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「２３回趣味の作品展」 

あいさつ                         瑞穂鯱城会会長 30期 内山 郁夫 

10月10日(水)から 14日(日)の 5日間開催しました瑞穂鯱城会「第 23回 趣味の作品展」

は無事終了できました。今年度は 90 点が出展され、充実した素晴らしい作品展であった

と感じています。ご来場いただいた他区の鯱城会の皆さまからも博物館という場所に相応

しい作品と展示センスに賛辞と羨望の言葉を沢山頂きました。これも今夏の記録的な猛

暑の中で制作して頂いた出品者の皆さま、行事委員 3名をはじめ他委員会の役員・委員、

お手伝いして頂いた諸先輩のご尽力に心から敬意とお礼を申し上げます。 

 

趣味の作品展を終えて                      30期 行事委員 奥田 孝子 

10月 10日（火）～14日（日）迄の 5日間、名古屋市博物館にて開催されました。 

今年も沢山の瑞穂鯱城会会員の方々から 90点余りの作品が出品され、来場者 954名が

来場されました。昨年度よりも出品数は少

なめでしたが、作品間に余裕をもたせる事

ができ、見易く鑑賞していただき好評を得

と思っています。 

平成最後の 31年度干支「いのしし」が 50

点余り「和やか鯱城」のメンバーから出品さ

れました。手作りとは思えない力作ばかり

で、来年も良い年であります様にと願いを

込めた華やかな置物でした。今年度は 30

期と31期が協力し合いながら、準備を進め

てきました。経験不足の為苦労もありましたが、作品展当日を迎えた時はホットしました。

期間中はメンバーで協力して受付当番をし作品展最終日には、出品者の皆様には作品

を引き取りに来ていただきました。 

最後に出品者皆さんと一緒に集合写真を撮りました。 

無事、作品展を終える事が出来皆様方のご支援・ご協力に感謝いたします。 

次年度も会員皆様のご協力で作品展を迎えられます様に、行事委員と各委員から会員

皆様ご支援を頂きますようよろしくお願いします。 



No. 部門 期 出展者 作品名・タイトル等 No. 部門 期 出展者 作品名・タイトル等

101 書道 14 松村　直代 百人一首　二首　なにしおば　吹くからに 421 絵画 30 山口　凉子 美しき村（コッキントン）

102 書道 18 鈴木　泰子 近代詩文書　久米三汀句　小諸なる古城・・・ 422 絵画 30 山口　凉子 ノルマンディーの屋並

103 書道 18 鈴木　泰子 百人一首　わたの原漕ぎ出で 423 絵画 32 田甫　正治 阿瀬渓谷

104 書道 19 龍田　満智子 桃栗三年・・・ 424 絵画 32 田甫　正治 倉敷美観地区

105 書道 22 浅井　政子 鷹山の文　為せば成る・・・

106 書道 22 浅井　政子 温故知新 501 写真 17 加藤　巖 波紋

107 書道 23 中野　紀子 般若心経 502 写真 17 加藤　巖 大合唱

108 書道 23 中野　紀子 和歌　道元禅師 503 写真 23 平塚　秀雄 好い日

109 書道 30 小塩　紀夫 布徳行恵　　（楷書　行書　隷書） 504 写真 23 平塚　秀雄 見つけたぞ・・・

505 写真 23 服田　義博 春らんまん（山崎川）

201 手工芸 17 可知　すみ江 掛軸　　　　春 506 写真 23 服田　義博 名古屋城庭園

202 手工芸 19 瓜生　聆子 干支十二支 507 写真 27 酒井　清夫 桜

203 手工芸 29 川合　佐恵子 寒牡丹　　（刺しゅう・額） 508 写真 29 川岡　浪江 頑張っている！

204 手工芸 29 森田　良裕 東海道五十三次　日本橋　（伊勢型紙） 509 写真 29 内藤　純子 極楽峠の見張番

205 手工芸 31 大塚　冴子 般若心経　Ⅰ　　　　（伊勢型紙） 510 写真 30 北川　健一 せいくらべ

206 手工芸 31 大塚　冴子 般若心経　Ⅱ　　　　（伊勢型紙） 511 写真 32 青木　幸枝 ゴジラ（マッターホルン夕景）

601 手工芸 23 山川　共子 帽子

602 手工芸 29 伊藤　広子 ポシェット

301 押花 28 杉江　悦子 ブルーの風　　（押花） 603 手工芸 29 川岡　浪江 テーブルセンター

302 押花 28 杉江　悦子 ピエロ　　　　　（押花） 604 手工芸 29 高木　喜代子 秋のおしゃれバック

303 絵手紙 29 佐藤　敬二 絵手紙 605 手工芸 29 村瀬　とよ子 ポシェット

304 絵手紙 30 近藤　琶留子 花と食物 606 手工芸 28 松村　勝子 リフォーム（ちょっとおでかけ）

305 絵手紙 30 近藤　琶留子 菓物 607 手工芸 28 水谷　政子 紙粘土人形　　　（紙粘土）

306 PC画 21 黒沢　英龍 歌麿の模写　　（パソコン画） 608 手工芸 28 水谷　政子 紙粘土壁掛ペア　　　（紙粘土）

307 PC画 21 黒沢　英龍 双鶏と芭蕉　　（パソコン画） 609 手工芸 29 齋木　清一 伊勢型紙切り絵「隅田川の花火」

308 PC画 28 木村　順子 イタリアプラーノ島水路　　（ＰＣペイント画） 610 手工芸 32 青木　幸枝 ハイビスカスとブバリア　　（ｸﾚｲｱｰﾄﾌﾗﾜｰ）

309 PC画 28 木村　順子 ”ざくろ”　　　　　　　　　（ＰＣペイント画）

310 PC画 28瑞穂パソコン同好会 図形で描く四季 701 陶芸 13 山川　幹夫 黄瀬戸透かし彫り花器

702 陶芸 13 山川　幹夫 伊羅保花器

406 絵画 17 可知　すみ江 氷結の池 703 陶芸 22 近藤　裕 花器

407 絵画 18 中瀬　外英 北のホテル 704 陶芸 22 若山　和男 花入

408 絵画 18 中瀬　外英 旅の思い出　　（小5点を縦に並べて） 705 陶芸 25 吉川　和男 八面体一輪挿し

409 絵画 19 伊藤　昭博 上高地　　　（水彩） 706 陶芸 25 吉川　和男 陶酔うつわ　　（2個一組）

410 絵画 19 伊藤　昭博 緑陰　　　　（油彩） 707 陶芸 26 夏目　常生 花入れ

411 絵画 23 北川　俊明 初夏の別荘地 708 陶芸 26 森田　勝之 土瓶

412 絵画 23 深田　康子 紅葉 709 陶芸 27 稲田　順子 花瓶

401 絵画 24 藤掛　令吉 天龍下り 710 陶芸 27 稲田　順子 香立

402 絵画 24 藤掛　令吉 長野青木湖 711 陶芸 27 山田　紀一 花器

404 絵画 25 長谷川　博 ハノイ／ベトナム 712 陶芸 29 齋木　清一 片口酒器一式

405 絵画 25 長谷川　博 夜のアラチャトウ（トルコ） 713 陶芸 29 佐藤　敬二 菊象嵌陶板

403 絵画 27 加島　照子 夜明け　　（日本画） 714 陶芸 29 森田　良裕 カップ　施釉違い４点

413 絵画 27 能見　陽治 紫陽花

414 絵画 28 深谷　泫三郎 花火 801 手工芸 27 和やか鯱城 干支（いのしし）

415 絵画 28 細川　悠子 隣りのチーちゃん

416 絵画 29 北岡　百合子 巌と清流 901 委員会 ボランティア委 活動報告

417 絵画 29 北岡　百合子 美人画 902 委員会 広報委 活動報告

418 絵画 30 杉浦　鈴江 桜（笠寺観音）

419 絵画 30 鈴木　基夫 桑名にて・・・

420 絵画 30 田島　耐子 葡萄

『第23回趣味の作品展』出展者一覧表
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（  ）内は作品番号 

14期 松村直代（101） 

18期 鈴木泰子（102） 

18期 鈴木泰子（103） 

29期 森田良裕（204） 

31 期 大塚冴子（205） 31 期 大塚冴子（206） 

19期 瓜生聆子（202） 

23期 中野紀子（107） 

17期 可知すみ江（201） 

22期 浅井政子（105） 

30 期 小塩紀夫（109） 

29期 川合佐恵子（203） 

23期 中野紀子（108） 

19期 龍田満智子（104） 
22期 浅井政子（106） 

23期 山川共子（601） 

（  ）内は作品番号 
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28 期 杉江悦子（302） 

28期 杉江悦子（301） 

（  ）内は作品番号 

29期 佐藤敬二（303） 30期 近藤琶留子（304） 30 期 近藤琶留子（305） 

（  ）内は作品番号 

（  ）内は作品番号 

21期 黒沢英龍（306） 21 期 黒沢英龍（307） 

28期 木村順子（309） 

28期 木村順子（308） 

パソコン同好会（310） 
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24 期 藤掛令吉（401） 

25 期 長谷川博（404） 25 期 長谷川博（405） 

24 期 藤掛令吉（402） 27 期 加島照子（403) 

18 期 中瀬外英（407） 

 

18 期 中瀬外英（408） 19 期 伊藤昭博（410） 
23 期 北川俊明（411） 

23 期 深田康子(412) 

27期 能見陽治（413） 

28 期 深谷泫三郎（414） 

28 期 細川悠子（415） 

29 期 北岡百合子（416） 
30 期 杉浦鈴江（418） 

 

30 期 鈴木基夫（419） 

19 期 伊藤昭博（409） 

17 期 可知すみ江（406） 

29 期 北岡百合子（417） 

（  ）内は作品番号 
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30 期 田島耐子（420） 30 期 山口凉子（421) 30 期 山口凉子（422) 32 期 田甫正治（423） 

32 期 田甫正治（424） （ ）内は作品番号 17 期 加藤 巌（501） 17 期 加藤 巌（502） 

23 期 平塚秀雄（503） 23 期 平塚秀雄（504） 

23 期 服田義博（505） 23 期 服田義博（506） 

27 期 酒井清夫（507） 29 期 川岡浪江（508） 

29 期 内藤純子（509） 30 期 北側健一(510) 

32 期 青木幸枝（511） （  ）内は作品番号 

29 期 伊藤広子（602） 29 期 川岡浪江（603） 
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（  ）内は作品番号 

 

 

   

    

                                             

29 期 高木喜代子（604） 29 期 村瀬とよ子（605） 

 

28 期 松村勝子（606） 28 期 水谷政子（607） 

 

28 期 水谷政子（608） 

(115) 
29 期 斎木清一（609） 

32 期 青木幸枝（610） 

13 期 山川幹夫（701） 13 期 山川幹夫（702） 

22期 近藤 裕（703） 

22 期 若山和男（704） 
25期 吉川和男（705） 

25 期 吉川和男（706） 

26 期 夏目常生（707） 

26 期 森田勝之（708） 

27 期 稲田順子（709） 
27 期 稲田順子（710） 
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27期 山田紀一（711） 29期 斎木清一（712） 29期 佐藤敬二（713） 29期 森田良裕（714） 

和やか鯱城・干支置物会員（一般参加含む）（801）     いのしし 

ボランティア委員会（901） 

広報委員会（902）鯱城便り 

追加作品 
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手工芸  伊勢型紙切り絵「隅田川の花火」             29期 斎木 清一 

この時期各区の作品展が盛んに行われていますが、他の区の方が口をそろえて言わ

れる事は、「瑞穂は博物館で開催できてうらやましい」という事です。確かに他の区では、

博物館のような立派な会場で開催されていません。 

同じ作品でもきっとよく見えるに違いありません。今回の作品展には、陶芸と伊勢型紙を

出展させていただきましたが、鯱城学園卒業の時に、何か自宅で、一人で、手軽にできる

ものはないかと考えていたところ、たまたま陶芸のクラスに伊勢型紙の先生がみえて、皆

で教えていただく事となりました。これからも出展させていただくつもりで、皆さんと一緒に

瑞穂の作品展を盛り上げていきましょう。          

パソコン画  春夏秋冬                        16期 伊藤  紀子 

パソコン同好会は発足して 4 年目ですが、この度の作品展には初めて参加させていた

だきました。出展を決めた当初は、作品に対して全員がどう参加していくかで悩みました。

話し合いを何回か行なった末に、季節ごとの 4 班に分かれ、春は小川や桜、夏は虹と風

船、秋はどんぐりやぶどう、冬は雪の中の教会を描くことにしました。パソコンで絵を描くこ

とは初めての人がほとんどでしたが 2 か月かけて B 紙大の大作に仕上げました。その間

笑い声とおしゃべりでとても楽しい時間を過ごすことができました。 

 

 

                   

 

28期 日江井 雅子 

 

私は作品展のお手伝い以外作品展に何も出品するものがなく、作品展とは無縁のもの

でした。昨年から友達が楽しそうに干支づくりに参加していることを知り、参加させて頂い

ています。みんなとおしゃべりしながら、また必至になり、友達の作品を気にしながら、子

供のようなひと時です。いつもとっても思うことは指導してくださる（西村様）にはとても頭が

下がります。また感謝でいっぱいです。 

今回でも大きな猪、子供 3 匹みんな紙粘土で作ってくださり、私達はしっぽ、足を付け

色を塗るぐらいこんな事でもできない、もうダメ私はダメだと思って色を塗り板にのせ、飾り

をつけ渋々提出する私。しかし作品展に展示されると立派に見え満足感を得ます。有難

うございました。 

作品出展者の声 

干支づくりに参加して 



 －12－  

第３回３２期生地域ミーティング 

6月 20日名古屋市総合リハビリテーションセンターにて 

31期 松井 正幸 

32期生の瑞穂区在住の鯱城大学生 31名の内、第 2回の地域ミーティング出席者

は 22名でした。そして今回第 3回の出席予定者は 13名のところ当日の天候が雨とい

う事もあり実質出席者は 12名でした。 

10時に始まった地域ミーティングは瑞穂鯱城会内山会長、鯱城学園渡部先生、瑞穂

社会福祉協議会事務長矢部さんの挨拶があり、引き続いて総合リハビリ生活支援課の

松山さんの「センターの役割と社会復帰のための生活訓練等」について説明の後、セ

ンター内で具体的にどのようなサービスを実施しているか、各施設を案内していただき、

詳しく説明を受けました。 

センター事業のあらましは、医療部門（附

属病院）、自立支援部門、地域支援部門

を中心に生活支援課では、病気や事故

等で、身体に障害を持った方や、言語や

記憶など高次脳機能に障害を持った方

を対象に、自分らしい地域生活、豊かな

社会生活の実現を目指した社会リハビリ

ステーションサービスを行っている。この

サービスは、センターの関連部門と提携

し、一人ひとりの障害や様々な状況に応

じて、個別的、段階的に行っている。 

入所希望の個人は利用前に施設の見学と体験利用した上で、自分らしい生活を取り

戻すために定員 50名の枠内で治療・訓練等を経て社会に復帰します。 

一例として、センター内に朝から晩まで一日の生活（更衣・トイレ・入浴・移動・洗濯・調

理・掃除）を自分自身で体験し、自立が可能であるとの判断のもとに退所することがで

きるコーナー等が有ります。 

地域ミーティング終了後は 32期生と共

に昼食会の席で、和やかな時間を過ご

し雰囲気良く一日のスケジュールを終

了しました。 
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和やか鯱城「干支作り」 

和やか鯱城会 世話人 ２７期 戸村 ヒサヱ 

和やか鯱城の干支作りを 9月 8日（土曜日）在宅ボランティア室で行われました。 

今年も来年の干支 亥親子を作りました。（今年は外部コスモスの方 3名参加願いま

した） 

西村陽子先輩のご指導でいろいろな表情した

猪、赤い猪を作った人も いましたよ。 

参加者の声:童心に返って楽しかった、なかな

か紙粘土が思うようにいかず難しい〜 

 時間を忘れて楽しみました。超 楽しかった。 

 毎年 楽しんでますよ。 

自分の出来が良いかな〜 

 コスモス :楽しかった来年も（出来れば）不安

だったけれど皆さんに助けられて完成 

 先生の声：楽しんでくださって良かったね。 

西村先輩には大変お世話お掛けしました。作品の猪親 50匹 子供 3×50＝150匹の

下準備 他日御自宅でのご指導博物館への搬入手配他色々とお世話になり有り難う

ございました。 

いろいろお手伝い頂きました方々有り難うございました。 
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『友多互愛』 ボラ通信 

26期 服部 義明 

※１．台風 12号通過後の 7月 30日セキスイオアシスの「オアシスセンター」で、歌や踊り

などをしてデイサービスに通う高齢者の皆さんを元気付けにいきました。当会がオアシスセ

ンターを訪問したのはこの日が初めてで、メンバー13人（女性 10人、男性 3人）で訪問しま

した。 

歌や踊りは同センターのレクリエーションの時間を利用して行い、この日は通所する高齢者

約 25人が参加されました。 

全員フラダンスの衣装で、まず「お猿のかごや」「どんぐりころころ」などを高齢者の皆さんと一

緒に歌い、腕を動かす運動をしてもらいました。 

次はじゃんけん、頭の体操というわけで負けるじゃんけんをしました。お年寄りからは「エーッ」

と驚きの声が出ました。 

この後は懐メロを歌いました。「おお牧場はみどり」では「ホイッ」という掛け声の時に手を挙げ、

「りんごの唄」では手をたたくなど、

随所で体を動かしてもらいま 

又女性メンバーの一人がマジックを

披露、見事に成功し大きな拍手を

いただきました。 

懐メロはさらに続き「かあさんの歌」 

では、歌の後、高齢の女性が「3番

を初めて歌った」と感想を寄せてみ

えました。今日もディの皆さんの笑

顔と出会う事が出来、元気のエー

ル交換が出来たと思いまた。仲間

には感謝です、ありがとうございました。 

 

※２．台風の影響で蒸し暑い感じの 8 月 20 日（月）久し振りデイＳかがやき守山に訪問です。

デイの皆さん 16人と『友多互愛』11人で楽しく・賑やかに唄って笑って元気のおすそ分けで

す。脳トレで頭を柔らかくしてあの輝いていた頃を思い出しあの時唄った懐かしのメロディを

皆さんと一緒に大合唱。フラガール『熟女』のフラダンスを披露ハワイに行った気分になって

貰いました。今日も

デイの皆さんの笑

顔と出合う事が出

来、元気のエール

交換が出来たと思

いました。 



 －15－  

瑞穂区民まつりボランティアに参加 

31期  宮田 岩男 

 まつり前日は名古屋気象台始まって以来の最高気温 40.3℃を記録し、夏の暑さが猛暑

になりました。まつり当日の 8月 4日も、それに劣らずの猛暑、16時を過ぎても曇一つ無

い青空、未だギラギラ太陽は僅かに傾いた程度。会場のパロマ瑞穂野球場広場のアスフ

ァルト舗装は陽炎が立ち上るアツアツ鉄板焼き状態でしたが、ドラゴンズカラーのＳＴＡＦ

Ｆのキャップを被れば、一気にボランティア活

動モードのスイッチオン。10人の選ばれた瑞

穂鯱城会の男女精鋭は何の躊躇もなく係員の

説明を受けて指示された持ち場に急遽移動。

今日の作業内容はお客様の誘導・抽選番号

付きの団扇の配布時の人員整理と、分別ゴミ

分け指導と場内清掃です。 

3,000枚の団扇は 18時前には無くなりスタッフ

の団扇もお客様の手に渡り、我々の作業も終

了しました。その後しっかり汗をかいた脱水症

状の体にやはり生ビールは応えられません。

つまみは縁日の屋台から調達、舞台の演奏・踊りを見ながら楽しみました。 

また、瑞穂鯱城会員を含む健康ささえ隊の老若男女問わず、瑞穂体操が一糸乱れもなく、

日頃の精進よろしく見応えのあるデモンストレーションが行なわれました。 

楽しい夏祭も 21時には閉会になり、自家発電のＬＥＤランプも消され、南の夜空に赤く輝

く火星に見送られて脚をもつれながら家路につきました。ボランティア瑞穂区民まつりあり

がとう、お疲れ様でした。 

 

 

みずほ体操メンバー 消防署員の水まき 

ヒルズキッズブラスターズ 

ボランティア 
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こころの絆創膏の配布 

31期 関根 弘子 

春と秋の年二回、名古屋市主催で行われる携帯用絆創膏を街頭で手渡しする、その

お手伝いをするというものです。 

セットになっている絆創膏の中には、相談窓口の電話番号が書かれています。 

健康相談、仕事や暮らしのこと、サラ金、多重債務の相談、また、こころの健康の悩みを

無料で相談できるので、ひとりで悩まずぜひご相談下さいというものです。 

9月 10日（月）朝の金山総合駅は、職場や学

校へ急ぐ人ばかりですが、受け取った人の何

人かが職場や学校そして自宅で、絆創膏を使

用するときにこのような機関の存在に気づいて

関心を持っていただけたら、今回の配布は効

果があったものと思われます。 

 

鶴舞公園クリーンキャンペンーン 

30期 山口 凉子 

昨年は 2回共天候不順で中止になりました、今年は 10月 6日陽も射して風もさわやか

で今日は上天気だなと思いつつも電車の中では蒸し暑く、汗をかきながら公園に到着で

す。9時に集合したものの開会式が始まったのは 45分、ポツポツと小粒の雨が降り出し、

あちこちで傘を差し始める人達もいて結局各区割に従って小雨の中清掃スタートです。

流石に名古屋市を代表する公園だけに清掃は行き渡り、古いタバコの吸殻が宝物の様

にポッンポッン落ちている位で作業は終了しゴミ袋 1/3程のゴミを集めて元の集合場所に

戻った頃には雨も止みセレモニーも終了です。 

毎年ゴミも無いのに作業する意図は何か？先輩に聞けば在校生との交流を図る事とか、

パフォーマンスに過ぎないとか色々聞きましたが真意の程は不明です。 

入会者は年々減り一年生、二年生が中心に駆り出されるボランティアが重荷になって脱

落者も増えそうな気配がします。「ボランテ

ィアは無理強いするものでは無い！やりた

い人がやれば良いのだから！」では続かな

いのではないでしょうか？御輿は皆で担い

で力を分散させてこそ長続きするのではな

いでしょうか？何かと忙しい先輩の皆様方

久し振りに一緒に輪になってボランティア

御輿を担いでみませんか？ 

ボランティア 
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 行 事 

うなぎパイファクトリー・浜松楽器博物館 

浜松航空自衛隊「エアパーク」見学 

31 期 大塚 冴子 

 6 月 14 日（木）8 時 20 分季節は梅雨だが素晴らしい青空の下、参加者 38 名を乗せて

社会見学に出発。なぜかバスの中は前列に女性群、後列は男性群これは瑞穂鯱城会の

力の差？支給のお菓子を食べ、お喋りしながらバスは一路浜松へ。  

春華堂うなぎパイファクトリーは完全自動化された清潔な工

場。硝子越しに見学し試食コーナーへ、個々試食しお土産購

入、皆さん大きな袋に一杯のお土産！ 

昼食は浜松の地名から「ウナギ」を想像された方もいたとかいな

いとか… 

12 時 45 分浜松楽器博物館へ 

国内外を始め数々の楽器が並ん

でいる。其々に音を楽しめる工夫

がしてあり、気になる楽器の音を確認しつつ楽しむ。一番古

いホルンはどんな音がしたのだろうか… 

 最後は浜松航空自衛隊「エアパーク」へ 

全員でシアターにて航空自衛

隊員の心構えをふまえ、数々に飛行機を見て廻る。 

途中、操縦席に乗りハイポーズ！ 

少人数乗りの飛行機は近くで見るのは初めてでしたが、とっ

てもかっこ良い！ 

帰路はバスの中でのビンゴゲームで盛り上がり、景品を手に

した人も手にしなかった人も最高の笑顔でした。今年行事委

員となり行事初参加でしたが、企画担当の行事委員の皆さ

んに感謝です。有意義な社会見学でした。 

 

名古屋港水族館見学 

                                           30 期 鈴木 基夫 

７月行事として、子どもたちの夏休みが始まる前

の 7 月 10 日に「名古屋港水族館見学会」を開催し

ました。現地集合で開館前の早い時刻にも関わら

ず、参加者 36名が定刻通りに集合しての入館となり

ました。 

水族館の裏側を見る「バックヤードツアー」からス

タート、普段見ることのできない水族館で展示する

魚たちの搬入経路や水槽設備のある所へ入り、海

と水族館の接続口という興味深い場所の見学でし 
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たが、実際のえさやりとか管理の様子を見ると

いうことではなく、やや期待ほどではないかなとの

声も有り、残念な気がしました。 

バックヤードツアーの後は、「名古屋港水族館

ガイドボランティア」をされている、22 期の近藤裕

さんのご協力を得て一味違った水族館の楽しみ

方を中心に展示の案内をしていただきました。 

近藤さんのお勧め（お好きな？）の「ゴマフアザラ

シ」のデッキは見落としがちながら、ケープペンギ

ンの行進も見ることができる興味深い場所だと解りました。 

 

イルカショーなどを除くほぼ全館の案内で、通り一片の見学では味わえない見どこ

ろ・見方を教えていただきました。お孫さん達と行った時のシネマ館の上手な使い方

（休憩に活用）も新鮮でした。多くの方々が近藤さんのガイドを聞きながらの見学会とな

り、バックヤードの物足りなさも解消できたかなと、本当に感謝しています。 

個人的には楽しみにしていた「マイワシのトルネード」のおもしろい動きを見ることができ、

久々の名古屋港水族館、展示の多彩さで楽しく半日を過ごすことが出来ました。お昼

頃の解散でそれぞれお仲間との食事会など親睦も深めて頂けたことと思います。ありが

とうございました。 

 

 

バックヤードの見学 

22 期 近藤 様からガイド 

主なイベント 

  北館：イルカパフォーマンス 

     シャチ公開トレーニング 

     ベルーガ公開トレーニング 

  南館：マイワシのトルネード 

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。 

 

私たちの街路樹愛護会 

                                      20期 河合 忠男 

 鯱城学園卒業後、街路樹愛護会に入らせていただいてから、約 10年になります。 

目的は学園の主旨による社会への還元と健康維持のためです。入会したのは、中川龍之介さん

が会長の東郊通第 1街路樹愛護会で、名鉄堀田駅前～堀田通り７丁目交差点までの約 500ｍの

東側道路沿いの清掃、除草、放置空き缶や、雨傘等の除去をおこなっています。                    

 私は普段西側をよく通ります、どうせ活動するのであれば、よく通る道もきれいな方が気持ちもい

いので 西側をきれいにしてから東側の人たちに合流するようにしました。会員数も増え、12名余

となり、会員の人からもう 1組作ろうという話になり、平成 24年 7月末東郊通第 1街路樹愛護会を

２つに分ける事とし東郊通第 2街路樹愛護会を立ち上げました。活動場所は無理なく活動できる

よう名鉄堀田駅～堀田通７丁目までの西側を設定しました。活動する曜日も会員の皆さんの意見

で、会員が一番出席しやすい火曜日に決め進めています。後から立ち上げた第２街路樹愛護会

は、市との契約は設立後日も浅く、月 1回の活動でいいことになっていますが、第１街路樹愛護会

と共に活動しようとの意見で、第 1・第 3火曜日とし、雨が降っている時等は☎連絡でその都度変

更しています。私たちのグループは、出席率もよく毎回平均 80パーセント以上の出席があります。

また 3 ヶ月～4 ヶ月に 1回、第 1 と第 2が合同の食事会を催し楽しいひと時を過ごすこともありま

す。今年も中川龍之介さんの米寿をお祝いし喜んで頂きました。                      

愛護会の活動報告は、総合代表である 17期の加藤正男さんが出席員数を集計されており、毎月

報告しています。年間活動報告は毎月の出席員数と内容を記録しておき、3月末に瑞穂区土木

事務所の担当者まで報告しています。 

いま一番気がかりの事は、会の継続性の事です。年々瑞穂鯱城会に入る方々も少なくなっていま

す。今年は松井正幸さんが入会してくださいました。学園を卒業されまだ街路樹愛護会に入会さ

れていない方々のお力添えをお願いいたします。私たちの街路樹愛護会でご一緒に活動してい

ただける方は下記までご連絡ください。なお自宅電話は振り込め詐欺防止のため常に留守電にし

てありますので、音声をのこして下さい。 

（次回は 20期の大岩 忠明さんにお願いしました）                           

自 宅 ０５２－８７２－２０２６   

携 帯 ０９０－７８６１－７３２５ 

河合 忠男 

     

     

 

 

会員ペンリレー 
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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。 

 

物の整理と心の整理 

20期 臼井 一枝 

今から十四年前に主人との悲しい別れが有りました。 

急の出来事で初めての一人暮らしが始まり、これからの自分の生き方、自分を見つめ直す

機会にはと思い一年半をかけて四国八十八ヶ所、西国三十三ヶ所、知多四国八十八ヶ所

巡り、熊野古道１０回コースに参加しました。 

その時、高年大学１９期ハイキングクラブの方との出会いが有りました。 

その後すぐに運良く鯱城学園に入学出来、卒業後瑞穂鯱城会入会、ＡＳＣ（あいちシル

バーカレッジ）にも入学し生きる希望を沢山の仲間から貰いました。 

子供の方から再三、来る様に言われていましたので、後期高齢者になったのを機に自分に

言い聞かせて家や身の回り品等々の処分する事を計画しました。 

整理、片付けをする中で色々と思い出が涌き涙を流す事も多く有りました。 

一人暮らしを十年以上気儘な生活していますと、子供の方へ行く自信が段々となくなり、私

の我儘を聞いて貰い、引っ越し先も二軒先向のマンションに移り、同じ町内で暮らせ本当に

心強い思いです。 

地域ボランティアや高齢者の見守り（民生委員）などで自分の人生について考える機会を与

えて貰い本当にいい勉強を沢山頂きました。 

今は毎日主人に感謝しつつ、第二の人生を愉しみ、健康を維持しながらこれでよかったか

なあと思っています。 

※毎日を大切に、きょういく（今日行く）、きょうよう（今日用事）を目標に 

 

Ｈ30年 7月 11日・・・桃岩展望台コースを 

散策して来ました。 

 

 

（次回は１７期 加藤 正夫さんにお願いしました。） 

会員ペンリレー 
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俳句 

31期 関根 弘子 

朝一の清掃奉仕さつき咲く 

  ボランティアでグランド周辺の掃除を始めました。 

  きれいになった山崎川の両側、グランド前には咲き揃った「さつき」を 

  観る事が出来ました。二三回経験した現在、公道に多くの吸殻が捨てられて 

  いる事に目がいく様になりました。 

 

屋根神に神酒を供へ梅雨の入り 

名古屋以外ではあまり見られない、屋根の上に祀った屋根神さまを見る事が 

出来ました。 

 不揃ひの胡瓜を籠に庭の畑 

今年も庭の畑に胡瓜が生りました。曲がったもの、傷のあるもの、そろって 

はいませんでした。 

 

 盆支度省略増へてをりにけり 

今年もお盆がやって来ました。 

母が亡くなってからはだんだん簡単に、でも止める事はありません。 

 

 母の縫ひし浴衣着こなす三代目 

母の縫った浴衣は傷みもなく五十年、この夏には孫が着て見せてくれました。 

 

自由投稿 

私の趣味 
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人の繋がりと易学 

30期 近藤 琶留子 

瑞穂区の鯱城会に入会して一年半が経ち、それぞれの

方が御自身を磨き、学問、教養を高め一層の御繁栄をす

ばらしく思います。 

私は今日まで辿り着き気がついたことがあります。間接

的に人から人に広げることは慎むべきだと思います。 

魅力向上を目標とする鯱城会ですが、入会が減っていま

す。 

お互いの信頼関係を深め、魅力向上に努めていきたいと

考えております。 

趣味で気学、姓名判断、算命学、手相等の易学をやって

おります。 

何か問題がある場合は易学で判断します。 

余生を楽しみ良き人生と思えるものにしたいですね。 

 

自由投稿 

私の趣味 
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平成 30年度 瑞穂鯱城会議事録（２） 

１． 第 2回役員会：平成 30年 6月 19日（火） 

（1）総務委員会 

・総会後退会者除き現在の会員数 225名 

（2）広報委員会 

・鯱城便り 81号と鯱城瓦版と併せ 7/13に配布する。瓦版は 4回／年配布予定。 

（3）行事委員会 

・名古屋いいとこ巡り、日帰りバス旅行、趣味の作品展についての参加要請があった。 

（4）ボランティア委員会 

・同好会にリハビリＣ・在宅ＳＣのボラ要請、区民祭り、ボラ保険の説明があった。 

（5）鯱城会連絡事項 

・鯱城会の現状について説明。 

（6）その他 

・会長よりアンケート結果報告、回収率 64.3％でした。 

・鯱城会入会者減少方向につき協力員確保について話し合う。 

 

２． 第 2回 30周年記念行事準備委員会：平成 30年 6月 19日（火） 

（1）他区の記念行事の例を参考に意見交換 

・中川区、中村区、名東区 

（2）総会日と併せるのか、場所、費用等、宝角さんから 20周年時の説明があった。 

 

３．第 2回合同委員会：平成 30年 7 月 13日（火） 

（1）総務委員会 

    ・会員名簿作成配布、空白ブロック 29期生受託していただき解消する。 

（2）広報委員会 

 ・鯱城便り 82号原稿募集、他区便りの情報収集をする。 

（3）行事委員会 

   ・水族館実施報告、一泊旅行の案内と参加要請をする。 

（4）ボランティア委員会 

・6月の活動報告があった、8月から 10月迄の行事の説明。 

・わくわく瑞穂まつりの説明、参加要請のチラシ、会員以外にみずほ体操の普及。 

（5）鯱城会連絡事項 

   ・グランドゴルフ開催、ＯＢ文化祭検討中、公開講座の演奏会参加要請をする。 

（6）その他 

・第 1回地域ミーティング（33期生）が有り結果報告、次回の会議に反映させる。 

・会議のあり方、役員体制、30周年記念行事等説明と意見交換があった。 
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・広域災害発生時に会から義援金寄付の検討をする。 

 

 第 3回役員会：平成 30年 8月 21日（火） 

＊会長より渡部一彦さん訃報報告、西日本豪雨義援金を中日新聞通じ 4万 4千円寄付。 

（1）総務委員会 

・ブロック委員空白地域発生時の対応策検討をする。（区域と委員の委託方法） 

・30周年記念行事の中間報告と他区の記念行事の実施の説明。 

・なごやか鯱城干支作りに、地元の人に参加依頼を社協を通じ依頼する。 

（2）広報委員会 

  ・鯱城便り 82号とかわら版発行について説明。 

（3）行事委員会 

  ・わくわく瑞穂まつりのバザーの場所、提供品についてチラシ発行をする。 

  ・趣味の作品展、一泊旅行山梨方面で決まる。参加者不足の場合中止も有りうる、再度

参加者を募る要請があった。 

（4）ボランティア委員会 

  ・7月度の活動報告があった、心の絆創膏、鶴舞クリーンキャンペン、堀川参加者募集。 

（5）鯱城会連絡事項 

  ・10/23グランドゴルフ交歓会を行う。11/26公開講座「クラッシック音楽会」開催予定。 

（6）その他 

・役員制度について今後も継続審議 

 

第 3回合同委員会：平成 30年 9月 18日（火） 

＊会長より趣味の作品展について注意事項の説明、来場者にお礼文入ティッシュ配布。 

（1）総務委員会 

・運営委員会作品展期間中の為 10/12会場で行う。 

・配布物の袋詰めは、第 2回かわら版と鯱城会公開講座講演会のちらしを入れる。 

（2）広報委員会 

・瑞穂鯱城便り 82号を 11月に発刊予定、原稿を募集中。 

・11/20合同委員会終了後製本、配布協力をお願いします。 

（3）行事委員会 

・趣味の作品展準備と開催中の当番について打合せる。 

・一泊旅行参加人員不足の為再度参加要請をする。 

（4）ボランティア委員会 

・8月度ボランティア活動の報告。 

・わくわく瑞穂まつりの説明、瑞穂グランドの清掃分担等の    

 見直しを行う。         

・10/9鶴舞クリーンキャンペン在校生 6名参加予定。 
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（5）鯱城会 

・地域ミーティング 11/28学園にて 33期生（19名）向けに実施予定。 

・第 3回地域ミーティング 32期生 35名中 11名出席する。（参加率 35％） 

・10/23（火）グランドゴルフ開催瑞穂から 13名参加する。 

（6）その他 

・会長より役員制度見直し案の検討を要請される。 

・総合リハビリセンターの 30 周年記念式典に区会代表として小塩委員長が参加する。記

念小冊子が発行され、瑞穂鯱城会の活動記事がのる。 

 

第 4回役員会：平成 30年 10月 16日（火） 

＊会長より趣味の作品展無事終了協力のお礼と感想。 

（1）総務委員会 

・わくわく瑞穂祭り中止時連絡不十分、今後ブロック委員制度をベースに着手する。 

・11/28、33期生向けの第 2回地域ミーティング学園にて開催予定。 

（2）広報委員会 

・瑞穂鯱城便り 82号は 11/20予定、内容は主に作品展、印刷・製本協力依頼する。 

（3）行事委員会 

・10/10～14に開催した趣味の作品展に 60名（90点）出展あり、来場者 954名でした。 

・11/7（水）～8（木）一泊旅行は 31名参加、予定通り開催。 

・12/8（土）しめ縄作り予定しているが、講師の体調により開催決定が遅れます。 

・1/18（金）新春懇親会を賀城園（熱田）で開催予定。 

・来年 2月予定名古屋いいとこ巡りは、日時・場所等未定。 

（4）ボランティア委員会 

・9月度ボランティア活動の報告 

・11/10（土）堀川清掃作戦参加者募集中。 

（5）鯱城会連絡事項 

・グランドゴルフ交歓会と公開講演会について説明。 

（6）その他 

・役員会制度の見直し、入会者減少から区会運営方

法について意見を交わした。 

① 3年制は最低必要だが、従来のしがらみを捨てた 

新しい鯱城会にするか、解散も視野に入れる必要。 

② 運営は無理矢理やらされているとの思いもあるが、

役員をすると参加意識がわくので、期の人が役員を

する方が良い。 
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  ③入るが当然と思って入ったが、戸惑ってばかりだ、31 期生は 4 名で来期この人員で瑞

穂鯱城会を維持する事は出来ない。 

 ④3年制だけで無く4年制、5年制を考えたらどうか、区会の良いところは同好会だと思う。

現役の人に同好会をアピールしたらどうか。 

 ⑤今年の修学旅行参加率 50％、新規入学者の参加が低い。三ヶ根山も中止、現役生の

意識が変わってきている。 

 ⑥鯱城会幹事を 2 年間やった経験から、鯱城会本部

は不要だと思う。現役との交流を考えなければならない。 

 ⑦学園が作成した地域ミーティングのアンケートは、

問題がある質問が多い。 

   質問内容を変えるように要望している。 

 ⑧会長より小学生に習字を教える等、地域に貢献す

るよう要望があったが、人数不足で無理と書道同好会の

返事あり。道具用意不用なので、是非入会して欲しい。 

 

第 3回 30周年記念行事準備委員会：平成 30年 10月 16日（火） 

（1）前回までの審議事項の内決定できるものを採決にて決定した。 

①記念行事は総会・懇親会と同時開催とし、場所は瑞穂文化小劇場とする。 

ただし懇親会（希望者）は送迎バスを準備出来る所とする。家族同伴も今後検討する事

とする。 

②アトラクションは会員のみならず、光物となる人の記念講演会も検討してはどうか。 

  ③引き出物は、社会福祉法人「瑞穂区手をつなぐ育成会」のクッキー（200～300円） 

で検討し、会員全員に配布する。 

（2）その他 

 12月の打合せでその他意見をまとめ、来年 2月の役員会で決定する。 

 

 

 

 『余談』                      31期 宮田 岩男 

昔の名古屋の三大夏祭りは東照宮祭・那古野神社・若宮八幡宮の天王祭でした。名古屋

の祭りの特色は京都祇園祭の後塵の流れで、からくり人形を載せた山車まつりが基本で町

衆の老若男女に引かれて若宮神社の近くの熱田神宮御旅所に引かれ、名古屋城二の丸に

も引かれ藩主と町衆との交流の場でもありました。夏は食中毒や、流行り病が猛威を振るい、

現在の様に医学知識が無かったので牛頭天王にお祓い願掛けをしました。 

因みに牛頭天王は神仏習合信仰による天竺の祇園精舎の守護神です。昔は信仰と祭は一

体でしたが、今回の瑞穂区民まつりは信仰と切り離され主催は瑞穂区民まつり実行委員会

です。 「夏祭り牛頭天王も蚊帳の外」 
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編 集 後 記  

今回の瑞穂鯱城会便りは「第２３回趣味の作品展」の特集がメインとなって 

おります。出品された皆様方の作品を鯱城会便りの誌上を通じてお届けして 

おります。 

また、「会員ペンリレー」も前号に引き続き掲載しております。 

 

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 ） 

 

 

新年懇親会のご案内 

日時：平成３１年１月１８日（金）午前１２時～ 

場所：賀城園 名古屋市熱田区夜寒町１６－２２ 

（瑞穂区役所前に送迎バスを用意します） 

※詳細案内申込書は後日送付します。 

 

 

 

                                          

                          

 

 

 

平成３１年度総会・懇親会のご案内 

日時：平成３１年４月９日（火） 

総会 午前１１時から  懇親会 １２時から 

場所：ローズコートホテル  名古屋市中区大須４－９－６０ 

地下鉄「上前津」駅下車 １番出口すぐ 

※詳細案内申込書は後日送付します。 

 

 

 

 

 



瑞穂鯱城会

12月 1月 2月 3月 4月

合同委員会 １５（火） １９(火） 9：30～ 在宅SC(2F)

役員会 １８（火） １９（火） 16(火） 9：30～ 在宅SC(１F)

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

広報 鯱城便り 83号

行
　
事

各イベント

しめ縄つくり
在宅サービス
C

新年会
18（金）

名古屋いいと
こめぐり(場所
は未定）

総会・懇親
会　ローズ
コートホテル
4/9（火）

その都度 その都度

瑞穂公園清掃 1２(水) ９(水） １３（水） １３(水） １２(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） ８（金） ８(月) 10:00～15分
新瑞橋ﾊﾞｽﾀｰ
ﾐﾅﾙ

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ清掃 9：00～9：30
新瑞橋ﾊﾞｽﾀｰ
ﾐﾅﾙ

その他

ウイメンズマラソ
ンボランティア
１０（日）
こころの絆創膏
キャンペーン

その都度 その都度

ランチ会 ６(木) １０(木） ７(木） ７（木） ４(木） 11:30～ 嘉文栄本店

ウォーキング
休み

(25日忘年
会）

猪子石神社
（名東区）

平針農業セ
ンター（梅林）

うぬまの森
（鵜沼）
マンサク

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

グランドG
10月以降　9
時～約2H

田辺陸上競
技場

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

和やか鯱城

休み 豊川稲荷
初詣とランチ
会　23（水）

クラッシックコン
サート＆ランチ
27（水）
宗次ホール

和やか鯱城報
告会とランチ会
27（水)

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

3２期生区会
説明会

32期生瑞穂
鯱城会入会
受付

その都度 その都度

会
　
議

毎月　第一・第三　日曜日

＊＊毎月　2回の金曜日（不特定）＊＊

　　　　平成30年12月～平成31年4月　　　　　行事予定表

実　　施　　予　　定　　日
時　間 場　所

＊＊毎月　第2土曜13:30～　　第3金曜9:30～＊＊

１０団体　詳細は会報８１号１５頁を参照ください

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

＊＊月曜日　第一月曜日を除く月３回＊＊

＊＊毎週金曜日＊＊

＊毎週　火曜日＆水曜日＊（但し、小中学校の冬休み期間はお休み）


