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表紙の写真
山崎川の桜越しにパロマ瑞穂スタジアムのスタンドを望む
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裏表紙

30 周年記念行事を迎えて
30 周年記念行事実行委員長
29 期 白木隆
皆様 30 周年おめでとうございます。
瑞穂鯱城 30 周年の歴史は、本誌でいろいろ語られると思うので、私からは、
30 周年記念行事の検討経緯を紹介いたします。
3 年前、私達 29 期が瑞穂鯱城会の執行部をまかされたときに、28 期執行部か
らの引き継ぎ事項のひとつに 2020 年に瑞穂鯱城会が 30 年目を迎えるので、30
周年の行事をそろそろ考えておいた方が良いとの示唆がありました。しかし、
現実には日々の活動で手がいっぱいで、具体的な検討には、入れませんでした。
そこで、2 年前、30 期が執行部になった時、29 期を中心として、30 期がフォ
ローするというかたちで、
「30 周年記念行事準備委員会」を発足し検討を開始し
ました。
昨年秋には、瑞穂文化小劇場で、総会・記念式典同時開催、併せて記念講演・
オカリナと民謡のアトラクション、終了後に懇親会という骨子ができました。
また全会員に 30 周年記念誌と記念品としてクッキーを配布することも決定しま
した。
1 年前の 4 月に「30 周年記念行事実行委員会」に引き継ぐ予定でしたが、30
期の執行部が留任することとなり、
「準備委員会」メンバーがほぼそのまま「実
行委員会」メンバーとなって準備にあたり現在に至りました。
この間、22 期宝角さんからは、20 周年記念の経験に基づく助言や、28 期田中
さんからは、記念講演の講師えらびなどで大変お世話になりました。また 29 期・
30 期の委員の皆さん全員の努力にも心から感謝いたします。
今回の 30 周年を機に、来し方を振り返るとともに、新役員のもと瑞穂鯱城会
がますます発展することを祈念しております。
誠に残念ながら、新型コロナウイルス感染の状況に鑑み、3 月 13 日の臨時役
員会に於いて、4 月 14 日の総会・30 周年記念式典・懇親会を中止し、30 周年
記念誌と記念品は全会員に配布することとなりました。
記念誌に掲載した、記念式典次第や記念行事のプログラムは、予定していた
記録として、そのまま残すこととしました。皆様のご理解のほど、よろしくお
願い申し上げます。

－３－

３０ 周 年 記 念 式 典 式 次 第
開式の辞

３０周年記念行事実行委員長

白木

挨

瑞穂鯱城会３０・３１期会長

内山 郁夫

拶

来賓祝辞

隆

瑞穂区長
瑞穂社会福祉協議会事務局長
高年大学鯱城学園 副学長
鯱城会 会長

来賓紹介

各区鯱城会会長

《 瑞穂鯱城会３０年の歴史 》
（ パワーポイント ）

【 記念講演 】
演 題

「加齢は華麗なお年頃～いつまでも若く元気にハツラツと」

講 師

小堀 勝啓

【 アトラクション 】
オカリナ

演 奏

2９期オカリナクラブ

民

演 奏

鯱城民謡クラブ同好会

謡

閉会の辞

瑞穂鯱城会会長

松井 正幸
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【 記念講演 】
演題と内容

☆「加齢は華麗なお年頃～
いつまでも若く元気にハツラツと」☆

人生 100 年時代と言われるようになりました。
時代劇では「人生五十年」が決まり文句、僕の生まれた 1950 年（昭和 25 年）の平均寿命でさえ
男女とも 60 歳そこそこ。それから思うと日本人の長寿化は急速です。
わたくし小堀も今年で 70 歳。あっという間に古希を迎えるんですから時の流れは速いものです。
そしてこの年になっても、まだまだ知らないことが多いものだなぁと実感しています。
知らないことが多いのは、学ぶ楽しさがたくさんあるということ。いろんなことに興味を持って、
楽しく明るい毎日を過ごしていきましょう。
しかしそれも健康であればこそ。
長いアナウンサー生活でたくさんの芸能人と接し、そのキラキラ輝く姿勢から学んだ「若さと元気
の秘訣」を、同じ瑞穂区民の一人として、今日はいっぱい皆さんにお裾分けしたいと思います。

こ ぼりかつひろ

小 堀 勝 啓 プロフィール（2020・4 月 1 日現在）
☆フリーアナウンサー・エッセイスト・元 CBC。
☆日本ペンクラブ会員。1950 年 6 月 26 日生まれ（69 歳）
☆北海道帯広市出身（北海道とかち観光大使）
☆2016 年グッドエイジャー賞（日本メンズファッション協会より）
☆現在の担当番組
＊『小堀勝啓の新栄トークジャンボリー』
（日曜 7:00～11:40）
＊『燃えよ研究の志士たち』
（日曜 11:40～11:55）
＊「文化楽々」
（毎月第 1 金曜日 5：20~）
いずれも CBC ラジオ担当。
＊過去にラジオ「小堀勝啓のわ！WIDE」
、TV「ミックスパイください」など担当。
著書
①「とにかく名古屋がパラダイス」
（海越出版社）
②「パラダイスカフェ」
（名古屋流行発信）
③「パラダイスカフェⅡ」
（名古屋流行発信）
④「パラダイスカフェ赤版」
（名古屋流行発信）
⑤「パラダイスカフェ青版」
（名古屋流行発信）
⑥「脱線アジャパ―王国ニッポン」
（TIS 出版）
⑦「幸せを声にのせて」
（桜山社）など。
他、現在『とうかい食べあるき』
、
『月刊なごや』
（北白川書房）にエッセイ連載中。
☆趣味
料理、音楽（KOBORI-BAND でレコード、CD 制作、思いついたように不定期で LIVE 活動、
キャッチフレーズは「活動せずとも解散せず」
）
、家族との旅行、観劇、映画鑑賞など楽
しいこと全般。
☆家族
妻と愛犬

－１４－

【 アトラクション 】
２９期オカリナ同好会
30 周年おめでとうございます。本日は、お招きいただきありがとうございます。
私達は、全員鯱城学園 29 期オカリナクラブの OB です。皆で助け合いながら一生懸命練習に励ん
でおります。認知症予防にもなり、健康のためオカリナを楽しんでいます。最近は難しい曲にも
挑戦し合奏できるようになりました。ではお聞きください。
( 曲 目 ) ① 少年時代 ② 宇宙戦艦ヤマト ③ おぼろ月夜（皆さん歌って下さい）
④ 浜辺の歌（皆さん歌って下さい）

＜ 歌詞 ＞
おぼろ月夜

浜辺の歌

菜の花畠（ばたけ）に 入り日薄れ
見わたす山の端（は） 霞（かすみ）ふかし
春風そよふく
空を見れば
夕月（ゆうづき）かかりて におい淡（あわ）
し
里わの火影（ほかげ）も
田中の小路（こみち）を
蛙（かわず）のなくねも
さながら霞（かす）める

森の色も
たどる人も
かねの音も
朧（おぼろ）月夜

あした浜辺を
昔のことぞ
風の音よ
寄する波も

さまよえば
忍ばるる
雲のさまよ
貝の色も

ゆうべ浜辺を
昔のことぞ
寄する波よ
月の色も

もとおれば
忍ばるる
返す波よ
星の影も

鯱城民謡クラブ同好会
私達鯱城民謡クラブ同好会は現在 10 期から 32 期までの卒業生 100 名で、毎週木曜日 9：30～
11：30 踊と唄を交互に、金山の音楽プラザで楽しく学んでいます。
大きなイベントは、秋に中川文化小劇場での発表会、鯱城学園での OB 文化祭出演、そして小
グループで民謡まつりに参加したり、老人ホーム等にボランティアに出かけたり、名古屋城夏祭
りに参加したりして楽しんでいます。
学園の民謡クラブが廃部になってしまい、新しい会員が増えなくなりとても淋しい現状です。
民謡の踊り、唄に興味をお持ちの方いつでも入会受け付け致します。どうぞ鯱城民謡クラブ同
好会に入会して頂き、楽しい時間を一緒に過ごしましょう。
30 期 坂本ツギエ

－１５－

瑞穂鯱城会３０周年を迎えるに当たって思うこと

30 周年記念に寄せて、

～あっという間の１０年～
２２期

宝角

茂

瑞穂鯱城会が創立３０周年を迎えることができ、会員の一人として大変嬉
しく思います。心よりお祝い申し上げます。今日あるのは歴代役員の方々の
ご努力はもとより、会員の皆様の自発的なご協力に支えられ、今に続いてい
ることと思います。今日まで３０年間受け継がれている「鯱城愛」がこれか
ら先も続きますように祈念致します。
私は平成２１年に瑞穂鯱城会に入会、翌平成２２年に瑞穂鯱城会が２０周
年に当たり、この節目に瑞穂公園陸上競技場南にヒガンザクラの記念植樹を
挙行しました。あれから１０年、あっという間の１０年、たった１０年でこ
んな世の中になるなんて想像も出来なかった。近頃は多様な世の中の変わっ
て行くものに戸惑うばかりです。
この１０年、東日本大震災・名古屋市の事業仕分け（高年大学は廃止の判
定であったが、関係者の請願で存続することになった。）
・情報技術の発展・
効率優先・自分ファースト・フェイクニュース・忖度・高年大学入学希望者
の激減・鯱城会入会者の減少等々世の中の様々なものが分岐点に立っている
のではないかと感じる。これから東京オリンピック、イギリスの EU 離脱、
気候変動、いつ起きるか分からない南海トラフ巨大地震などいろいろある。
また AI・スマホの進化とともに人間の考える力や倫理観が消失している。
人生１００年時代の瑞穂鯱城会・高年大学鯱城学園には設立の理念「地域
社会に貢献・生きがいづくり」を軸にして、令和の新しい風を期待したい。
明日は久し振りに、ふれあいサロン「鯱城の家・いばしょ」へ出掛けようか。
令和２年 立春

－１６－

「みずほ会」
１５期

中原擴

鯱城学園を卒業し、「みずほ会」へ入ったのは平成１４年。もう１８年前
になる。
当時の会員数１１５名。１期からの先輩が居り、化石の様だと感じたが、
今では私が化石になってしまった。
「みずほ会」の最初の集まりへ行くと、役員をやらされるらしいと、聞い
ていた。どうせやるなら、最初から、「会計・総務を！」と手をあげる。と
ころが、会長予定の首藤さんの身体の具合が悪く、私に、次期会長候補の「幹
事長」が回ってきてしまったので、仕方なく引き受けた。
前任、１４期会長の渡辺一彦さんは意欲的に、会の発展・振興を図った。
① それ以前は、役員会が終わると、即、解散だったが、折角の機会だか
らと、役員の懇親会をセット。
② 同好会は全くなかったが、新しく作ろうと、先ずランチ会から開始。
その後、沢山の同好会が出来た。
（私は、社交ダンスや尺八が忙しいの
で、同好会には積極的でなかった）
③ その後も総会の度に何かと発言した。
渡辺さんは、役員会資料をパソコンで作っており、当時ワープロだった
私も、急遽パソコンを購入し、試行錯誤と苦労したが、それが今では役に
立っている。
私が会長の時は、「１年間過ごせば交代できる」と、兎に角、前例踏襲
を心がけて、夢中で過ごした。お陰で、楽しく過ごし、沢山の方のお世話に
なり、友人が出来た。
この「みずほ会」が「瑞穂鯱城会」になったのは平成１８年。

－１７－

2005 年 5 月誕生・只今 15 歳
同好会「みずほウォーキングクラブ」
17 期 高木 正雄
私は 2004 年 4 月に区会「鯱城学園みずほ会」に入会した。当時の「みずほ会」同好会は
「習字クラブ」と「街路樹愛護会」
、そして現ランチ会のルーツである「呑み会」の三つが有った。
そして同年秋、当時各地域に浸透し始めていた人気の「健康体操教室」が宮田副会長(16 期)の
ご尽力により 4 番目の同好会として発足した。
翌 2005 年、私はみずほ会の会長を拝命し、諸々の機構改革に取組む事になるのであるが、
私は当時の区会の活性化には同好会の存在が不可欠と思って居たので、迷う事なく同年 5 月に
5 番目の同好会「ウォーキングクラブ」を立ち上げた。
私は若い時から山の魅力に取りつかれ野山を「歩き」回っていたので、迷わず同好会の中身は
「歩こう会」とした。
「誰でも参加できる」
「特別の用具が要らない」そして「健康増進の有酸素運動が気軽にできる」
シルバー世代には歩く会がピッタリと思ったので有る。この同好会は私が世話人から退いた後も
後輩世話人のリレーで現在も多くのメンバーを有し、活動日も発足時の「第 3 木曜日」が今も受
け継がれて、活発なのが大変嬉しい。
以上

－１８－

瑞穗鯱城会の思い出

26 期 久保洋之

お世話役をしたのは 7 年前になる。思いもかけない幾つかの失敗もあった。その一
つに学園共催の地区説明会日に新年会を企画してしまった事である。間近になって分
り仲間と打合せ結果、地区説明会には総務委員長と二人だけで出席した。当日早めに
現れた学生にも受付けや配付物などを協力して貰い何とか説明会を終えて新年会場の
ツァ・ディーレに大部遅れて到着した。新年会
の方は行事委員長他が協力してアトラクショ
ンのジャズバンドや酒宴で盛り上がっていた。
従って新年の挨拶は地区説明会の報告になっ
てしまった。
もうひとつの忘れ難い事は 27 期への引継ぎ
である。男性の殆どが辞めてしまう中で、総務
委員長を引き受けてくれた女性を中心に何度
も話し合った。結果、会長以外の各委員長は全て
女性で組閣出来たが仲間を説得して戴いた総務委員長には今でも感謝している。
30 周年を迎え時代毎に凝縮された苦労を感じながら一員でいられる事が嬉しい。

瑞穂鯱城会との出会い

２９期 小川正行

平成２８年３月高年大学鯱城学園を卒業後、地元である瑞穂区での出会いを求めて
何の疑問を持たず地区の瑞穂鯱城会に入会しました。そして、瑞穂鯱城会とのかかわ
りが大きく変ったのは翌年でした。そこには、三つの出来事がありました。
その１ 広報の役員となり前委員長から永年保存の「鯱城会便り」創刊号から最新号
迄を引き継ぎ、じっくり読み直してみた。歴代の広報委員長の広報誌に対する
努力と苦労を目のあたりにしたことから、広報として鯱城会の多くの行事に積極
的に参加すると決意した。その結果、多くの会員の方々と知り合いになれたこと。
その２ 広報誌作成の過程で、同期である２９期の仲間に随分助けられたこと。
その３ 「 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 」といったキャ
ッチフレーズに惹かれて「ランチ会」に参加しました。そこには、全然顔も知ら
な
かった先輩の方々との未知の出会いがあったこと。それ以来、毎月１回のランチ
会での出会いが生活の一部となってしまったこと。
この３つの体験が、私にとっての瑞穂鯱城会活動の原点となっております。
瑞穂鯱城会３０年の歴史の中のたった４年という短い経験ではありますが、私にと
っては貴重な体験となりました。これからしばらくは「ランチ会」と「２９期の会」
との仲間のかかわりを大切にしながら、瑞穂鯱城会の活動に身を任せていきたいと思
っております。

－１９－

30 周年を振り返る

30 期 内山郁夫

瑞穂鯱城会は、平成 2 年 5 月 9 日 3 期生有志 9 名が 1・2 期生に呼びかけ 27 名の
会員で、16 区鯱城会の 5 番目の「鯱城学園みずほ会」を発足。平成 17 年度「瑞穂鯱
城会」と名称を変え現在に至っています。 現在、
「会員相互の親睦」を叶えるために
13 の同好会をつくり、平成 7 年「みずほ会便り」を発刊、第 45 号より「瑞穂鯱城会
便り」と名称を変え 85 号まで発刊しています。行事の一泊旅行は参加者を募る苦労か
ら他区鯱城会は廃止していますが、平成 17 年より 15 年間続いています。また、趣味
の作品展は、平成 8 年 瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」で第 1 回を開催。平成 19 年 第
12 回から令和元年の第 24 回まで名古屋市博物館で開催してきました。
一方、
「社会福祉の増進に寄与するボランティア活動」は、街路樹愛護会は平成 7
年 6 月より、瑞穂公園清掃は平成 18 年 8 月から、在宅 S/C は平成 20 年 4 月から、総
合リハビリセンターは平成 21 年 7 月より始め、堀川や鶴舞のクリーンキャンペーン、
ウイメンズマラソンのコース沿道整理に参加など、多くのボランティア活動を続け、
表彰も受けています。
このように、高齢者の集まりである瑞穂鯱城会は、身の丈にあった活動を続け 30
年を迎えたこと、先輩諸氏の努力、また関係諸団体のご支援と温かい激励の賜物と深
く感謝いたします。

－２０－

「瑞穂鯱城会」の歩み
年 度

会

長 名

会員数

H

2

平子 正保

H

3

平子 正保

H

4

平子 正保

H

5

鬼頭 鋹男

H

6

服部 郁夫（期中辞任）

27

主な行事 その他
平成 2 年 5 月 9 日発足

「鯱城学園みずほ会」

H8 年 3 月みずほ会便り６号から

17 年度会長

高木

正雄氏の資料より会長職のみ記載する

佐藤 謙三
H

H

H

7

8

9

鈴木 清次

鈴木 清次

上田 雄作

68

72

79

H.7.6.25. 瑞穂通第四街路樹特定愛護会設立
H.7.3.23 みずほ会便り発行
＊第１回趣味の作品展(10/24～25)

5/17 大須演芸場観劇会

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

9/25~26 一泊旅行

出展者 34 名

二村 平一

97

作品 57 点

（ビラ・マリーン南知多）

＊第 2 回趣味の作品展(10/27～28)

5/16 「海上の森」研修見学

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

7/16~17 一泊旅行

出展者 24 名

H 10

大須演芸場観劇会・日帰り旅行

作品 29 点

（かんぽの宿恵那）

＊第 3 回趣味の作品展(10/27～28)

6/24 大須演芸場観劇会

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

9/20

出展者 18 名

11/ 7 中電川越火力発電所見学

作品 46 点

ヒマラヤ美術館

H.11.8.15. 豊岡通南第二街路樹特定愛護会設立

H 11

亀嶋

喬

100

＊第 4 回趣味の作品展(10/27～28)

6/29 大須演芸場観劇会

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

8/27 自衛隊とアサヒビール見学

出展者 35 名

11/11

作品 65 点

南知多天然温泉（海山館）

H.12.6.1. 東郊線第一街路樹特定愛護会設立

H 12

三邨 昭造

102

＊第 5 回趣味の作品展(10/26～27)

4/11

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

6/20 大須演芸場観劇会

出展者 34 名

9/26 知立神社の歴史探訪

作品 66 点

桶狭間古戦場・高徳院探訪

10/12~13 一泊旅行 三重県鳥羽
11/21 「松平郷」バスの旅

H 13

鬼頭 敏雄

111

＊第６回趣味の作品展(10/18～19)

5/30 大須演芸場観劇会

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

7/13 中日新聞社見学

出展者 36 名

12/11 大同特殊鋼（株）

作品 6 点

知多工場見学

－２１－

H 14

渡邊 一彦

115

＊第 7 回趣味の作品展(10/18～19)

6/21 大須演芸場観劇会

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

7/19

出展者 35 名

11/21 裁判所 見学

作品 65 点

2/ 4
平成 15 年 4 月 10 日

ASAHI ビール守山工場見学

新年懇親会

美浜町野間

区会解散→鯱城会設立

H.15.5.1. 弥富通三丁目北街路樹特定愛護会設立
H 15

中原

擴

126

＊第 8 回趣味の作品展(10/21～22)

5/20 大須演芸場観劇会

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

9/10 キリンビール工場見学

出展者 40 名

11/17 赤津雲興寺・岩屋堂

作品 86 点

紅葉狩り

H 16

木村 俊男

134

＊第 9 回趣味の作品展(10/26～27)

5/27 大須演芸場観劇会

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

7/ 9 中部国際空港・東邦ガス見学

出展者 31 名

9/15 日本銀行見学・食事会

作品 52 点

11/25 くすり博物館・淡水魚水族館
3/9 守山駐屯地・アサヒビール見学
「鯱城学園みずほ会」を「瑞穂鯱城会」と名称変更
H.17.9.27. 豊岡通北第二街路樹特定愛護会設立

H 17

高木 正雄

138

＊第 10 回趣味の作品展(8/30～31)

5/10 名古屋市議会と

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

11/ 6～7

出展者 34 名

H 18

水谷

弘

142

作品 59 点

中部電力名城変電所見学

一泊旅行

湖東三山と芦原温泉

＊第 11 回趣味の作品展(8/30～31)

5/10 法廷傍聴（地方裁判所）

瑞穂郵便局「ゆうゆう広場」にて

11/28～29

出展者 39 名

富士山を望む湖畔リゾートの旅

作品 51 点

一泊旅行

3/15 近江八幡の町並み
H.19.2.5. 瑞穂通第五

H19.3.7. 瑞穂通第六

H.19.6.6. 郡道（瑞穂）H19.6.1
H 19

鳥居 久人

155

＊第 12 回趣味の作品展(8/30～9/2)
名古屋市博物館 3F ギャラリー
出展者 46 名

H 20

今枝 幸一

179

作品 113 点

山下通第一

街路樹愛護会設立

11/27～28 一泊旅行
白骨温泉

3/18 仏像彫刻美術館（京都）

＊第 13 回趣味の作品展(10/22～29)

5/23 名古屋地方気象台見学

名古屋市博物館３F ギャラリー

7/29 名古屋港見学

出展者 54 名

11/27～28 一泊旅行 和倉温泉

作品 110 点

3/10 佐川美術館と湖南三山見学

H 21

平成 21 年 4 月 1 日

加藤 利光
190

会則改定

委員会制度を設ける（12 条）

＊第 14 回趣味の作品展(9/1～6)

5/14 御園座舞台裏見学とランチ会

名古屋市博物館 3F ギャラリー

10/ 7 御園座観劇会

出展者 61 名

11/ 9～10 一泊旅行長野大町温泉

作 10 点

3/ 9 静岡方面バス日帰り旅行

－２２－

平成 22.12.1. 瑞穂鯱城会 20 周年記念植樹（瑞穂公園）
＊第 15 回趣味の作品展（8/31～9/5） 5/28

H22

宝角

茂

201

鈴蘭南座観劇会

名古屋市博物館 3F ギャラリー

7/22

出展者 85 名、作品 124 点

10/28

犬山

昼鵜飼

内藤薬博物館・各務原
航空博物館キリンビ
ール工場見学

2/21~2
鯱城会入会金 1,000 円

H23

平岩 保代

197

年会費

300 円に改訂

5/26 天然温泉と大衆演劇
8/26 郡上八幡と城下町（50 名）

＊第 16 回趣味の作品展（11/15~20） 10/15
中・昭和・熱田との 4 区合同開催
出展者数 65 名、作品 111 点

一泊、伊豆河津桜

第 1 回鯱城会

クリーンキャンペーン実施
12/10

名古屋市科学館見学

2/27～28 一泊、姫路城山陽探訪

H24

鈴木 省吾

208

＊会員数が初めて 200 名を超えた。

5/23

名古屋いいとこ巡り

＊第 17 回趣味の作品展 （11/6~11）

7/14

ALL 鯱城堀川清掃

名古屋市博物館 3Ｆ

7/27

出展者数 63 名、作品 104 点

10/6 鶴舞公園クリーンキャンペ

白川郷日帰り

ーン
11/28~29 一泊、山梨県

H25

長谷川 博

218

★26 年度以降学園存続決定

カラオケ同好会 発足

★名古屋市交通局長より、新瑞橋

9/18 クリ拾い
11/25~26 一泊、北陸路

バスターミナル清掃活動に感謝状
授与（1/27）される。
＊第 18 回趣味の作品展(10/24~11/4 )

1/15 新年懇親会（60 名）
1/17

27 期生向け区会活動

名古屋市博物館 3F
出展者 52 名

説明会実施

作品 78 点

＊新瑞橋 BT の清掃ボラを当会の
正式活動行事に決定。

H26

久保 洋之

226

★名古屋市交通局長より、新瑞橋

瑞穂パソコン会発足

バスターミナル清掃活動に感謝状

5/14 科学館プラネタリウム

授与（1/29）される。
＊第 19 回趣味の作品展(10/15～19 )

6/26 第 1 回講演会
7/17 上高地日帰り

名古屋市博物館 3F

10/4 鯱城鶴舞公園ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

出展者 69 名

11/10

作品 117 点

第 2 回講演会

12/5
第 3 回講演会
12/8~9 一泊,富岡製糸場、軽井沢
1/1628 期生区会説明,新年懇親会

H27

酒井 清夫

225

★名古屋市交通局長より、新瑞橋

3/4
5/14

第 4 回講演会
熱田神宮の森散策

バスターミナル清掃活動に感謝状

9/7

第 1 回講演会

授与（1/28）される。
＊第 20 回趣味の作品展(10/20～ 25)

名古屋市博物館 3F
出展者 72 名

作品 116 点

10/3 鶴舞公園ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
11/7 鯱城堀川ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
11/9~10 一泊、能登の里山里海
1/14 新年懇親会（62 名）

1/17
2/8

－２３－

29 期生区会説明会
大須演芸場

H28

田中 重英

228

★名古屋市交通局長より、新瑞橋
バスターミナル清掃活動に感謝状
授与（1/26）される。
＊第２１回趣味の作品展(10/12～16 )

名古屋市博物館 3F
出展者 70 名

H29

白木

隆

233

作品 98 点

★名古屋市交通局長より、新瑞橋
バスターミナル清掃活動に感謝状
授与（1/26）される。
＊第２２回趣味の作品展(10/11～15)

名古屋市博物館 3F
出展者 75 名

H30

内山 郁夫

230

作品 104 点

★名古屋市交通局長より、新瑞橋
バスターミナル清掃活動に感謝状
授与（1/31）される。
＊第２3 回趣味の作品展(10/10～14)

208

7/6 京都伏見バス旅行
8/22 第 1 回講演会
10/8 鯱城鶴舞公園ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
11/5 鯱城堀川ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
11/7・8 一泊「戸倉上山田温泉」
1/13 新春懇親会（69 名）
1/27 30 期生区会説明会
5/8 名古屋いいとこ巡り「大須演芸
場」
7/6 第 1 回講演会
11/4 鯱城堀川ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
11/6・7 一泊「淡路島・洲本温泉と
神戸・異人館、南京町散策
の旅」
1/12 新年懇親会（67 名）
1/26 31 期生区会説明会
5/17 第 1 回 講演会「防災体験とお
話し」
6/14 うなパイファクトリー・浜松楽
器博物館・浜松航空自衛隊
7/10 名古屋いいとこ巡り「名古屋港

出展者 60 名

水族館」
11/10 鯱城堀川ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
11/7・8 一泊「富士の裾野と甲府盆
地を巡る旅」
1/18 新年懇親会（53 名）
1/25 32 期生区会説明会
6/10 名古屋いいとこ巡り「名古屋城

作品 90 点

事業団より散歩同行ボランティア
に感謝状授与（10/26）される。

内山 郁夫

植物園散策」

名古屋市博物館 3F

＊名古屋市総合リハビリテーション

Ｒ元

5/18 名古屋いいとこ巡り「東山動

★名古屋市交通局長より、新瑞橋
バスターミナル清掃活動に感謝状
授与（1/28）される。
＊第２4 回趣味の作品展(10/16～20)

名古屋市博物館 3F
出展者 59 名+2 名

作品 95 点

本丸御殿」
8/5 第 1 回講演会 「認知症予防」
9/24 名古屋いいとこ巡り
「瑞穂区史跡散策」
11/2 鯱城堀川ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
11/17・18 一泊「北陸の旅」
1/15 新年懇親会（５６名）
1/24 33 期生区会説明会

訃報のお知らせ
中川 龍之介 様 １１期 文化Ｂ学科 井戸田学区
令和２年３月１６日 ご逝去されました。享年９１歳でした。
ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

－２４－

瑞 穂 鯱 城 会

同 好 会 一 覧

No

名 称

活動 内容

世 話人

開催日/場所

1

街路樹
愛護
連合会

ボランテイア活動の一環として、瑞穂
公園の清掃美化をはじめ、主要街路
歩道１０地区の清掃活動。

加藤 正夫
(17 期)

10 団体毎で

2

書道
同好会

書道の好きな仲間と楽しくお稽古しま
しょう。

小塩 紀夫
(30 期)

3

ランチ会

予約も不要、都合の良い人が好きなも
のを食べ、好きなだけ飲み、仲間と歓
談する場です。

小川 正行
(29 期)

4

麻雀
同好会

認知症予防、仲間と懇親も兼ねて参
加ください。

板倉 重之
(26 期)

みんなで元気に歩き、語らい、食事を
する、そんな楽しい会です。

宝角 茂
(22 期)

ウオー

5

キング
クラブ

6

7

8

カラオケ

同好会
グランド
ゴルフ

和やか
鯱城
瑞穂

9

パソコン

同好会
10

11

12

囲碁
同好会
う

た ご え

友多互愛

なごやか

水彩

上手な人は勿論下手な人、自信のな
い人ほど歓迎します。仲間と歌い楽し
みましょう。
ルールが簡単で誰でもが、すぐ取り組
めます。年 1 回鯱城会にて競技大会
があります。
会員同士でアイデイアを出しての物
作り･旅行･芝居･コンサート鑑賞など
楽しみながら親交。

吉田 禎男
(24 期)

無料

日時･場所設定
第 2･第 4 金曜
１3：30～15：30
瑞穂穂在宅 S/C

費

入会金なし
月４００円

第 1 木曜日

入会･年会費なし

嘉文栄本店

参加時各自払い

第 4 火曜日

入会･年会費無料

10：30～17：00

参加時

東風荘(名駅)

1,150 円/回

第 3 木曜日
はがきで案内

第一火曜日
13:00～16：00
ＪoyＪoy 新瑞橋

入会費無料
会費 800 円/年

(通信費)
入会費無料
参加時 400 円/回

杉浦 成海
(26 期)

毎週火･水曜

入会費 1,000 円

午前中 2 時間

会費

知久 孝
(２８期)

月1回
その都度

会員相互の研鑽と認知症予防のため
に楽しく活動します。

吉川 和男
(25 期)

棋上の向上と相互の親睦を図って囲
碁愛好会の会、希望者には指導もし
てもらえます。

立松 雄作
(19 期)

デイサービスを訪問し唄い、笑い、踊
るボランテイア活動、自分の元気をお
裾分け。

服部 義明
(26 期)

水彩画の造詣の深い人をリーダーに
日帰りスケッチや教室での習作に楽し
く励んでいます。

市川 敦彦
(28 期)

－２５－

会

瑞穂公園内

第 2 土曜・第 3 金曜

13：30～16：00
瑞穂在宅 S/C

1,000 円/年
入会費無料
会費 800 円/年
その都度清算
年会費 2,000 円
参加時
200 円/回

毎週金曜日
9：00～12：00

無料

瑞穂区福祉会館

その都度
第 1･3 週

無料
入会･年会費無料

13:30～16：00

参加時 200 円/回

総合リハビリＣ

材料費 1,000 円/年

２０周年記念植樹の桜
（ パロマ瑞穂スタジアム南 ）

