、少しばかり 

の酒を飲んだものだが、今ではお月さまを拝む人はいなくなった。 

斗帳寄進碑 月待ち供養碑 西行の腰掛石 
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                              ３０期 伊藤 博文 

 

“朝いつものように洗面台で、顔を洗おうとして鏡を見てビクッとした。前には見知らぬ

お爺さんが立って私を見ている” 

 

鯱城の入学希望者が激減している。原因は 

１ 生産人口の減少で、老い（老人）も必要になってきた。無理して仕事やめなくてもよく

なった。まだ元気だから。いつまでも生きるのかわからないから、たくわえを用意したい。

だから、働かなければならない、また働きたい。鯱城行く余裕はない。 

  

２ 鯱城は30年間変わらずやってきた。私は世間離れした、カリキュラムの中で、２年間過

ごした。そこで外部の関係者たちの鯱城を見る目は、鯱城学生は暇人で、無為徒食の連中ば

かりだと冷ややかな対応を感じた。又学生は、担任から指示された行事を実行するだけで、

目いっぱいだった。立ち止まって考える時間の余裕はなかった。今年から体育祭が取りやめ

になった。 

 

３ いつ自分が、近親者が、病気か、事故で動けなくなるか、死亡するか、遥かに折り返し

地点から離れている自分のことを考えると恐ろしくなる。鯱城にはそんなテーマを提起する

雰囲気はなかった。 

 

４ 鯱城での、我々の世代の共通の悪夢である50人の詰め込み教室の再現。対話形式の講義

ではなく、一方通行の講義での講師の投げやり、マンネリ化を再体験。老い達の口コミはも

うすでに広まってしまった。そんな鯱城体制には名古屋の老いたちそっぽを向いた。面白く

ないのだ。 

 

５ 私は「老いる」とはどんなことかを客観的に考えたいと思って鯱城に入った。同級生達

に色々な考えを、特に男性に聞きたかった。が仕事を辞めた男は、背骨なしの軟体動物にな

った、又糸の切れた凧だった。できるのは、「飲む、打つ、買う」の中で、飲むことだけで

ある。 

 一方女性は、古き慣習を乗り越えた自負があり、鯱城で明るく楽しくお勉強するという目

的は明確である。男性は数の多さの女性の行動力、団結力に引きずられる。 

 今回三ヶ根山合宿の中止理由は、女性たちが、“見知らぬ人と同室で寝泊まりは NO、宿泊

費用が高いということで NO、”だったと学校関係者は言っていた。このままいけば 2.3年の

内に鯱城は危ういと私は思う。 

  

自由投稿 
こ れ か ら 
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老いの人口が増加していく中で、老人優待、優遇政策はなくなる。我々の今後は、我々

自身が現実的に取り組まないと混乱するだけである。 

 例えば安倍晋三さんの考える政策、「老いをとことん働かせる、遊ばせない、病気にさ

せない、病気になったらすぐに治療して長引かせない。怪我しても同じ。」とはならない

か。例えば延命治療の是非。 

 

 老いることは「悲しいことか、楽しいことか、残酷なことか、有意義なことか」 

 私は瑞穂鯱城会でずーと考えていこうと思う。 

 

 

     

                         １７期 杉山 文子 

 郵便局に風景印がある事を知ったのは、20年位前友達が旅行先で風景印を押してもら

っていた事です。私も興味をもち集める事にしました。その後、以前から集めていた記

念切手を使って、市内や郊外でも集めてみようと思い、又健康を兼ねて地図と敬老パス

を持ってあちこちと郵便局廻りをしました。訪ねて行ったのに風景印が無かったり、又

折角集めていたノートを旅先で忘れてきたりして、とても残念で悔やんでいます。 

 風景印には、名所や歴史、名物等が描かれてあり、そのいわれを聞くのが楽しいです。 

 瑞穂区には、１５ヶ所の郵便局がありますが、枠が桜で統一されており他になく珍し

いです。 

 最近、中日新聞のカルチャーセンター面に、「ひもとく」として、各地の風景印が連載

されており、その日の近い祭りや出来事等が紹介されており、それを読むのが楽しみで

す。 

今では齢を取りあまり歩けなくなり、なかなか集められないが、出掛けた時とか天候

の良い時に一ヶ所か二ヶ所位集めてみたいと思っています。 

自由投稿 

風景印を集めて 

 



 －２６－  

平成 2９年度 瑞穂鯱城会議事録 (１) 

第 3回 役員会                     平成 2９年４月１８日 

(1) 白木会長挨拶、代議員会報告 

「みんなで、楽しく」をモットーに出来るだけ多く人たちに参加していただけ 

る鯱城会にしたい。 

    ・代議員会の開催：年 4回から 11回に増えた  

・地域ミーティングの日程が決まった。5/24 (32期),6/19～6/23の 1日（3１期） 

(2) 報告および協議事項 

① 総務会計委員会 

   ・新規会員 29 期 1 名、30 期 18 名が加入、再加入 26 期 2 名、退会 8 名で総

勢 240 名。今後退会者がある見込みなので再確認する。 

   ②広報委員会 

   ・鯱城会便り 78 号に向けて原稿をお願いしたい 

   ・ホームページの見方を説明 

   ③行事委員会 

   ・5/8「名古屋いいとこ巡り」の申し込みは締め切り 

・6/9「日帰り社会見学」7/6「歴史巷談とランチ会」は申し込み受付中 

   ④ボランティア委員会 

    ・3 月の活動実績報告 

   ・6/3 名古屋市春のクリーンキャンぺーン、5/8 環境デーで新瑞橋バスターミナ

ル清掃の説明 

   ➄鯱城会 

・6/26   第 35 回講演会（すでにリーフレットは配布済み） 

・12/13 １６区会の運動会を開催（中村スポーツセンターにて） 

(3) その他意見交換 

・協力員から➀学園、鯱城会共に難しい時期に来ているので前向きな意見など

を提案していきたい②瑞穂鯱城会 30 周年記念行事について引き続き検討願

いたい旨の意見があった。 

  

     

                              

 

 

29 期 大脇 肇 

 毎年小学校の同窓会をやっています。今年は幹事担当です。少しでも参加者を増や

そうと、ない頭の知恵を絞るのです。まず食事の美味しいところ、でも年金生活者と

しては料金の安いところ、招待状には参加を促す言葉を散りばめ何とか準備しました。 

でも、予想に反して、参加者が昨年よりも少ない。理由は当日、他に用がある、旅

行中、参加する意思がない、死んでしまって行けない。 

でも残念なことに、一番多いのが返信用の葉書を同封しても返事がない、卒業して

60 年近く経つと色々あるのかな。鯱城学園の人は皆活動的でボケしらずで、人の絆

もあり、そんな事はないでしょう。 

自由投稿 ああ同窓会 
 



 －２７－  

「第 2２回趣味の作品展」出展作品募集のお知らせ」 

日    時:平成 29年 10月 11日（水）～10月 15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（昨年同様） 

募集作品:絵画、写真、書、陶芸、手芸、工芸 

☆28年出品点数 ：   98点 

☆28年来館者数 ： 1,036名 

出展申し込み期限 ： 平成２９年９月１０日（日） 

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 山川 英二 

Tel・FAX:052-851-3285   

携    帯:090-1569-7733 

  

  表紙の写真 

 

 

 

 

編 集 後 記  

会員の皆様のご支援・ご協力により、何とか７８号を発行することが出

来ました。編集委員一同深く感謝いたします。 

編集、校正には細心の注意を払いましたが、万一不備な点がありました

らご指摘、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。 

今後も皆様に読まれる広報誌を目指して頑張っていきたいと思いますの

で、お力添えを賜りますようよろしくお願いします。 

   

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   白木   隆 

編集責任者   小川 正行  

編集委員    大脇 肇・北岡百合子・内藤純子(２９期) 

              伊藤博文・田島耐子・杉浦鈴江・山本恵子（30 期）   

           （ イラストは、田島耐子さんの作品です ） 

 

 

                                      

    ボランティア  瑞穂公園清掃集合写真 本文 １２頁 

    行    事  大須演芸場集合写真  本文 １３頁 

 

 

 

                                                      

                          

 

 

 



7月 ８月 ９月 １０月 １１月

合同委員会 18（火） 19日（火） 21日（火） 9：30～ 在宅SC 2F

役員会 15日（火） 17日（火） 9：30～ 在宅SC 1F

運営委員会 14（金） 4（金） 8（金） 13（金） 10（金） 9：30～ 在宅SC 2F

広報 鯱城便り 79号

行
　
事

各イベント

講演会
名東文化小
劇場
6日（木） 休み

わくわく瑞穂
祭り（ボラン
ティアと共
同）
汐路コミセン
24日（日）

第22回趣味
の作品展
名古屋市博
物館
（11日～15
日）

一泊旅行
（未定）

その都度 その都度

瑞穂公園清掃 12（水） ９(水） １３（水） 1１(水） 8日(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

クリーン作戦 7（金） 8（火） 8（金） 6（金） 8(水） 10:00～ 20分

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ清掃 9：00～9:30

その他

瑞穂区民祭
り（5日）
瑞穂区社協
共催行事

わくわく瑞穂
祭り（24日）
心の絆創膏
キャンペーン

鶴舞公園ク
リーンキャン
ぺーン
（７日）

堀川清掃大
作戦（４日）
堀川を考える
会主催

その都度 その都度

ランチ会 6日(木) 3日(木） 7日(木） 5日（木） 2日(木） 11:30～ 嘉文栄本店

ウォーキン
グ

小幡緑地と
アサヒビー

ル20日（木）
休み

高浜
鬼みち

21日（木）

関ヶ原
19日（木）

養老の滝
16日（木）

原則
第3木曜

その都度

書道 7(金） 21（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 25(火） 22（火） 26（火） 24（火） 28（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 4(火) １(火) 5(火) 3（火） 7(火) 13:00～ JOYJOY新瑞

和やか鯱城

第3回ボウリ
ング大会
26日（水）

休み

干支作り
6日（水）

猿投温泉
でリラックス
金泉閣
25日（水）

和やか昼食
会（男の料
理）
25日（土）

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・代議員会
鯱城ニュース
32号発刊
（１日）

役員会・幹
事会・代議
員会

役員会・幹事
会・代議員会
鶴舞公園ク
リーンキャン
ぺーン（７日）
第15回G・G
交歓会 （31
日）

役員会・幹事
会・代議員会
鯱城堀川清掃
大作戦（4日）
32期生地域
ミーティング
（24日）
第36回公開講
演会（27日）

その都度 その都度

新瑞橋ﾊﾞｽﾀｰﾐ
ﾅﾙ

毎月　第一・第三　日曜日

会
　
議

　　　　平成29年７月～平成29年１１月　　　　　行事予定表

実　　施　　予　　定　　日
時　間 場　所

瑞穂鯱城会

＊＊毎月　第2土曜13:30～　　第3金曜9:30～＊＊

１０団体　詳細は会報を参照ください

瑞穂鯱城会のホームページは毎月更新しています。

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

**毎月　2回の金曜日（不特定）**

＊＊月曜日　毎月３～４回＊＊

　　　　　　　　　　　　　　＊＊毎週金曜日＊＊

＊毎週　火曜日＆水曜日＊（但し、小中学校の夏休み期間はお休み）＊


