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新会長挨拶                 30 年度会長  内山 郁夫 

 瑞穂鯱城会は会員 230 名で、2 年後には 30 周年を迎えます。 

今年度、31 期生の新入会員は 8 名でした。新入会員の減少は他区も

同様です。 

この現状の対策、区会の魅力・在り方について皆様の知恵をかりて議論

を進め、ブロック委員を媒体とし、また同好会の協力を得て「会員相互

のコミュニケーションづくり」に努め、区会事業を軸にした交流の輪を広

げる所存です。 

今年度も、一人でも多くの会員の方々に参加して頂ける楽しい事業の

提供を目指します。広報・行事・ボランティア委員会・鯱城会が企画する

事業、また同好会に多くの仲間と共に参加して頂き瑞穂鯱城会の魅力を再発見して頂きたく、

今年のスローガンを「瑞穂鯱城会の魅力・再発見 ！」といたしました。 

今まで以上にご指導・ご協力をお願いいたします。 

 

2９年度を振り返って            29 年度会長  白木 隆 

昨年 4月、会長に就任して 1年間。あわただしく過ぎて行った気がします。前にも申し上げたよ

うに、瑞穂鯱城会は先輩の皆様が真剣に取り組まれた結果、行事・ボランティア・広報・同好

会いずれの活動も、充実しております。私達もその延長上では、皆様の

ご協力をえながら、諸活動に多くの会員に参加いただき、それなりの役

割が果たせたのではないかと自負しております。 

 

 一方、鯱城学園卒業生の意識の変化等から、新入会員が徐々に減

少しており、今年度の瑞穂鯱城会新入会員は、ついに一桁になってし

まいました。この解決策に、特効薬はなかなか見当たりません。会員相

互に知恵をだしあって、魅力ある活動を充実させていき、ひとりでも多く

の会員に参加していただくという当たり前のことを、地道に努力していくことしかないと感じてい

ます。 

 

2020 年には、30 周年を迎える瑞穂鯱城会が、より魅力のある組織になるよう願っています。 

最後に、1 年間役員として会運営を支えていただいた 29 期の皆様・ご協力いただいた 30

期の皆様・ご指導、ご協力いただいた先輩の皆様に心からお礼申し上げます。 

また会員の皆様には、引き続き会の運営にご協力賜りますようお願い申し上げて、 

退任のご挨拶といたします。 

 皆様本当に有難うございました。 
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平成３０年度総会・懇親会報告               

４月１０日、ローズコートホテルにて平成３０年度の総会、懇親会が行われました。総会は出

席者９７名、委任状１１１名計２０８名で総会は成立。事業報告・会計報告がなされ、３０年度の

役員が承認されました。新役員の進行で３０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８名でしたが、そのうち５名が出席し、総勢７８名参加

しました。内山新会長の挨拶、新入会員の自己紹介、２９期白木前会長の乾杯により始まりま

した。３０期生による「サザエさん」の曲に合わせての踊り（坂本ツギエさん音頭取り）に続き、２

９期生による「オカリナ演奏と合唱」でした。その後、テーブル毎にカラオケで盛り上がり最高潮。

先輩たちとも知り合い、語り合い、あっという間の２時間でした。 
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懇 親 会 会 場  

カラオケ 

総会会場 

田中会長あいさつ  

あいさつ  

白木前会長懇親会あい

さつ 

２９期オカリナ＆合

唱 



役　　職 期　別 鯱城会

会　　長 30 代議員

委 員 長 30

30

30

30

30 委員

副委員長 30

30

30

30

幹　　事 30

31

30

31

31

30

31

31

31

31 委員

[協　力　員]
（　）は兼務

氏　名 期　別 氏　名 期　別 同 好 会

白木　隆 29 渡辺　一彦 14 囲　　碁

齊木　清一 29 加藤　正夫 17 愛 護 会

（小川　正行） 29 浅井　政子 22 書　　道

山川　英二 29 臼井　一枝 20 健康体操

磯部　容子 29 杉浦　成海 26 グランドゴルフ

大矢　俊夫 29 宝角　茂 22 ウオーキング

吉田　禎男 24 カラオケ

戸村　ヒサエ 27 和やか鯱城

（小川　正行） 29 ランチ会

板倉　重之 26 麻　　雀

服部　義明 26 友多互愛

細川　悠子 28 パソコン

　　〃

大塚　冴子

前年度役員

会長

総務・会計

宮田　岩男

柴山　良樹

大西　一彦

平　成　３０　年　度　役　員

担　　当

鯱 城 会

総務・会計

広　　報

氏　　名

総務・会計

広　　報

行　　事

ボランティア

田島　耐子

坂本　ツギエ

小川　健二

北川　健一

内山　郁夫 総　　括

鯱城会

松井　正幸

関根　弘子

広報

行事

ボランティア

ボランティア

総務・会計石丸　昭子

山口　涼子

　　〃

広　　報

　〃

行　　事

ボランティア

山下　　梢

杉浦　鈴江

野村　　哲

　　〃

　　〃

鯱 城 会

奥田　隆子 行　　事

近藤　琶留子

小塩　紀夫

鈴木　基夫
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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

30/4月 臨時運営委員会(6日) 30年度総会・懇親会 (通年活動)

（10日） ※新瑞橋バスターミナル清掃(8日／月)

30年度総会(10日） ローズコートホテル ※瑞穂公園の清掃（第2水曜/月）

※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)

※使用済み切手の回収

※鯱城学園図書貸出ボランティア

第１回役員会(17日） ※瑞穂9地区歩道の清掃(瑞穂通り他)

5月　 運営委員会　(11日) 講演会(防災体験） ※新瑞橋バスターミナル清掃（第1、第3日曜）

第１回合同委員会 (17日） ※「友多互愛」シルバー施設訪問（月複数回）

(15日) (24日）

6月　 運営委員会(8日) 瑞穂鯱城会便り 社会見学 全市春のクリーンキャンペーン　(2日）

(第81号）  (浜松楽器博物館・

第2回役員会 うなぎパイファクトリー・

(19日） ・エアパーク）　(14日） （18～21日の1日）

7月　 運営委員会(13日) 名古屋いいとこ巡り

第2回合同委員会 (名古屋港水族館）

(17日） (10日）

8月　 運営委員会 (10日) 瑞穂区民まつり　　 　　　(　4日)

第3回役員会 (瑞穂区社協共催行事)

(21日）

9月　 運営委員会(14日) こころの絆創膏キャンペーン

第3回合同委員会

(18日)

　 わくわく瑞穂まつり (30日)

10月　 運営委員会(12日) 第23回趣味の作品展

第4回役員会 　市博物館（10～14日）

(16日）

　　　　　

11月　 運営委員会(9日) 瑞穂鯱城会便り 一泊旅行

第4回合同委員会 (第82号) (7～8日）

(20日）

12月　 運営委員会(14日) しめ縄作り

第5回役員会 　　　　　　（上旬）

(18日）

31/1月 運営委員会(11日) 新春懇親会　

第5回合同委員会 (中旬）

(15日)　

2月　 運営委員会(8日) 名古屋いいとこ巡り こころの絆創膏キャンペーン

第6回役員会 　（未定）

(19日）

　3月　 運営委員会(8日) 瑞穂鯱城会便り ウイメンズマラソン2019　(10日)

第6回合同委員会 ( 第83号）

(19日）

平成30年度事業計画

33期生　地域
ミーティング

32期生　地域
ミーティング

 鯱城会ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（鶴舞）（6日）　　　予備日(13日)

堀川クリーンキャンペーン
（鯱城・堀川を考える会主催）(10日)予備日(17日)

33期　地域ミー
ティング(28日）

32期生　区会説
明会(未定）

32期生　鯱城会
入会受付

運営委員会
(30・31期連絡会

13日）

－６－
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総務委員長             30期  北川 健一 

 

総務委員長を勤めることとなり戸惑っております。昨年は大矢鯱城会委員

長と共に幹事として鯱城会が主催する行事や会議の運営に携わってきまし

た。私用（入院・通院）やクラブOB会とのバッティングが多く出席率が70％程

度であったことで所属する総務委員会の委員長との間で軋轢が生まれまし

た。この為鯱城会担当幹事をやめ瑞穂鯱城会活動に専任することとなりまし

た。現在暗闇の中を手探りで歩いている状況ですから皆様にご迷惑をお掛

けすることとおもいます。ご指導よろしくお願い致します。 

 

広報委員長 30期  小川 健二 

 

30 年度広報担当という事で、会の運営をお手伝いさせていただく事になりました小川健

二です。4月中旬前広報委員長小川正行さんから引継ました。 

何分力不足（パソコンも不得意）ですので、何かとお世話になる事も多いかと

存じますがよろしくお願い致します。 

この一年間、瑞穂鯱城会の活動を記録に残していければと他部員と共に思

っています。鯱城便りは会員の発表の場であり、情報交換の場所として大い

に利用して頂きたいと思っています。 

会員皆様からの多くの投稿、寄稿が不可欠でありますのでよろしくお願い致

します。 

 

ボランティア委員長           30期  小塩 紀夫 

 

昨年 4 月瑞穂鯱城会に入会、磯部ボランティア委員長のもとボランティア副委員長として、

1 年間楽しく、気楽に過ごさせてもらいました。毎朝月曜日～金曜日に瑞穂

運動場にて 8 時～9 時太極拳がおこなわれています。自由参加で、50～60

名程が参加され。鯱城 OBの方 6 名程又現役の鯱城生の方も 1 人居られま

す。練習の合間磯部さんとボランティアの打ち合わせができ、ある意味良か

ったと思います。瑞穂鯱城会が出来先輩方々の大変なご苦労の末現在が有

ると思っています。今私達が瑞穂公園・新瑞バスターミナル・在宅サービスセ

ンターで活動する時、廻りの皆さんから感謝され受け入れられている事に気

づかされます。街路樹愛護会の皆様が瑞穂区内 10 か所で清掃活動に励ん

でおられ、地域の美化に貢献しておられることを知り、後の方達に伝えていけるよう努めてま

いります。 
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行事委員長                  30期  鈴木 基夫 

 

昨年は、30 期行事委員として、できる限り行事に参加しようという立場でした。今年は

その行事を開催する委員会として、瑞穂鯱城会会員の皆様に参加してい

ただけるよう、事業の「行事・懇親会」計画に基づき実施する予定です。恒

例のバスツアーや懇親会などは、会員の多くの方々にご支援ご協力いた

だかないと成り立たないのも現実です。ブロック委員による配布資料・各同

好会やボランティア活動時の声掛けなどにより、同期・同好会・学区の方々

など誘いあい、皆様に「まず参加」していただき、「瑞穂鯱城会の魅力・再

発見！」につながればと思います。山川前委員長のご協力をいただきなが

ら一所懸命に努めます。よろしくお願いいたします。 

 

瑞穂区鯱城会委員長            30期  近藤琶留子 

 

この度、1 月から 30 期役員、役割の事情により鯱城会に携わることになりました。大儀な

お役目を仰せ司ることになり右往左往しています。 

区のお役にたてるか内心心配しているのが本音です。 

学園も流れが変わり改革され総務グループ、事業グループと大きな組織と

なり私は事業グループ担当の一員になる予定です。 

多くの人脈をお持ちになる方々の中でこんな私ですが、皆様からのご指導

を頂き乍ら、一年が成せたらと思っております。 

どうか皆様のご理解の程お願い申しあげます。 

 

３３期生の地域ミーティングが開かれました。 
 

5 月 24 日（木）高年大学(1 年生)の地域ミーティングに 20 名中 13 名が出席しました。今

回初めての顔合わせです。会長の挨拶、役員の紹

介と続き 33 期生の自己紹介、社会福祉協議会の方

から活動の説明、会長からの瑞穂鯱城会の概要等

分かりやすく説明が有りました。皆さんも好奇心旺盛

に耳を傾けているように感じられました。私も二年生

の時に作品展に出展させて頂いたことをお伝えしま

した。参加された皆さんご苦労様でした。 
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＝＝＝新 入 会 員 紹 介＝＝＝ 

今年度３１期生７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。 

 

        

 
氏   名 フリガナ 性別 所 属 専攻 クラブ 学区 

1 大塚 冴子 オオツカ サエコ 女 行事 環境 なごやか絵手紙 御剣 

2 柴山 良樹 シバヤマ ヨシキ 男 ボランティア 国際Ｂ 広報研究 陽明 

3 関根 弘子 セキネ ヒロコ 女 ボランティア 環境 水墨画 弥富 

4 野村  哲 ノムラ  サトシ 男 総務 文化Ｂ 歩いて知ろう 豊岡 

5 松井 正幸 マツイ マサユキ 男 鯱城会 福祉 囲碁 堀田 

6 宮田 岩男 ミヤタ イワオ 男 ボランティア 地域Ａ 郷土史 瑞穂 

7 山下  梢 ヤマシタ コズエ 女 広報 地域Ｂ 楽しい短歌 中根 

 

 

 

 

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） 

 

大塚 冴子 行事 環境 なごやか絵手紙 

学園生活 2 年間で沢山の人との出会いが

あり、楽しい時間を過ごしました。      

これからは瑞穂鯱城会での地域行事に参加

して楽しみたいと思っています。 

宜しくお願いします。 

 

柴山 良樹 ボランティア 国際Ｂ 見て知る

広報（旧広報研究） 

充実した鯱城学園生活を過ごしました。卒

業後は地域の組織や先輩との繋がりも重要と

の思いから入会致しました。退職して何も知ら

ないことに気が付き、今からでも遅くないと、 

少し焦る気持ちで勉強や趣味に励みましたが、

学園生活も一区切り。動ける内には多少過負

荷でもと思い未だ活動の主体は外になります

ので、瑞穂鯱城会での活動はゆっくり、徐々

になじんで行きたいと思います。 

 

関根 弘子 ボランティア 環境   水墨画 

 実りある二年間の高年大学を終えて、瑞穂

鯱城会へ入会。分相応に、できる範囲でをモ

ットーに行事に参加したいと思っています。よ

ろしくお願いします。 

 

 

新人会員からのご挨拶 



 －１０－  

野村 哲 総務 文化Ｂ 歩いて知ろう 

多くの方とのふれ合いを期待して瑞穂鯱

城会に入会致しました。 

やってみたいことは、この地域の魅力を紹介

するガイドボランティアです。 

そんな訳で、４月から高年大学・地域専攻に

再入学しました。 

従って、多くの行事・活動に対応できません

が、少ない参加の中で私なりの位置を見つ

けたく思います。 

  

松井 正幸 鯱城会 福祉 囲碁  

鯱城学園での体験は自分にとって大変有

意義でした。クラス・クラブ共にすばらしい仲 

宮田 岩男 ボランティア 地域Ａ  郷土史 

 瑞穂区に住みついてからはや 15 年程にな

りましたが、「遠くの親戚より近くの他人」身近

な友達作りに区鯱城会を希望しました。手帳

とカレンダーが程よく埋まり、暇を持て余すこ

ともなく日々の生活がそれなりに充実してい

ることに感謝しています。 

 

山下 梢 広報 地域Ｂ 楽しい短歌 

楽しい 2年間の学園生活を送る事が出来 

ました、皆さんに感謝の気持ち一杯です。卒

業後も地域の活動、鯱城会に入会しての活

動も体調に合わせてしていきたいと思ってい

ます。よろしくお願いします。 

間と知り合い、感謝の気持ち大です。現役時

代はボランティアとは無縁の自分でしたが、

今後は地域に関わって行きたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 



 

 －1１－  

  ボランティア 

 

ボランティア活動一年を振り返って 

30期 山口涼子 
瑞穂鯱城会に入会し、ボランティア活動を始めてから一年が過ぎました。 

瑞橋バスターミナルでは第一・第

三日曜日の朝 9時から 30分間と、

毎月 8 日の環境デーに、区役所、

保健所、交通局の方々の参加も有り 15 分

程の作業で終わります。 

毎回先輩方も続けて参加頂き本当に頭が

下がります。又バスや地下鉄を利用される

方から「何時もご苦労様、きれいにしてくれ

て有難う」の言葉を頂くとこちらも暖かい気

持ちになります。終わった後は時々コーヒ

ーブレイクでほっと一息です。 

 

ロマスポーツパーク（瑞穂グラ

ンド）毎月第二水曜日は 8時か

ら約 40 分の清掃が有ります。

清掃が終わった後は、下向き

作業で凝り固まった肩、首、背中、腰等を

瑞穂体操で解し、ついでに公園の朝の空

気の中にストレスも発散します。隣のブース

では独特のゆるやかな音楽に合わせて大

勢の参加者が太極拳を舞っています。皆様

も一緒に如何ですか？ 

 

 

合リハビリセンターの散歩同行は、

毎週金曜日の 9 時 30 分から 10

時 30 分迄二人の方の付添いで

す。最近は車椅子の方もいらっしゃいます

が、自力走行と言う事でのお手伝いと、坂

道は避けて雨降りの日は地下鉄構内を散

歩するようにしています。コミュニケーション

の為の話もそれ程気張る事無く、先輩に習

って季節の花木、趣味や食べ物や、明るい

ニュース等お話ししながら少しでも気分転

換になって貰えたらと願う事です。 

宅サービスセンターの貸室管理

についてはマニュアルに沿って、

前の当番の方の日報等参考に緊

張しつつも静かに集中出来る時間、貴重な

時間を過ごしています。以上、まだまだボラ

ンティア活動は沢山有りますが、又次回に

と云う事で今回はこれで終わります。 

ありがとうございました。 

 

新 

 パ 

総 

在 



 

 －１２－  

 

「防災体験とお話し」 

  30 期 奥田 隆子   

身近な防災体験に触れ、災害に備える

気持ちを改めて見つめ直す機会になれば

と、5月17日に、17名の参加を得て、港防

災センターでの体験行事が開催されまし

た。 

 防災疑似体験は」、①「地震体験室で、

起震装置の震度 7 クラスを数人ずつに分

かれ体験。頭を低くして守り、固定された

机の脚にしがみつき、悲鳴が出るほどの

激しい揺れに、本当の地震だったらと思わ

ず身震いをしました。 ②「３Dシアター」で

は、３Ｄ映像や、音響・照明効果により、昭

和 34 年の伊勢湾台風や津波など、自然

災害の恐ろしい映像に、身体が固まる思

いでした。 ③「煙避難体験室」では、火

災発生状況の中、的確な判断に基づく避 

難姿勢や避難方法を学びました。煙の中

はまるで迷路のように思え、恐怖心から前

に進むのが難しいことを体験しました。 

一方「防災教室」のお話では、30 年後

とも 50 年後とも言われる「南海トラフ巨大

地震」は必ず起きるとの地震学者の見解

を受け、名古屋市民として他人事でなく、

瑞穂区内の一部地域には津波が押し寄

せるというシミュレーションもされています。 

防災は今からでも遅くなく、災害から身

を守るため、次のような対策をする必要性

を実感しました。 

＊家の耐震化（昭和 56年以前の建物） 

＊土地の成り立ち（川・沼・湖・池のつく

地名など）を知り備える 

＊家具の固定 

＊三日間は家族が生きていける「水・食

料・ガスボンベ」の準備 など 

いざという時の為に備えることがいかに必

要かと再確認出来た、大変有意義な「防

災体験」の一日でした。 

行 事 
名古屋いいとこ巡り 



 －１３－  

               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。 

 

瑞穂区の史跡を散策しましょう 

19期 木村 春雄 

 

私は瑞穂区の史跡の案内をするグループ、みづほ史跡ウォーカーに所属し活動しています。 

 

瑞穂区内を 4ブロックに別け、コース名を付けて案内をしています。 

1） 民間信仰のみち      2）ふるさと歴史のみち 

3）塩付街道と桜のみち    4）貝塚と城跡をしのぶみち 

 

今回は「ふるさと歴史のみち」コースのポイントを 4か所紹介します。

（1） 秋月院 曹洞宗。今川氏豊（今川義元の弟、初代那古野城主）の姫様の「へその緒」を、

祀ったとされる石碑が有ります。慶長年間の建立。 

ちなみに秋月院とはお姫様の院号から。 

 

（2） 田光八幡社 応神天皇、仁徳天皇等を祀る。 

境内の中でひときわ大きいクスノ木は弘法大師お手

植えと伝えられている。又、境内には夫婦円満の木と

されるムクノキとエノキの和合の木もある。 

 

（3） 龍泉寺・亀井水（りょうせんじ、かめいすい） 

藤原師長が出家して「理覚」 

源頼朝の誕生地という説が有り、表門脇の亀井水は

頼朝が産湯に使ったといわれている。 

瑞穂の最初の小学校。 

 

（4） 藤原師長謫居跡 

治承 3 年（1179 年）時の太政大臣、藤原師長

公は、平清盛の政変により尾張の井戸田 に

流された。師長公は琵琶の名手、今様に堪能

で配流の一年有余を都を思いながら過ごされ

た地です。 

土地の娘との恋物語も一聞に如かず。 

 

身近な地に超有名な人の由来の史跡があるなんて！ 

気楽に散策にお出かけ下さい。案内しますよ！ 

（次回は 20期 河合 忠男さんにお願いしました。） （次回は 20期  

会員ペンリレー 

亀井水 

田光八幡社 



 

 －１４－  

               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。 

 

余暇に「西郷どん」を詠う 

20期 平井 武久 

 

私は毎週水曜日の午後になると中区伏見の短歌会館に向かう。 

玄関に足を踏み入れると、時々会館の奥から筝曲が出迎えてくれることもある。 

途端に気持ちは、詩吟モードに変わる。私の詩吟との出会いは、十年前に遡る。 

鯱城を卒業して間もなく、環境 20期生の有志から「詩吟を習いに行かないか」と 

誘いを受けた。 

「あの、鞭声粛々～か？」と返したら、「池下の居酒屋が教室で飲み会付き、さらに 

詩吟は腹式呼吸で腹の底から発声するのは健康に大変良い」と云うので、古稀の手

習いで趣味として挑戦しようと思い、二つ返事で入会をきめた。 

その後、居酒屋は閉店し、同好会の教室は短歌会館に移る事になる。 

 

詩の形式には絶句、律詩、俳律、

があり五言、七言が有る。 

一句七言または五言で、起句、承

句、転句、結句、から成っている。 

ほんの数行の漢詩に込められている人間

の喜怒哀楽に共感、魅せられて詠い続け

ている。先生は 30期の渡辺女史、生徒は

鯱城 OBの 6名が集う。 

 

吟は、先ず姿勢から始まる、背筋

を伸ばし胸を張る。発声は下腹に

力を入れ、そこから声が出るように練習する。発声は正確明瞭が一番肝心

で、漢詩の詩心を理解することが大切！ここでアクセントを間違えると、渡辺先生から

指導の喝が入る。 

 

今秋の短歌会館文化祭には、「西郷どん」をテーマにして、歌謡吟で「雨の田原坂と 

李白の「早發白帝城」他、名作数編を披露すべく日々錬成に励んでいる。 

小生はこの秋、八十路に手が届く。 

杜甫や李白のような脱俗の高い詩境に近付けたいと願っ

ている。 

(次回は 20期 臼井 一枝さんにお願いしました。) 

漢 

詩 

会員ペンリレー 

昨年の文化祭 

 



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

―15―

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



 

 －１６－ 
  

～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 852-1751 世話係 浅井 政子（22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 836-6997  携帯 090-9898-7797 世話人 小川 正行（29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   541-1041 

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。 



 

 －１７－  

～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 841-8577  世話人 臼井 一枝(20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。 



 －1８－  

～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 842-0685  携帯090-3856-8557   世話人 細川 悠子（28期） 

     ☆発足して3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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戸塚刺しゅうに出逢えて 

30 期 杉浦 鈴江 

 

もともと小さい時から手芸が好きでした。 

若い頃、ふとしたご縁で戸塚刺しゅうに出逢いすばらし

い先生にもめぐり逢えました。 

末の子が幼稚園に入った頃から現在（40 年間）まで刺

しゅうを続けてきました。 

私は写実的な草花を刺すのが好きですが、図案化した

ものは、手間がかかりますが、これまた出来上がると飽

きがこないすばらしい作品になります。 

40年間を振り返って感じるのは、一針ひとはり布に込め

た心は、私の人生で好きな刺しゅうを仲間と共に楽しま

せてくれました。 

どんなに忙しい時でも、針を持つとホッとしたものでし

た。 

大きな作品は仕上げるのに 1年～2年かかります。それ

らの多くは子供、兄弟の所にあり、遊びに行ったりして

作品を眺めていると、何より幸せな気分になります。 

古い作品を見ると、その頃が懐かし

く喜びがあったり悲しみもあったり思

い出されます。 

40 年間色々な出来事が走馬燈のよ

うに懐かしく思い出す事があります。 

戸塚刺しゅうに出逢えて一生涯楽し

みを持てた事に、そして長く続けて

こられたのも家族の理解があっての

事です。本当に感謝しています。 

私の人生を、こんなにも豊かにして

くれた刺しゅうは私の心のよりどころ

でもあります。 

これからも、ゆっくり一針ひとはり、

細々と余生を楽しみながら過ごしていきたいと思っています。 

 

自由投稿 

私の趣味 
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アンケート調査の報告          

瑞穂鯱城会 

30期生 内山 郁夫 

 

このたびは、瑞穂鯱城会の活動に関するアンケート調査ご協力していただきありがとうございました。

アンケートは 230枚配布し、148枚(回収率 64.3％)の回答を得ました。 

調査は、瑞穂鯱城会の運営、会員の現状、行事・ボランティア活動の関心度、瑞穂鯱城会便りの期

待度をお聞きしました。アンケート調査結果の集計を行い、分析結果をまとめました。 

 

1. アンケート回答者の年齢層 

アンケート回答者の性別は男性 45.3％、女性 35.8％、性別不能 18.9％でした。このうち男性の年

齢層は 76歳以上が 64.2％ 女性の年齢層は 70歳～75歳が 56.6％でした。 

 

2. 瑞穂鯱城会の運営、会員の現状、区会活動の参加意思度(設問-1～8) 

設問-1から 8は 瑞穂鯱城会の運営と会員の現状についての問いです。 

(2-1) 会員の現状 

鯱城会の加入理由は、「多くの会員と知り合い・交流したいため」が 41.1％、「会の行事・同好会

に参加したいため」が 23.4％、「地域でボランティアをしたい」が 13.5％ 計 78.0％の方が何らかの

期待を抱いて鯱城会に入会しています。 また 97.3％の方が鯱城会の同好会、クラス・クラブOB会

に参加し、82.5％の方が週に定期的に 2 日～5 日外出している方が 82.5％から、鯱城会の会員は、

「今日行く」「今日用」を実践されているようです。 

 

(2-2) 瑞穂鯱城会の活動への参加優先度 

区会活動に参加する意思度は、行事では「参加しない・種々理由で参加できない」が 42.6％、ボ

ランティアでは「参加しない・種々理由で参加できない」が 43.2％を占めています。参加しない理由

は、行事は「時間がない」が 38.8％、「参加したい行事がない」が 25.4％。ボランティは「時間がない」

が 42.2％、「体力的に無理」が 31.3％でした。 

参加する回答についても「興味ある行事は参加する」が 39.9％、ボランティアも「活動内容によって

参加する」は 41.2％を占めています。 

これらの集計結果から、瑞穂鯱城会の活動への参加優先度が低い会員が多いと思われます。 

 

(2-3) 瑞穂鯱城会の運営の改革、改善 

瑞穂鯱城会の運営は「現状のままで良い」が 64.9％、「不満」は 17.5％、「未回答」が 17.6％でし

た。この数値と前述の活動に対する優先度から、瑞穂鯱城会の運営に対する改革は望まないが、

行事・ボランティアの参加意思度を高めるには、従来の清掃中心のボランティアから、時間に束縛

されずに興味を持てる社会活動、従来以上に興味をそそる行事等、事業計画の内容・企画の見直

し(改善)は必要と思われます。 
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3. 同好会について(設問-9～11) 

設問-9～11は、同好会についての問いです。 

73.6％が同好会に加入し、加入していないは 25.7％でした。 

同好会に加入しない理由として「参加する時間がない」が 38.6％、「他で同様のサークルに加入し

ている」が 22.8％、「体力的に無理」が 19.3％でした。 

設問-9 は、活動内容を知っている同好会の問いであり、同好会の人気度を問いたものではありま

せん。只、集計結果から、ボランティア委員会が常に PR している街路樹愛護連合会は認識度が高

く、また多くの会員が参加している同好会は比較的認識度が高いようです。 

 

4. 鯱城会便りについて(設問-12～14) 

(4-1) 鯱城会便りの利用度と配布方法 

瑞穂鯱城会便りの「配布を楽しみにしている」が 42.6％、「情報源として活用している」が 44.6％。 

配布方法はパソコン閲覧・郵送の回答も得ましたが、ブロック委員による配布を望むが 73.0％でし

た。 

 

(4-2) 適当な発行回数 

発行回数 1回～2回が 55.4％、現状の 3回が 35.1％でした。 

今年度、鯱城会運営を執行する入会 1 年次・2 年次の会員が少なく、ブロック委員と広報委員会の

負担軽減を鑑みると、掲載内容と発行時期を見直した上で、「年 3 回から 2 回の発行も良いので

は！」と思われます。 

 

5 最後に 

今回、回収したアンケート 148 枚のうち総会出席者から 97 枚、残り 51 枚はブロック委員経由で

回収しました。先に回収・集計した 97件から、総会出席者の多くの方々は新年会、一泊旅行、社会

見学に参加されています。反面、「日々忙しく」「鯱城会の行事・ボランティアに参加する時間がな

い」方が多く、他の調査項目からも、鯱城会会員の多くは、「日々忙しく」「鯱城会の事業に参加でき

る時間がなく」、結果として瑞穂鯱城会の活動への参加優先度が低い方が多いことが判りました。 

 

一方、今年度、多くの方々に瑞穂鯱城会の事業、また同好会に参加して頂くために、また従来

の事業内容を単に継承しないで、会員が興味をそそる行事・ボランティア、そして参加し易い運営

を提供する目的で「瑞穂鯱城会の魅力・再発見」のスローガンを掲げました。 

会員の皆様には、瑞穂鯱城会の活動への参加優先度を高くして頂き、多くの行事・ボランティア活

動に例年以上に参加して頂くことが、スローガンが達成できた証となります。 

今以上に鯱城会の事業の参加を願う次第です。 

 

最後に、ブロック委員の方々には、アンケートの配布・回収にご尽力して頂きありごとうございました。

御礼を申し上げます。 



１．瑞穂鯱城会の現状　（回答数：148件）　
男性 女性 性別不明

現状のままで良い 46 35 15
不満(マンネリ化） 7 4 4
不満(交流の場が少ない） 5 2 1
不満(会員の声が届かない） 0 2 1
未回答 9 10 7

２．鯱城会加入理由（回答数：194件）
男性 女性 性別不明

知り合い・交流したい 41 21 17
行事・同好会に参加 23 17 5
地域のボランティア 12 13 1
地域の情報を得たい 5 8 3
特に理由はない 9 5 3
未回答 4 3 4

３．鯱城会同好会,クラス・クラブのOB会のサークル等に
　　参加している件数　(回答数：148件）

男性 女性 性別不明
1件～2件 20 11 13
3件～4件 24 26 12
5件～7件 14 11 2
8件～10件 7 0 1
11件以上 2 1 0
未回答 2 2 0

４．週に定期的に外出している日数　　(回答数：148件）
男性 女性 性別不明

1日 4 2 1
2日 7 8 6
3日 22 12 13
4日 15 13 4
5日 8 12 2
6日 2 2 1
7日 6 0 1
未回答 3 3 1

５．瑞穂鯱城会の旅行・社会見学等の行事に参加する意思　
　(回答数:148件）

男性 女性 性別不明
参加したい 11 6 3
友人・同期が参加すれば 0 2 3
興味ある行事は参加したい 31 18 10
参加しない 9 7 1
種々都合で参加できない 17 18 11
未回答 0 1 0
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６．行事に参加しない理由(複数回答あり　回答数：67件）
男性 女性 性別不明

体力的に無理 6 6 4
参加する時間がない 11 12 3
参加したい行事がない 4 8 5
会費が高い 3 1 0
興味がない 3 0 0
未回答 1 0 1

７．瑞穂鯱城会主催のボランティアに参加する意思　
　(回答数：148件）

男性 女性 性別不明
積極的に参加する 7 5 3
活動内容によって参加する 31 20 10
友人が参加すれば参加する 1 2 2
参加しない 17 10 4
種々都合で参加できない 10 15 8
未回答 1 2 0

８．ボランティアに参加しない理由
　(複数回答あり　　回答数：64件）

男性 女性 性別不明
複数回解答 13 3 4
時間がない 8 15 4
参加できる活動がない 1 3 2
興味がない 2 1 2
活動内容が分からない 4 1 2

９．瑞穂鯱城会同好会の日程・活動内容を知っている同好会　
　(複数回答あり　　　回答数：489件）

男性 女性 性別不明
囲碁 13 5 3
和やか鯱城 38 31 14
書道 8 6 3
健康体操教室 6 11 6
ウォーキング 31 18 13
街路樹愛護連合会 24 18 10
カラオケ 17 12 5
パソコン 13 16 12
グランドゴルフ 12 10 7
ランチ会 37 17 15
マージャン 10 6 5
友多互愛 5 9 6
未回答 6 8 3

アンケートの結果
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１０．瑞穂鯱城会の同好会入会有無　(回答数：148件）
男性 女性 性別不明

はい 48 27 19
はい　但し会員登録のみ 7 6 2
いいえ 21 12 5
未回答 0 0 1

１１．同好会に参加しない理由　　(複数回答あり　
　回答数：57件）

男性 女性 性別不明
活動内容をしらない 4 0 0
体力的に無理 4 5 2
参加する時間がない 11 6 5
興味がない 3 0 0
参加したい同好会がない 1 1 0
同様の同好会に参加している 8 5 0
未回答 1 1 0

１２．瑞穂鯱城会便りについて　　(回答数：148件）
男性 女性 性別不明

配布を楽しみにしている 33 18 12
情報源として活用 29 24 13
もらっているのみ 2 5 4
いらない 3 1 0
未回答 0 3 1

１３．瑞穂鯱城会便りについて　　(回答数：148件）
男性 女性 性別不明

現状のブロック委員から 53 37 21
パソコン閲覧 6 7 0
郵送 6 3 5
各自が所定の場所に取りに行く 2 1 0
未回答 4 4 3

１４．鯱城会便りの発行回数　　(回答数：148件）
男性 女性 性別不明

1回で良い 10 5 9
2回で良い 21 26 11
3回発行して欲しい 29 16 7
未回答 4 7 3

アンケートの結果
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第1回役員会：平成３０年４月１７日（火）
１．会長挨拶
　　無事総会を終えた。「義務感に駆られないで、自然体等」の運営抱負を述べた。
　　出席者の自己紹介を行った。
２．報告・協議事項
（１）総務委員会
　・定例会は定例会基準に従い実施。出来るだけ出席し、貴重なご意見をお聞かせいただきたい。
　・昨年６月会員数233名に対し、退会13名、再入会・新入会10名今年4月10日現在会員は230名。
　・議事録は基本的にメールで送信するが、連絡できない人には郵送する。
　　30期・31期の欠席者は次の会議で手渡し。更に手渡し不能の時は各委員会でフォローする。
（２）広報委員会
　・瑞穂鯱城会のホームページの閲覧・掲示板に興味のある方は投稿して下さい。
　・瑞穂鯱城便りに掲載する挨拶文・行事計画を同好会会長、新役員、新入会員へお願いする。
（３）行事委員会
　・5月、6月、7月に実施する行事内容と、受付締め切り日の説明及び、積極的参加を依頼。
（４）ボランティア委員会
　・毎月第2水曜日8時から瑞穂運動場周辺の清掃、毎月第1・第3日曜日及び毎月8日環境デーに
　　実施する新瑞バスターミナ清掃活動等の説明、呼びかけを行った。
（５）鯱城会
　・幹事会の内容報告、会則改正による鯱城会の方針について概要説明。
３．地域ミーティング
　・5/24（木）第1回地域ミーティング（33期）鯱城学園８Ｆで実施する。
　・6/20（水）第3回地域ミーティング（32期）総合リハビリセンターで実施する。
４．同好会の紹介・・・同好会の発足、活動内容、会員数等　詳細な説明があった。
　　その後同好会の会員拡大、役割についての意見交換をした。
　・会員の高齢化、５人以上の登録が必要な街路樹愛護会等、運営に苦慮する会が多いと言われた。
　　同好会が区会事業の伝達・参加者動員の役割を担って欲しいと要望があった。
　・地道に活動している実態を説明する会が多く、会員拡大の案までの意見は出なかった。
　・社協から問われている在宅SCの部屋使用、部屋を利用出来るようになった経緯、在宅管理補助
　　への当番協力依頼、リハビリセンターの散歩同行等について意見交換をした。
　・在宅SCの部屋使用絡みで、同好会の一般開放による社会奉仕への検討のお願いをした。
　・会議で多くの意見を交わすが、「会議での意見を誰が展開するのか」「会議の決まり事を
　　どのように伝えるのか」と言った意見があった。

第1回合同委員会：平成３０年５月１５日（火）
１．会長挨拶  
　・今年度多くの会員が行事・同好会に参加して鯱城会の魅力を再確認・再発見して頂くために
　　「瑞穂鯱城会の魅力・再発見」のスローガンとした。
２．報告・協議事項
（１）総務委員会
　・年会費徴収時判明した退会者４名、休会者１名であった。休会者は年会費を払わないと
　　言ったので、会議出席者に退会扱いとすると話し、年会費徴収完了を報告。
（２）行事委員会
　・５月から７月に開催する行事の申し込み状況を発表すると共に、6/14の浜松方面のバス旅行
　　が定員に満たないので参加を呼び掛けている。
（３）広報委員会
　・現在鯱城便り81号記事募集中と校正作業を進めていることを報告。
　・自由投稿、ペンリレーの紹介者待ちと報告。

平成３０年度  瑞穂鯱城会議事録

－２５－



（４）ボランティア委員会
　・瑞穂公園清掃、総合リハビリセンター、新瑞バスターミナル清掃等の活動報告と共に、
　　古切手1500枚を社協へ送付した旨報告。
　・名古屋市クリーンキャンペーン参加依頼。
　・名古屋市安心・安全・快適街作り活動補助金申請の説明。
（５）鯱城会の活動報告
３．地域ミーティング
　（１）5/24(木）第１回（33期生）地域ミーティング　場所：鯱城学園８F
　　　３１期宮田氏に同好会入会後の経験談をするよう依頼
　（２）6/20(水）第３回（32期生）地域ミーティング　場所：総合リハビリセンター
　　　３１期大塚氏に参加を依頼
　（３）11/29(木)第２回（33期生）地域ミーティング　場所：鯱城学園
　（４）1/25(金）区会説明会(32期生）　　　　　　　 　場所：鯱城学園
４．その他
　（１）アンケート結果によるとボランティアに積極的に参加する人は１０％となった。
　（２）内山会長より、鯱城会を中心とした鯱城の輪を広げていきたいとの要望あり。
　　　　白木前会長から陽明学区で開催している学区会は、出席率は５０％程度で、会議は行わな
　　　　いが、6月にランチ会を予定しているほか、秋にはどこかへ行ってランチ会をやりたいと思
　　　　っているとの話あり。

第１回　３０周年記念行事準備委員会：平成３０年４月１７日（火）
　出席者（敬称略）　　白木、齊木、小川（正）、山川、磯部、内山、北川、
　　　　　　　　　　　　　小川（健）、鈴木、近藤

　議事
　1.役員の選任
　　会長：白木、書記：齊木
　　今年度１年間2人体制とする。

　2.顧問の委嘱
　　22期　宝角　茂さん、28期　田中重英さんに打診（白木）し、次回から
　　準備委員会に参加をお願いする。

　3.今後の検討項目を整理（次回までに各自整理しておくこと）
　　・式典・懇親会・アトラクション・記念品・記念鯱城会便り・記念植樹
　　・記念？？？・予算他

　4.他地区鯱城会の参考例の調査
　　・中川区　昨年25周年開催、名東区　4/26開催予定、中村区　5/26開催予定。
　　３つの事例資料を収集（白木、内山）し次回協議する。

　5.今後の検討スケジュール（役員会開催後１時間程度）
　　・６月、８月課題整理
　　・10月第一次案作成
　　・12月修正案作成
　　・2月役員会にて報告
　　・4月新年度実行委員会に引き継ぐ

－２６－
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「第23回趣味の作品展」出展作品募集のお知らせ」 

日    時:平成30年10月10日（水）～10月14日（日） 

午前9時30分～午後5時（最終日は午後４時迄） 

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 

☆29年出品点数 ：  102点 

☆29年来館者数 ：  943名 

出展申し込み期限 ： 平成３０年９月８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 鈴木 基夫 

Tel・FAX:052-883-2900   

携    帯:090-9917-7347 

  

  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８１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   内山 郁夫 

編集責任者   小川 健二  

編集委員    田島耐子・杉浦鈴江(30期) 

              山下 梢（31期）   

           （ イラストは、杉浦鈴江さんの作品です ） 

 

 

平成３０年４月１０日（火）ローズコートホテルにて開催の総会・懇親会 

での集合写真です。（詳しくは４頁「平成３０年度総会・親睦会報告」参照） 

 

                                                      

                          

 

 

 



7月 8月 9月 10月 11月

合同委員会 17日（火）  18日（火） 20日（火） 9：30～ 在宅SC 2F

役員会  21日（火） 16日（火） 9：30～ 在宅SC 1F

運営委員会 13日（金） 10日（金） 14日（金） 12日（金） 9日（金） 9：30～ 在宅SC 2F

広報 鯱城便り 82号(11月）

行
　
事

各イベント

名古屋いい
とこ巡り/名
古屋港水族
館/10日
(火)

 わくわく瑞
穂まつり30
日（日）

第23回趣
味の作品
展　市博物
館　　10日
（水）～14
日（日）

一泊旅行
7日（水）～
8日（木）

その都度 その都度

瑞穂公園清掃 11（水） 8（水） 12（水） 10（水） 14（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 6（金） 8（水） 7（金） 5（金） 8（木） 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
まつり 4日
（土）

こころの絆
創膏キャン
ペーン

クリーンキャ
ンペーン（鶴
舞）6日（土）
予備（13日）

堀川クリーン
キャンペーン
10日（土）予
備（17日）

その都度 その都度

ランチ会 5日（木） 2日（木） 6日（木） 1日(木） 11:30～ 嘉文栄本店

ウォーキン
グ

専修寺
（津、高田
本山）

 休み
関ケ原 県民の森

（新城）
曽爾公園
（名張）
枯れすすき

原則
第3木曜

その都度

書道 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 24日（火） 28日（火） 25日（火） 23日（火） 27日（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 3日（火） 7日（火） 4日（火） 2日（火） 6日（火） 13:00～ JOYJOY新瑞橋店

和やか鯱城

第4回ボウり
ング大会
25日（水）

休み

干支作り
5日（水）

小牧航空
自衛隊見
学
24日（水）

和やか昼食
会　（男の
料理）

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

　 33期地域
ミーティング
28日（水）

その都度 その都度

＊＊毎月　第2土曜13:30～　　第3金曜13::30～＊＊

＊＊10団体　詳細は会報78号を参照してください＊＊

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）＊

新瑞橋ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ毎月　第一・第三　日曜日

会
　
議

　　　　平成30年7月～平成30年11月　　　　　行事予定表

実　　施　　予　　定　　日
時　間 場　所

瑞穂鯱城会


