
【一年を振り返って】 前会長 30 期 内山 郁夫

30 期の皆さん全員が、大変な役員を 2期 2年間就いてサポートして頂き、31 ・ 32 期の協力

をえて、役員制度の改革、行事・ボランティア活動など、微力ながら新しい感覚で変革を実践し、

1 年間大過なく進められたと思っております。

ただ新型コロナウイルス感染拡大の影響で、28期・29期の協力委員を中心に2年間企画・準備

してきた 30 周年記念式典、また同時開催の総会を中止せざるを得なかったことは残念でした。

新年度から若い期の皆さんにバトンタッチします。

昨今、入会者が減少しています。斬新で進歩的な運営が期待されています。

区会の益々の発展をお祈り申し上げるとともに、ご指導・ご協力頂いた役員、諸先輩の皆さまに

心から厚く御礼申し上げます。
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会 長 31 期 松井 正幸

新役員のご承認ありがとうございます。

令和２年度瑞穂鯱城会会長に就任いたしました 31 期の松井です。

30 周年という節目の年を迎えて、私たち役員は快適な瑞穂鯱城会づくりを目指しておりましたが、

新型コロナウィルスの感染で、地球規模のパニックに陥ってしまい 30 周年記念式典と総会を中止

するという予想もしなかった 2年度の幕開けとなりました。

今年度33期の新入会員は７名で、近年加入会員の減少は１６区全体の共通の問題として捉えら

れております。しかし今年の瑞穂鯱城会の加入率は52％ですが、これがなんと16区中トップとは驚

きです。瑞穂鯱城会は 31 期 5 名と 32 期７名の役員構成で、人数的には弱体の感はありますが、

今まで以上に皆様に満足いただける活動を展開していきたいと思っております。

また、同好会は 12 を擁して、会員総数 200 名の組織で船出を致します。

役員と協力員全員で緊密に連携を取りながら状況に応じた対応と活動の見直しを含め勇気をも

って変えるべきところは変え、会員がより一層生きがいを感じられる瑞穂鯱城会にしたいと思います。

過去長きにわたって組織が維持継続されてきましたのは、言うまでもなく多くの諸先輩の努力のお

陰と心から感謝いたします。

自分の好きな同好会に所属して人の輪を広げ、身体を動かして頭を使い、活動に参加すること

でボケ防止にこころがけ、元気で長生きしましょう。

総務・会計副委員長 32 期 上本 規義

早いもので瑞穂鯱城会に入会して一年がたちました。この間特定の委員会に属した訳ではあり

ませんが、運営員会・役員会には出来るだけ参加して欲しいと言われ、他のボランティア活動も含

め、可能な範囲で参加しました。

やはり役員・幹事・委員の積極的な参加で活動が成り立っている部分が多く大変だと感じました。

年々新入会員が減る傾向にある昨今、本部業務のスリム化・簡素化を推進したいと思っています。

年度早々、新コロナウィルス感染問題から難しい運営状況にあります。

今年 1 年、力不足ではありますが役割の習得を進めながら、少しでも総務委員長の支えとなれるよ

う努めてまいりたいと考えております。

行事副委員長 32 期 田甫 正治

入会して早一年が経ち美術専攻のOB会・パソコンペイントクラブのOB会・瑞穂鯱城会と今まで

に比べると、少々忙しくはなりましたが、どうにか出来てきましたので、これからも継続が出来るかな

と実感しております。

これは鯱城会の会則が変わり、二年目から役員に付くことが、大きな要因かとも思っています。

瑞穂鯱城会の行事として、今年度は 7 回ほど予定しておりますが、参加して良かったと思って頂け

る企画にしたいと思います。

まだまだ不慣れな為、皆様の温かいご支援とご協力を頂きながら実行していきたいと思います。

皆様の御参加をお待ちしております、これからもどうぞ宜しくお願い致します。

小川 幸一さんにエール
本来なら、フォトギャラリーのスペースは小川さん本人の投稿記事のはずでしたが、思いがけないＬＩＮＥ

の連絡で 2月初めに検査入院との事、その後闘病生活に入り、3 月末に完治療養に専念するために退会

の申し出がありました。

広報委員会での彼の「鯱城学園でのクラス卒業アルバムの編集は自分が一人纏めたので趣味の作品展

の編集はできます」との言葉で、小生は笑顔とガタイ的に最強の彼を大いに信頼し、期待をしていました。

また、完治の時は広報で是非とも、実力を発揮してください。 （記 広報委員長 宮田 岩男）
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新役員の挨拶



ボランティア副委員長 32 期 中村 吉雄

私は昨年の１月までボランティアには全く関わった事も無く、無関心で興味も有りませんでした。

ところが嫁さんより、名古屋市が介護ボランティア資格の研修(2 日間)を募集しているので、一緒に

応募しょうと誘われ、嫌々付き合う事になり、研修に参加し資格をとりました。

近くの「デイサービスあおぞら」さんを紹介され昨年の 2月より月 1回のペースで、10 時～12 時ま

でボランティアとして訪問する事になりました。

利用者の中で全盲の人と色々話している内に、部署は違うものの、元勤務先が私と同じ会社(日

本特殊陶業)の先輩で有る事が分かり、急に意気投合し、それ以来筋トレやマッサージのマシーン

使用時の付き添い、話し相手等をするようになり親密度も増して、終了後は清々しい気分を味わえ

るようになりました。

そんな経験から、ごく自然にボランティア係を担当することになりました。ボランティアとしての社

会奉仕活動が、自分の喜びにつながる事を、少しでも多くの人に知ってもらいたいと思っています

ので、ご協力の程宜しくお願いします。

鯱城会 幹事 32 期 星野 旭

昨年度は何も分からぬままブロック委員として、配布物を 6名の近くの会員にお配りすることに

専心して終わりましたが、今年度は鯱城会の幹事をお引き受けする事になりました。

同期入会の方々にご心配をしていただき、活動できる時間があまり取れない私には、鯱城会担当

が一番相応しいとのアドバイスがありました。

パソコンもできず人生経験も乏しいので、お役に立てるのか不安を感じておりますが、全力を尽く

して頑張りたいと思っております。

シニアクラブ運営と、旅行を始めとする趣味と、この瑞穂鯱城会の手伝いなど、主な三つの活

動をバランスを考えて効率よく、日々を充実させていきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

令和 2 年新年懇親会、詳しくはスマホで瑞穂鯱城会ホームページをご覧ください。
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フォト ギャラリー

令和 2 年新年懇親会 2020.1.15 木曽路瓦町店にて



協力員

(同好会)
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29 期 小川 正行（ランチ会）

22 期 宝角 茂(ウｫーキング）

30 期 小塩 紀夫（書道）

14 期 立松 雄作(囲碁）

26 期 板倉 重之（麻雀）

26 期 杉浦 成海（グランド G）

24 期 吉田 禎男（カラオケ）

28 期 知久 孝 （和やか鯱城)

26 期 服部 義明（友多互愛）

25 期 吉川 和男（パソコン）

28期 市川 敦彦（なごやか水彩）

17 期 加藤 正夫(街路樹愛護会）

30期 内山 郁夫（前年度会長)

30 期 北川 健一（総務･会計）

30 期 小川 健ニ(広報）

30 期 鈴木 基夫（行事）

30 期 小塩 紀夫（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）

31 期松井 正幸

31期宮田 岩男 31期大塚 冴子 31期関根 弘子 32 期星野 旭

32期田甫 正治

31 期 野村 哲

副委員長

委員長

総務･会計 広報 行事 ボランティア 鯱城会幹事

幹事幹事

会長＆

鯱城会代議員

協力員

令和 2 年度瑞穂鯱城会組織図



役員会で顔を合わせて原稿依頼をお願いするつもりでいましたが、新型コロナウイルスのリスク
回避のため、代わりに往復はがきによるアンケート記入をお願いしました。
❶ 専攻 ❷ クラブ ❸ 学区 ❹ 出身地 ➎ 趣味 ➏ 特技 ❼ 嗜好品
➑ 日頃の思いや、会に対する要望など自由にお書きください。

❶ 生活Ｂ ❷ 写真 ❸ 弥富 ❹ 京都市 ➎ 散歩・スポーツ観戦 ➏ 無芸大食で恥ずか
しいです ❼ コーヒー・ビール

➑ 鯱城学園に入学する以前より「弥冨コミュニティセンター」でボランティア活動をしており、4 月か

らは会計監査も担うことになりました。

この様な事情から瑞穂鯱城会は入らないつもりでしたが、入会説明会で「近年の入会数が少ない」

との説明があり、少しでも協力できればと入会する事にしました。

今年度はシルバーカレッジに在学中のため、委員会・会議の出席は無理ですが、ボランティア・行

事などには積極的に参加するつもりです。

❶ 健康Ｂ ❷ コーラス ❸ 汐路 ❹ 名古屋市 ➎ 旅行・映画・観劇 ➏ 着付け・日舞･歌唱
❼ カレーライス・寿司・パイナップル・バナナ・その他果物
➑ 知らない人と知り合って心のある優しさ・親切、お互いに仲良くお付き合いしたいものです。
「西に困った人あれば飛んで行き、東に困った人あれば助け合う」気持ちです。
お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

❶ 環境 ➋ パソコン ❸ 堀田 ➍ 名古屋市 ➎ 舞踏を稽古中 ➏ 創作ダンス
❼ 焼酎・チョコレート ➑ パソコンは在学中から興味があり、同好会に入るために入会しました。
2 年前から原 智彦プロダクションでパンク歌舞伎や演劇の稽古中で、頭脳と身体を使い創作ダン
スの舞台に立つことは、格好良くて楽しいです！

❶ 健康Ｂ ❷ パソコン ❸ 陽明 ❹ ？ ➎ ハイキング ➏ ？ ❼ ？
➑ 昨年まで民生委員をしていました。今は研修中ですが、病院・介護施設のボランテイア活動を
するつもりです。現在は身障者・高齢者の方から頼まれると車での送迎もしています。（Ｔｅｌ取材）

❶ 健康Ｂ ➋ パソコン ❸ 汐路 ➍ 広島 ➎ ｳｫｰｷﾝｸﾞ･ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ ➏ ？ ❼ｺｰﾋｰ・お茶
➑お友達に誘われて入会しました。今はパッチワークの替わりにスヌーピーの手作りマスクに精を
出しています。(Ｔｅｌ取材）

❶ 福祉Ａ ❷ 重文 ❸ 弥富 ❹ 名古屋市 ➎ 釣り・マジック ➏ なし ❼酒・刺身
➑ ？

❶ 健康Ｂ ❷ オカリナ ❸ 汐路 ❹ 守山区 ➎里山ハイキング・オカリナ ➏ ？ ❼ ？
➑今年の 1 月下旬より左ひざの半月板後角を切断し、歩行が一時不可。現在リハビリ中で回復途
中のため、しばらくはあまりお手伝いが出来ませんが、よろしくお願いいたします。
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33 期生・新人会員の紹介

今年度は 7 名の新しい仲間を迎えることになりました。

先輩の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

安藤 恭江（あんどうやすえ）

綾田 正博（あやたまさひろ）

米山 孝義（よねやまたかよし）

若山 ひろみ（わかやまひろみ）

奥田 富貴子（おくだふきこ）

岩場 啓之（いわばひろゆき）

増平 清子（ますひらきよこ）



【名古屋ウイメンズマラソン 2020 に参加して】

30 期 小塩 紀夫

「3月 8日は何とか晴れてほしい」との願

いもむなしく朝から雨、残念ながら午後 3

時過ぎまで雨が続く天気予報を見て、仕

方なく防寒服を上下に着込み、支給され

たピンクのウエアにリュック、その上にカッ

パを着込みました。

7 時過ぎ自転車でマラソンコースの妙

音通まで進むと、既に準備作業を開始す

るグループや待機中の方々が軒の下に

おられました。

気持ちを鼓舞させようと、明らかにマラソン関係者と思える人たちに「おはようございます！」と声

がけをすると、無視されるかと思いきや、ほとんどの方達から「オハヨウゴザイマス！」と元気な挨拶

が返ってきました。通常では考えられない光景に驚き、勇気が湧いてきました。

当初の瑞穂鯱城会の担当地区は妙音通 3 丁目から穂波小学校までの往路Ｄブロックが担当で

した。コロナウイルスの影響で参加辞退が相次ぎ、往路・復路Ｅブロック、さらに復路Ｄブロックと、

当初の予定より 4 倍のコースボランティアを引き受けることになりました。

3 月 8 日の前日に、急遽担当ヶ所変更の説明会を行い、22 名参加していただきました。

当日は雨の中30名が元気に参加して、大会関係者・愛知県警

警備スタッフの方達と協力して道路封鎖・沿道整理・封鎖解除・

片付けと手際よく作業を進めました。

その間に 137 名の素晴らしい走りも見学することができました。

結果は一山麻緒選手が 2 時間 20 分 29 秒、日本歴代 4 位の素

晴らしいタイムで優勝し、オリンピック出場権を獲得されました。

参加してくださった皆さん！4 ヶ所のブロックをまとめてリーダ-

を務めていただいた先輩の方々、31 ・ 32 期の皆さん雨の中本当

にご苦労さまでした。

困難に挑戦する瑞穂鯱城会の有志は”ワンチーム”

【新瑞橋バスターミナル清掃の感謝状贈呈式】

31 期 宮田 岩男

名古屋市の威信をかけたポストモダン風建築の市公館で令和2年 1

月28日午後1時30分からボランティア活動の感謝状の贈呈式があり、

日頃のボランテイア活動の準皆勤賞のご褒美で委員長から推薦を受け

た 27 期の松永さんと二人が出席しました。
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いつもと違い応援観客も少ないウイメンズマラソン

所定位置のコースボランティア

ボランティア活動



会場の 1階メーンホールはネオクラッシクの淡いクリーム色の壁に、正面にえんじ色の緞帳カー

テンのインテリア、天井からは円錐状にクリスタルガラスで装飾された豪華なシャンデリアの素敵な

式場でした。

交通局のスタッフの司会で交通局長をはじめ錚々たる 15 人程のお偉い方の紹介がありました。

その後、女性スタッフの声で呼ばれ、交通局局長から感謝状をいただきました。

パワーポイントによる各ボランティア団体・個人の紹介があり、それに続き 30 人程が３グループに分

かれて記念撮影がありました。瑞穂鯱城会代表としてスタッフの女性カメラマンに局長・次長と一緒

にスマホのカメラで撮っていただきました。

感謝状贈呈式が 1 時間程で終わり、3 階のレセプションルームに移動して茶話会があり、紅茶と

洋菓子のバームクーヘンとシガレットクッキーをいただきました。

パワーポイントによる交通局の歴史を知り、行事委員会で企画されている「レトロでんしゃ館」見

学ツアーには是非とも参加する意欲がわきました。

交通局の方の歴史変遷の話など興味が尽きることがなく歓談し、午後 3 時にお開きになり、帰りに

は盛り花を分けた花束が女性全員にプレゼントされました。

【第８回鯱城・堀川清掃大作戦に参加して】 32 期 中村 吉雄

実施日 令和元年 11 月 2 日(土)

範囲 堀川・元入樋門から港新橋及び新堀川

・堀留から内田橋

主催 第８回鯱城・堀川清掃大作戦実行委員会

後援 名古屋市堀川 1000 人調査隊実行委員会

この取り組みは、鯱城学園グループ＜OB団体の鯱

城会、学生会、鯱城・堀川と生活を考える会＞が、平成

23 年から毎年 11 月に実施している一大イベントです。

我々瑞穂鯱城会は第1拠点から第11拠点に分割されて

いる内の新堀川・第 11 拠点を担当し、新開公園横の新

開橋から八熊通に架かっている立石橋までの左岸をゴミ

袋とゴミバサミを持って清掃活動をしました。

新開公園に午前 9時 50 分に集合し、瑞穂鯱城会の

黄緑色のベストを着用の上、午前 10 時にスタートし概ね

予定通りの 11 時 30 分に終了しました。

11 拠点新開公園に集合した内訳は、瑞穂鯱城会 19 名、学生会 42 名考える会 7名、計 68 名で、

1 から 11 拠点全体では 717 名の参加者でした。

天気は快晴で、気温も最適で気持ちの良いボランティア活動でした。

大勢が一斉に歩きながらゴミを拾う為、余りゴミが拾えない状況でしたが、距離が 4 キロと長かった

ので終わってみたら各自共それなりに集まっていました。

鯱城会の幟や黄緑色のベストで地域清掃作業する事で、鯱城学園の社会奉仕アピールには、効

果的であったかと思いました。
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【”ミステリーツアー”の旅】 25 期 長谷川 博

人間歳を取ると、驚くことが少なくなる。そこで、昨年大晦日

から正月２日にかけて、二泊三日の”ミステリーツアー”に夫婦

で参加した。

このツアーの面白いのは、行く前にあれこれと旅先を想像する

ことである。何と百六十余名が参加した。

私たち夫婦は、当初、写真と早朝の出発を考え、九州の太

宰府天満宮を想定していたが、見事にはずれ、貸切り新幹

線”のぞみ”は東上して新横浜まで疾走した。

そこからバス四台で鎌倉の鶴岡八幡宮を拝殿して一日目は終

わった。横浜の港が見える高層の宿に連泊した。

二日目は、早朝に出発して成田山新勝寺に初詣をした。

歌舞伎の市川團十郎が参詣して子が授かったことから、

“成田屋！”と歓声があがる訳を知った。

昼食は神田で寿司を食した。ここで初めて大間のまぐろと雑

煮が出た。

三日目は、金龍山浅草寺に参詣し、仲見世を散策した。

大層な人出で、とくに外国人（中国人）が目立った。

浅草の名物は人形焼きと雷おこしだが、出来立てが旨いと言

うので、雷門角の老舗常盤堂で求めた。夕食は横浜の中華

街で食べたが、旨くなかった。

朝食はホテルのバイキングだったが、正月料理も出て、いず

れも旨かった。

因みに、ホテルは 35 階建ての超高層アパホテルである。

結局、貸切新幹線のぞみに乗ったのは名古屋・新横浜の往復だけで、バスが殆どであったが楽

しかった。ガイドは女性四名で、いずれも口が堅く毎回行く先を告げなかった。

聞かれるのが苦しいと見て取れ、よく教育されていると思われた。

近時、この”ミステリーツアー”の企画広告が多くなったが、魅力があるのだろう。

人間歳をとると、感動したり驚いたりすることが少なくなる。それを満たしてくれた旅であった。

【34 期生(1 年次)第 2 回地域ミーテイング】 30 期 内山 郁夫
11 月 27 日(水)及び 29 日(金)、第 2 回地域ミーティングを実施しました。

今回の地域ミーティングは、令和元年 6月の第 3回(2 年次・ 33 期生)の地域ミーティングの出席率
が16区平均36.2％(瑞穂区は15名中3名、20.0％)と非常に低かったことから、鯱城会と学園が議
論を重ね、従来の区会単位ではなく、クラス単位で実施。瑞穂鯱城会は、11 月 27 日(水) 国際
A(学生 39 名)を担当しました。

グループワークは、瑞穂鯱城会から 7 名、担当した国際 A は在学生 39 名のうち出席した 26 名
が 3 グループに分かれ、私たちの司会で進行しました。
最後に、3 グループがそれぞれに討論したこと、例えば、「ボランティア活動の情報量が少ない」「社
会性とは？ 無償性とは？と難しいことを考えずに、ハードルを下げて、まず第一歩を踏みだすこ
と」等の多くの発言内容が発表されました。
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今回、鯱城会がクラス単位に参加する地域ミーティングは始めての試みでした。
会議は、学生がボランティア活動について真剣に向き合い、積極的に語り、非常に盛り上がりまし
た。
また、学生と親近感を深めた雰囲気の中で瑞穂鯱城会はもちろん鯱城会に対する理解を得られた
のではないかと感じました。

【33 期 瑞穂鯱城会入会説明会開催】 33 期 上本 規義

1月 24 日（金）鯱城学園 7 階会議室で、鯱城学園 33 期生を対象にした入会説明会が開催しま

した。

当日は共通講座に続いて各区会会場に分かれ 10 時 45 分より各区会別に開催しました。

瑞穂区の 33 期生は 1３名でした。過去の地域ミーティングの状況から、参加者が少ないという心配

もありましたが 10 名の参加を頂き、瑞穂鯱城会側からは会長以下 9 名の委員、２名の同好会代表

が参加され、開催となりました。

入会説明会は北川総務委員長の司会の下、内山会長の挨拶、瑞穂鯱城会の目的・組織・行事、

活動状況全般の紹介と説明がありました。続いて同好会の紹介、区会入会後の感想を発表しても

らいました。

紹介者・発表者は次の通りです。

同好会紹介：書道同好会/浅井さん・カラオケ同好会/吉田さん・ウォーキングクラブ/宮田さん

入会後の感想：30 期 小塩さん・ 31 期 松井さん、野村さん・ 32 期 田甫さん、上本

区会紹介が終わった処で北川総務委員長より入会手続きの説明を行った後、最後に内山会長の

締めの言葉で全次第を滞りなく終了しました。

【第 2回鯱城会 16 区フェステｨバルに参加して】 27 期 水野 鉦子

11月 20日稲永スポーツセンターで 16区フェスティバルが開催

されました。瑞穂鯱城会からの参加者は42名、3つの競技に全員

参加しました。

16 区フェスティバルの参加者は 800 名程で、○×クイズ、民謡

に合わせての踊り、フォークダンスは全員有志で行われました。

最初の競技パン喰い競争は、3 グループ中の 2 グループで行

われ、私達がその中で一番で幸先がいいと大喜びでした。

二番目の競技、じゃんけんゲーム、台の上のリーダーとの勝負、負けたら勝のじゃんけんで、最後

まで残ったのは 4名だけで残念な結果でした。

三番目の競技は玉入れ、一番になったチームより篭の大きさが、少し小さいのではないかと思った

くらいの僅差で 2番目でした。

最終結果は残念なことに 3位までには入れなかったが、久しぶりに体を動かし気分もさわやかな一

日でした。
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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に次々とペンをつないで参ります。

【母親との想い出】 27 期 モリタ カツユキ

この歳なりますと、いろんなことを思い出しまして反省ばかりしてい

る毎日です。

先日、親戚の法事に出かけたおり、いろんな人から両親の話を耳に

し、振り返って思い出したことを書かせていただきました。

生存中の母親との触れあいの中での会話で『それさっき聞いた』

『なんで同じことばかり言うの』『何十年前のこと言うの』・・・・・。母親

は認知症というわけではない（病気知らずの人）。

仕事帰り等々、月に何度か母親の家に顔を出し、母親の顔を見ながら、話し相手をしていました。

僕は耳の遠くなった母親が同じ話ばかりするのには閉口していました。

ある時、母親の留守中に机の上を整理していると、母親が書いた手紙を見つけました。

それを読んで、僕は胸が一杯になり、しばらくその場に座り込んでしまいました。

高齢の母親の気持ちも知らずに、勝手に介護している気持ちになっていたのです。

もっと思い出話しを繰り返して共有しておけばよかったと反省ばかりです。

母は 92 歳まで頑張っていました。

そこで、我が家の夫婦生活を 振り返ってみると、自分自身がまさに母と同じような言動を発して

いるようです？

妻に自分が母親に言っていたことを言われている。～～～～。やだやだやだ。

そう考えると僕よりも母のほうが頭がしっかりしていたように思いました。参った。

結びについては、皆さまがお感じになられたことを結びにいたします。

（次回は 28 期の中村 隆一さんにお願いしました）

一度、お持ちのスマホでGoogleかyahooの画面から“瑞穂鯱城会“と手入力して検索すれば、

容易にホームページにたどりつけます。 先ず、チャレンジ精神で画面をタッチ‼

瑞穂通り第六街路樹愛護会に入会しての発見 2020.5.4

新型コロナウイルスの感染症に対する瑞穂鯱城会の行動 2020.5.3

瑞穂鯱城会グラウンドゴルフ大会 2020.4.21

ウォーキングクラブ 4 月定例会・山崎川史跡巡り 2020.4.16

カラオケ同好会 2020.4.1

ウォーキングクラブ 3 月定例会・相生山オアシスの森 2020.3.19

令和 2 年度総会中止投稿文 2020.3.13

ウォーキングクラブ 2 月定例会・新四国巡礼の路 2020.2.20

懐かしの市電に乗る･レトロでんしゃ館見学 2020.2.17

書道同好会の体験に参加して 2020.2.10

ウォーキングクラブ 1 月定例会・尼ケ坂界隈 2020.1.16

瑞穂鯱城会令和 2 年懇親会・木曽路瓦町店 2020.1.15
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瑞穂鯱城会ホームページからのお知らせ

最近掲載された投稿記事

懐かしの市電と停留所

瑞穂鯱城会の皆様、ホームページをご覧いただいていますか？



【瑞穂鯱城会からのお願い】 会長 31 期 松井 正幸

令和 2年瑞穂鯱城会はコロナウィルス感染拡大により、例年の総会と今期限定の 30 周年記念式典を中

止いたしました。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

この1年を通して日本の平和と世界の平和とさらには皆様のご家庭の平和のために,健康で楽しい鯱城会活

動を続けてまいりましょう。

【総務・会計からのお願い】 委員長 31 期 野村 哲

(1)最近の新型コロナウィルスの脅威が大きなニュースとなっております。

私達の活動の基本は、この会の会員から感染者を出さないことです。

・これに対応して、会の運営を図らねばならないケースが増えております。

① 4/14 に計画していた「R2 年度の総会」、「当会設立 30周年記念行事」を中止。

② 4/21 に計画していた各種広報活動資料の制作と配付を 5月以降に延期。

・会員の皆様のご期待に沿えない状況ですが、皆様のご理解をお願い申し上げます。

(2）当会の鯱城会の運営の簡素化を目指して、今年度から次のテーマに取り組みます。

① 配布物の郵送化、 ② 年会費の銀行振り込みの導入

【広報からのお知らせ】 委員長 31 期 宮田 岩男

瑞穂鯱城会ホームページを充実させて会員の皆様が興味を抱き、暇な時はスマホを見る癖が付くような

面白くて為になるコンテンツしたいものです。

同好会・クラブなどで、イベント情報がある場合は「遠慮なくドンドン投稿しましょう!」

スタイル・内容は問ません。必要があれば編集し直しますので、お気軽にお問い合わせください。

【行事からのお知らせ】 委員長 31 期 大塚 冴子

下記の 2件については新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、「緊急事態宣言」により止む無く中止

する事にしました。

・社会見学 6月 6日(土) 杉本美術館/ 新旧会員の親睦を図り、杉本画伯の絵の真髄に迫る「美しい物は

より美しく それなりの物はそれなりに･･･」

・日帰り観光 7 月 7日(火) 上高地散策/ 新緑の梓川の清流と残雪の穂高連峰を目の前にして、胸いっぱ

いに深呼吸すれば「英気を養い、心と体がリフレッシュします」

会員の皆様には「外出自粛を、密室･密閉･密集を避ける」ことを心掛けて頂きますようにお願いいたします。

新型コロナウィルスが終息し、親睦行事遂行時には、皆様にお会い出来る事を楽しみにしております。

【ボランテｨアからのお知らせ】 委員長 31 期 関根 弘子

瑞穂鯱城会のベストは蛍光色のライトグリーン、これを羽織ると何故か、同志の絆が生まれ心の連帯感で、

一般の方の目も気にならず頑張れるのが不思議です。

毎月第 2水曜日の瑞穂公園では 20～30 名のボランティアが一同に介して瑞穂体操と清掃活動を行います。

終了後は会員の交流の場であり、おしゃべり広場にもなります。時には意気投合して皆さんとモーニングに

流れることもあります。

他にリハビリセンターの散歩同行では患者さんとの交流で、むしろ私が励まされることもあります。

この他いろいろのボランテイア活動分野があります。33 期生の皆さんは自分の体力と趣味や人生経験を

生かしたボランテイアを探されたらどうでしょう。

【訃報のお知らせ】

中川 龍之介様 11 期 井戸田学区 ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

目方 國男様 10 期 汐路学区 ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

新年度より省力化を図るためにページ数削減、ネットによる外注印刷等で従来のスタイルを一新して 87 号を

発行しました。編集作業は一度も顔を合わせる事も無く、パソコン相手にメールによるテレワークになりました。

会員の皆様には躊躇する事もあるかと思いますが、不備な点などご指摘、ご指導よろしくお願いいたします。

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 松井 正幸(31 期)・編集責任者 宮田 岩男(31 期)

編集委員 小川 健一・田島 耐子(30 期)・深谷 泫三郎(28 期)
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瑞穂鯱城会からのお知らせ

編集後記



項 目
実 施 予 定 日

時 間 場 所
6 月 7月 8 月 9月 10 月

会

議

役員会 16/火 18/火 20/火

9:30～

在宅ＳＣ

１Ｆ

合同委員

会
21/火 15/火

在宅ＳＣ

2Ｆ
広

報
鯱城便り 11 月 17/火･瑞穂鯱城会便り 88 号発行・ＨＰ毎月 2 回更新 ― ―

行

事
各イベント

6/土:社会

見学会中止

杉本美術館

7/火:日帰り

旅行中止/

上高地

―

28/月：

いいとこ巡/

区史跡巡り

13/火～

18/日

：趣味の作

品展博物館

その都度 その都度

ボ

ラ

ン

テ

ｨ

ア

瑞穂公園

清掃
10/水 8/水 12/水 9/水 14/水

8:00～

9:00

競技場

正面

在宅ｻｰﾋﾞｽ

貸室管理
毎週日曜日（午前～1 名・午後～1名） 在宅ＳＣ

散歩同行

支援
毎週金曜日 2名 1組(午前 9:30～10:00 ・ 10:00～10:30)2 回 総合ﾘﾊﾋﾞﾘ

ｸﾘｰﾝ作戦 8/月 8/水 7/金 8/火 8/木
10:00～

20 分 新瑞橋ﾊﾞｽ

ﾀｰﾐﾅﾙﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ

清掃
毎月第 1 ・第 3 日曜日

9:00～

9:30

その他

1/土：

瑞穂区民

まつり

/ こころ

の絆創膏

29/日：わく

わくまつり

3/土：

（予備日10/

土)

鶴舞公園

その都度 その都度

同

好

会

ランチ会 4/木 2/木 6/木 3/木 1/木 11:30～ 嘉文栄本店

ｳｫｰｷﾝｸﾞ
18/木：

天白川・八

事の丘陵

16/木：

日間賀島
休み

17/木：

春日井ア

ルプス

15/木：

馬籠～

妻籠

その都度 その都度

書道 ＊＊毎月 第 1 土曜日＊＊ 13:30～ 在宅ＳＣ

囲碁 ＊＊毎週 金曜日＊＊ 9:00～ 福祉会館

麻雀 23/火 28/火 25/火 23/水 27/火 10:30～ 東風荘

グランドＧ
＊毎週火曜日＆水曜日＊(但し、小中学校の夏休み期間はお休み）

8～9月:第 3 回 GG 大会

8:30～

10:30

ﾊﾟﾛﾏﾚｸﾘｴｰ

ｼｮﾝ広場

カラオケ 2/火 7/火 4/火 1/火 6/火 13:00～ joyjoy 新瑞橋

和やか鯱城
24/水：

昼食懇親会/

木曽路八事

22/水：
ボｰリング･スポ

ルト名古屋

休み
/ ：

干支作り

21/水：

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

瑞穂ＰＣ会 ＊＊毎月第 2 土曜・第 3 金曜＊＊ 13:30～ 在宅ＳＣ

なごやか

水彩
＊＊毎月第 1 ・第 3 月曜＊＊ 13:30～ 総合ﾘﾊﾋﾞﾘ

街路樹愛護

会
＊＊9 団体 詳細はホームページをご覧下さい＊＊

7:00～

8:00～
団体毎

鯱

城

会

行事等

17/水：

34 期生地

域ﾐｰﾃｨﾝｸ

中止

6/月：

鯱城かわら

版第 1 号

5/月：鯱城か

わら版

14/水：16 区

GG 大会

22/木：

公開講演会

その都度 その都度

令和 2 年 6 月～10 月スケジュール 瑞穂鯱城会
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