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今、振り返ってみますと、令

和２年の瑞穂鯱城会３０周年

記念行事と総会がコロナの襲

来でやむなく中止せざるを得

なかったのが私の会長として

のスタートでした。 

以来２年にわたり瑞穂鯱城

会事業の大半を中止せざるを

得なかったことは大変残念な

思いです。 

しかし過去先輩方が築いてこられた伝統ある瑞穂の

活動を継続し盛り上げていくことに変わりはありません。 

昨年度の総会でお話ししましたが、①ブロック委員制

度の廃止、②在宅 SC 受付ボランティア手当支給の廃

止、③年会費の振込制度の３件について会員の皆様の

ご理解とご協力で改善させて頂きました。 

令和４年度は、２年連続の新入会員０、そして今後と

も多くの新入会員の獲得は厳しい条件下にあります。 

これを前提にして、会員の皆様のご承認を頂いた上

で、役員(執行部)組織・体制を、少ない人員と小さな組

織で、瑞穂鯱城会の活動を推進できるように変革致しま

す。 （３ページを参照してください） 

また、３１期・３２期・３３期の 15 名全員が複数年継続

して役員に就任し執行部を構成してまいります。 

これからは、より多くの会員が同好会活動に参加し、

健康で楽しい人生を送ることができるようにしていきたく

考えます。 

私たち役員は今年度も継続して、皆様の為に頑張っ

てまいりますので、何卒よろしくご協力の程お願い申し

上げ、私が会長を辞する挨拶と致します。 

瑞穂鯱城会便り 
令和４年６月２７日 

発行者  瑞穂鯱城会 ＆ 

名古屋市高年大学 

鯱城学園 
92 

１ 

令和４年度 総会 記念写真 

R４年４月５日  

瑞穂文化小劇場 

巻頭言：総会開会挨拶     令和２～３年度 前会長 31 期 松井 正幸 

目次  １（表紙）―総会 記念写真、総会開会挨拶（前会長） 

      ２・３―――令和４年度 総会報告 ＆ 会の現況 

      ３  ――――令和４年度 以降の鯱城会の姿 （組織・役割） 

      ４  ――――令和４年度 組織図、総会 新会長挨拶 

      ５－６―――新役員挨拶 

７  ――――令和３・４年度 行事・ボランティア活動の実績と計画 

８・９―――同好会へのお誘い(同好会の紹介) 

10・11―――令和４年度(４月～１２月、1 月～３月)鯱城会スケジュール  

12  ――－―ペンリレー（２９期白木さん） 



会場風景 

本誌に掲載した総会に関わる写真は、30 期 

北川様、33 期 綾田様からご提供頂きました。 

 

 

 

１．総会報告 
(1) 日時と場所：２０２２年４月５日 １０時３０分～11 時 30 分、 

瑞穂文化小劇場 

 

 

 

 

 

(2) 式次第 

１．開会 開会のことば、物故者に対する黙祷、前会長挨拶、令和３年度退会者報告 

令和４年度入会者報告、議長選出、総会出席者と委任状の報告 

２．令和３年度運営報告と承認 事業報告、会計報告、会計監査報告、 

３．令和４年度鯱城会の 

運営と承認 

令和４年度以降の瑞穂鯱城会の姿（組織、役割）紹介、 

役員選出、新会長挨拶 

４．令和４年度運営計画と承認 事業計画、会計計画、同好会紹介 

５．閉会 開会のことば、記念写真 撮影 

※上記２／３／４項の各議題については、出席者の拍手によるご賛同を得て、全て承認されました。 

 

※令和３年度の物故者：１名 

(川西 嘉宏 様) 

―――ご冥福をお祈り致します。 

 

 

 

 

(3) 総会出席者と委任状の報告 

会員総数 14４名 出席者数 53 名 欠席者委任状数 60 名 

出席者数と委任状数の合計は 113 名(78.5％)で、総会成立。 (出欠はがき未回答者：31 名) 

 

(4) 会員から出されたご意見（アンケートでのご意見も含む） 

・現況下、組織のスリム化はやむを得ないが、会員が交流できる場の検討、鯱城会に入会しているメリットを提示

する必要がある。 

・同好会に入ってない会員はどのようにしたら楽しめるか／同好会に入りたくても入れない会員のメリットを考えて

頂きたい。 

・役員会議／連絡協議会で検討・承認された事案で、会則変更を伴う場合は、総会での承認も考えて頂きたい。 

・ｅ－Ｍａｉｌ登録者に、資料、行事案内等を早期に送信してください。  

・瑞穂鯱城会から同好会への補助金を考えてはどうか。  

・２０周年記念のさくら記念樹について、瑞穂グランドの改修に伴いどうなるか確認をお願いしたい。 

・鯱城会便りの作品展特集では作品の説明/作品への思いを記述すると良い。 

※ これらのご意見について、どのように対応するか、役員会議にて検討し、方向付けと決定をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 総会報告 ＆ 会の現況 

物故者への黙祷 

総会 受付 風景 
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２．令和４年度 会の現況 
令和３年度 会員数 160 名 総会までの退会者数 16 名 総会以降の退会者数 7 名 

総会時点の会員数 144 名 総会前後における退会者数 合計 23 名 

令和４年度 会員数 137 名 ＝総会までの総数（144 名）－総会後の退会者数（7 名） 

総会までの会費納入者数 112 名 総会以降の納入者数 25 名 納入者 合計数 137 名 

メール登録者数 98 名     

 

 

 

 

 

 

  近い将来の入会者の減少を想定し、瑞穂鯱城会の組織・運営をシンプルに変更しました。 

基本的な考えは、少ない人員と小さな組織で対応し、併せて経験を活用することです。 

(1) 委員会は、総務委員会とボランティア委員会のみとします。 

(2) 委員会は、委員長と複数の幹事からなります。 

(3) 従来の副委員長、協力員を設けず、過去の経験を活かして役割を持った幹事として活動して頂きます。 

以上の方針のもと、２０２１年２月から執行部では、以下に示す内容を検討・協議を行い、１０月の役員会議での承

認、並びに、連絡協議会において、役員・協力員にその趣旨と要旨を紹介・説明し了承されました。 

そして、令和４年度の総会において提議し、承認を得られました。 

 

１．組織・構成・役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１）会長：全体総括         鯱城会幹事：鯱城会連携 

（２）委員会は、総務委員会とボランティア委員会のみとする。 

  ・総務委員会：運営／総会／会計／メール管理／広報（会報発行・HP）／行事（秋の作品展・各種懇親会） 

  ・ボランティア委員会：公園／道路／施設の清掃／整理などを特徴とした活動、在宅 SC：会場予約と当番割り当て 

（３）執行部は次のとおり構成する。 

・会長、委員長（副は無し）は３～4 年次を中核とする。 

・幹事は２年次から１０年次程度まで何らかの役割を分担する。 

※前年度会長／委員長は、従来、役を持たない協力員という位置付けであったが、令和４年度からは何らかの役割 

を持った幹事（場合によっては委員長）を担当し、過去の経験を活かす。 

 

２．執行部（役員・幹事）構成 
５～１０年次（ｎｎ期）――会長、委員長、幹事（前年度会長、委員長も何らかの役割を持った幹事を担当） 

４年次    （ｎ１期）――会長、委員長、幹事（前年度会長、委員長も何らかの役割を持った幹事を担当） 

３年次    （ｎ2 期）――会長、委員長、幹事 

２年次    （ｎ3 期）――幹事 

１年次    （ｎ4 期）――総務委員会又は、ボランティア委員会に所属し、新入会員と位置付ける （議決権は無い） 

 

３．推進会議の種類 
（１）役員会議：会長、鯱城会幹事、委員長、幹事（総務、広報、行事、ボランティア）  

（２）連絡協議会：役員会議メンバー＋同好会代表者 

 

・各委員会は委員長と幹事（３～５名）からなる。副委員長は設けない。 

・協力員を設けない。（前年度の会長／委員長（ＧＬ）でも役割を持った幹事／委  

 員長を担当し、過去の経験を活かす。同好会代表者は協力者として機能する） 

会長  

１名 

鯱城会 

幹事１名 

同好会 ボランティア委員会 

(委員長＋幹事＋新入会員） 

 

懇親会、行事は 

共同作業とする 

会員 

総務委員会 

(委員長＋幹事＋新入会員） 

令和４年度以降の瑞穂鯱城会の姿 （組織、役割） ２０２２年４月１日 
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広報担当 

33 期 岩場啓之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新役員のご承認ありがとう

ございます。 

令和 4 年度瑞穂鯱城会会

長に就任いたしました３２期

の中村です。 

私は、耳の聞こえが悪く両

耳に補聴器を着けています

が、周りが騒々しい場所では

とても聞きづらく理解力が悪くなり、しかも記憶力の低下

も目立ってきました。 

しかしながら、ボランティア委員長を１年間続けて見て

振り返ってみると、理解不足の時や記憶が無い時は、

恥を忍んで周りのスタッフにその都度教えてもらうしか

有りませんが、この事が各ボランティア委員とのコミュニ

ケーション取りの良い切っ掛けとなったり、私の耳の聞

こえが悪い弱点を知ってもらったようで、私が気付かな

令和４（２０２２）年度 瑞穂鯱城会 組織図 ２０２２年４月１日 

同好会  代表者 

和やか鯱城      28 期 知久 孝 

ウォーキング     31 期 宮田岩男 

街路樹愛護会    24 期 藤田芳孝 

パソコン         25 期 吉川和夫 

グランド ゴルフ   26 期 杉浦成海 

ランチ会         29 期 小川正行 

マージャン       28 期 田中重英 

友多互愛        26 期 服部義明 

なごやか水彩    28 期 市川敦彦 

＊囲碁          19 期 立松雄作 

＊書道          30 期 小塩紀夫 

＊カラオケ       24 期 吉田禎男 

＊―――休会中（参加者募集中） 

会長 ＆ 鯱城会代議員 

３２期 中村 吉雄 

 

ボランティア委員長  

32 期 春日井幸子 

総務委員長 

32 期 田甫 正治 

鯱城会 幹事 

33 期 西谷 陽子 

行事担当 

31 期 大塚 冴子 

総務(ﾒｰﾙ管理) 

31 期 野村 哲 

委員長補佐 

32 期 星野 旭 

 

 

広報担当(会報) 

31 期 野村 哲 
委員長補佐 

 31 期 松井正幸 

ボランティア担当 

32 期 田甫まり子 

ボランティア担当 

33期 奥田富貴子 
 

ボランティア担当 

33 期 増平清子 

総務担当(会計) 

32 期 青木 幸枝 
広報担当(ＨＰ) 

31 期 宮田 岩男 
 

 

 

 

 

行事担当 

33 期若山ひろみ 

幹事 幹事 

令和４年度 総会 新会長挨拶  ３２期 中村吉雄 

・役員構成人数：合計１５名 

３１期生：４名、３２期生：６名、３３期生：５名 

・２０２１年３月(R3 年度)の卒業予定の３４期生は２０２３年 

３月に卒業延期（２年間延期）。  

・来年、３４期生は何人入会してくれるだろうか、不安はありま

す。しかし、大きな期待を持っています。 
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い事を指摘してもらったり、又色んなアイデアをその都

度提案されたりと良いチームワーク作りに役立ちまし

た。 

ボランティア委員会では、皆で意見を出し合い全員参

加の良いムードの中で、会議を進行する事ができまし

た。 

今後もこの経験を活かし、新型コロナの影響で 34 期

と 35 期の新入会員が 0 人の異常事態を考え、役員全

員が一団となって、先輩方が３０年余り築いてきた伝統

のある瑞穂鯱城会を、少しでもより良い方向に改革して

行きたいと思います。 

一生懸命やらせて貰いますので、宜しくお願いしま

す。

 

 

 

 

〇 鯱城会 幹事：33 期 西谷陽子 
次々と変異する新型コロナウイルスに右往左往の 1

年間。いつも通りの活動は厳しく、会員の皆さまは寂し

い思いをされておりましょう。 

学園の新卒業生は２年間無く、私は昨年に引き続き

鯱城会幹事を担当することになりました。 来年は卒業

生が入会されることを期待しております。 

今、感染対策を図りながらの活動の中、会員の皆様

との繋がりは、各区の鯱城会の HP（ホームページ）、か

わら版、瑞穂鯱城会便りです。  

HP は各区の鯱城会の活動の様子を見ることができ

ます。 様々な情報を受け、先輩の皆様と瑞穂鯱城会を

盛り上げて行くことができればと、願っております。 

 

〇総務 委員長：32 期 田甫 正治 

学園を卒業後、早 4 年目に入ります。美術の OB 会、

パソコンペイントクラブの OB 会と、双方で毎月 3 回の

実施と、自宅で座って作品作成の為、ついつい運動不

足になりがちで、健康に留意したいものです。 

行事委員を２年勤めさせて頂き、今年度より総務委

員長を担当致します。 

前年度、本年度と鯱城会に入会者が「０」と言う前代

未聞で、今までにかって無い状況となっています。 

その為大きく組織・構成の変革を余儀なくされました。

中でも行事に於きましては、作品展を中心とした行事の

みの予定の為、会員の皆様には同好会への入会で、更

に親睦を高めて頂くため、同好会情報をお伝えしていき

たいと考えております。 

鯱城会の趣旨 

・会員相互の親睦をはかり、教養を高める 

・地域社会の貢献としてボランティア活動の実践 

・学園の発展に寄与 

この考えを基に、皆様と行動を共にして、何時までも

健康で元気に生活が出来る、鯱城会にして行きたいと

思います。 皆様のご支援宜しくお願い致します。 

 

〇 総務 会計担当 幹事：32 期 青木 幸枝 

  昨年度に引き続き会計を担当します。今年度は火曜

日に所用が有り、役員会議等に出席できないこともあり

ますが、会計処理はきちんと致します。 

  宜しくご了承のほどお願い致します。 

 

〇 総務 委員長補佐 幹事：32 期 星野 旭、 

早いもので鯱城学園を卒業して３年が経ちました。 

今年２月からは待ちに待った敬老パスもいただきあり

がたくバスや地下鉄を利用しています。  

ここ２年間は新型コロナの感染が止まらず、会議も活

動も足踏み状態です。 

瑞穂鯱城会への新入会員も無いまま、活動を続けて

いくために、様々な改革や試みが提案されています。 

皆で知恵を出し合い、助け合って、微力ながら、活発

な瑞穂鯱城会を維持していくお手伝いができればと思っ

ています。 

 

〇 総務 広報担当幹事：31 期 野村 哲 

  総務委員長／副委員長を３年間、そして昨年は広報

委員長を１年間兼務しましたが、それぞれ、あっという間

に過ぎ去りました。 

  今年度は広報担当幹事として専任ですが、その中で

後継者の育成も重要なことと考えております。 

長い歴史のある鯱城会便りを、会員皆様のお手元に

確実に届けたく考えております。 

 

〇 総務 広報担当 幹事：31 期 宮田 岩男 

ホームページ（HP）担当になって、２０２２年度で３年

目になります。 

PC は現役中 建築設計で幾らか利用、今でも論理的

な事はちゃらんぽらん、我流の当てずっぽうの試行錯誤

で利用しています。 

見習い期間の２０１９年は、HP の入力は、エイトデジ

タルワークス(ＥＤＷ)さんに投稿原稿をメールして掲載し

て頂いていましたが、２０２０年から「お知らせ欄」「カレン

ダー欄」は区担当者が直接入力する事になり、分からな

いと適当に推理してキーを押してプログラム深部の地雷

を踏み、鯱城会幹事の方・他区の方にご迷惑をお掛け

し冷や汗ものでした。今ではプログラムの信頼度・完成

度が高くトラブルになる事は先ずありません。 

HP を会員の方が暇な時に見る事が習慣化し、気軽

にコメントを書き込んで頂ければ担当幹事としては幸甚

です。 更に投稿原稿をメールで送って頂ければ、なお

嬉しい限りです。 

 

 

 

令和４年度 役員 挨拶 
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〇 総務 広報担当 幹事：33 期 岩場 啓之 
コロナ禍の昨年は、活動もなかなか出来ず、残念に

思われている方も多いのではないかと思います。今年

に入り政府も行動制限は設けず、移動も自由になりまし

たが、私の身近な人の中にコロナ陽性になった人もお

り、まだまだ安心出来ません。 

このコロナ禍で、鯱城会の活動に前向きな人と、なん

となく会に在籍している人との温度差が大きい感じがし

ます。 おそらく各区の鯱城会も同じ様な状態と思いま

す。 何処に魅力がないのか、２０期代・３０期代の年代

で感覚が違うのか、何がストレスなのか等々いろいろな

角度から検討する必要があるでしょう。 

それは鯱城学園自体の入学希望者の減少にも関係

があるかもしれません。何とも難しい問題です。 

私なりに考えて行きたいと思います。 

 

〇 総務 行事担当幹事：33 期 大塚 冴子 
瑞穂鯱城会に入会して５年目を迎えました。 

入会時の挨拶で友達１００人出来るかな？の姿勢は

今も変わっていません。私から声を掛けて勝手に友達と

させて頂いています。 

コロナ禍になり、会員も随分少なくなりましたが、これ

からも友達１００人を目標に瑞穂鯱城会の一員として楽

しんでいきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 
 

〇 総務 行事担当幹事：33 期 若山 ひろみ 

出身は名古屋で、汐路学区に住んでいます。 「わか

ちゃん」と気軽に声掛けをしてください。 

入会して３年目になりますが、昨年度から、行事を担

当しております。 

仲間と美味しいものを食べ楽しくお喋りするのが好き

なので、自分から行事担当を志願致しました。 

しかしながら入会後、コロナ感染拡大のために殆どの

行事計画案が中止になりました。 

今年度は、感染対策をしながらＷｉｔｈコロナで計画を

実施出来ればと願っております。 

諸先輩のご指導とご支援をお願い致します。 
 

〇 ボランティア 委員長：32 期 春日井 幸子 

瑞穂鯱城会に入り、ボランティア委員会に所属して、

新瑞橋バスセンター／街路樹愛護会等に参加しており

ます。 しかし、瑞穂公園には、活動日に所用が有って

いつも参加できなくて、申し訳ありません。 

これらの活動に参加し、素晴らしい先輩たちから、い

ろいろなお話しを聞く中で、永年続けていらっしゃるのを

知り、私も長く続けていきたいなと思いました。 

今年も先輩達の協力を得ながら、みなさんと元気に

楽しく活動していきたいです 

 

 

〇 ボランティア 委員長補佐 幹事 

：31 期 松井 正幸 

新型コロナの感染拡大により２年間役員の一員として

役を十分果たすことが出来ず、瑞穂鯱城会にとっても活

動する機会が殆どありませんでした。 

しかし令和４年度は感染の減少を期待してボランティ

ア担当の役目を十分果たしていこうと思います。 

また引き続いて今年度も瑞穂の為にそして役得として

自分の為に、働き甲斐を見出して健康の維持と楽しみ

を追及します。 

今年も執行部の一員に加えて頂き感謝します。 

 

〇 ボランティア 担当幹事：32 期 田甫まりこ 
同期に同姓が居ましたから、名前で呼ばれていまし

た。 在学中はそれなりに友達も出来ましたが、1 年に二

度ほどの食事会もコロナ感染禍により中止が続き、だん

だん遠ざかって行きます。 卒業後、瑞穂鯱城会に入会

したことで、ボランティア活動をしながら新たにお話しで

きる人（先輩、同期等）に出会えました。 

これから鯱城学園 OB 会の行事が復活したら、懐かしい

人にも会えるかも、それも楽しみの一つです。 

微力ながら少しでも、委員長の力に成れればと思い

ます。 

 

〇 ボランティア 担当幹事：32 期 奥田 富貴子 
  仕事を辞めてから鯱城学園に入学、仕事以外の友達

も増え楽しい２年間でした。 

卒業後、瑞穂鯱城会に入会し、ボランティア活動に楽

しく参加し、終わった後の食事会やお茶会でお喋りする

のも至福のひと時です。 

お揃いのベストと帽子で、ゴミを拾っていると、「おは

ようございます」「ありがとう」などと声を掛けられる。 

青空のような澄んだ気持ちになります。  ごみのない

街は気持ちが良いですね！ 

これからも続けていきたいです。自分の健康は自分

で守る。決して無理をしないで、続けていきたいです。 

 

〇 ボランティア 担当幹事：32 期 増平 清子 
瑞穂鯱城会に２０２０年に入会、そしてボランティア委

員会に所属し、今年で３年目になります。 
ところが、コロナ感染症の問題があり、活動ができな

いことが多くありました。 
昨年度から、幹事として在宅サービスセンターの予約

を担当しております。 
まだ、自分には良く分からないことが多いです。でも

自分なりに頑張りたいと思います。 
会員の皆様の顔がわからないので、失礼があるかと

思いますが、ご容赦を宜しくお願い致します。 
なお、主人の体調がよくないので、役員会議などを欠

席する場合が有りますが、ご了承ください。 
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〇 令和３年度 活動実績 （実施回数／参加者数） 

鯱城会  在宅サービスセンター貸室管理：12 回／12 名 ―――コロナ禍に伴い貸室が閉鎖され回数減少 

＊瑞穂運動公園の清掃＋豊岡通り３～山下通り５ 街路樹 清掃  （11 回 140 名） 

鯱城学園 図書貸出ボランティア：1 回／1 名  ―――学園閉鎖で回数減少 

＊新瑞橋バスターミナル清掃：   24 回 218 人  

使用済み切手の回収：通年／1500 枚 

＊２０２２ ウイメンズマラソン 3/13 20 名 新瑞橋 西側（妙音通）にて給水サービス 

同好会 ＊瑞穂鯱城街路樹愛護会：９地区／延参加人数 965 名  
友多互愛：シルバー施設訪問：3 回 延べ 27 名  

（10/22 /9 名、11/18 /6 名、12/15 /12 名） 

・令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響はあった

が、屋外におけるボランティア活動（＊印）は、ほぼ実施できた。 
 

 

〇 令和４年度 活動計画 
・令和 4 年度の実施計画は１０～１１ページのスケジュール表を 

ご参照ください。 

〇夏用ベストの配付 
・蒸し暑い時期用のメッシュベスト（右の写真）を希望者に配布し

ています。 

瑞穂公園及び新瑞橋バスターミナルの清掃活動に参加時にお渡

しします。下記まで声掛けをしてください。 
 

 

 

 
 

令和３・４年度  行事委員会 活動 

〇 令和３年度 活動実績 ・令和３年度は、令和２年度に引き続き、新型コロナ

ウイルス感染拡大に伴い緊急事態宣言の発出／ある

いはまん延防止重点措置の適用などで、各種行事を中

止せざるを得なかった。 

 

年月 日付 行事項目 

３/４  総会、総会後の親睦会     中止 

３/５   

３/６ 6/土 いいとこ巡り「瑞穂史跡巡り」 中止 

３/７   

３/８   

３/９   

３/10 ５/火-

10/日 

第２６回「趣味の作品展」     実施 

  名古屋市博物館 

３/11   

３/12 ７/水 見学「熱田神宮・白鳥公園」 中止 

４/１ 12/水 新年親睦会/木曾路瓦町   中止 

４/２ 22/火 いいとこ巡り「佐武里池 梅園」 実施 

４/３   

〇 令和４年度 活動計画 

・組織の機能縮小に伴い、趣味の作品展に限定しています。 

・親睦会／新年会／旅行等については、新型コロナウイルス感染の情況がはっきりせず、先行きが不明であ

り、現時点で計画していないが、可能な時期が来れば事前に案内します。 

・令和 4 年度の実施計画は１０～１１ページのスケジュール表をご参照ください。 

   

知多 佐布里池 

     梅園 

令和３・４年度 ボランティア 活動 
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２０２２ ウイメンズマラソン 

給水サービス 風景 

ボランティア委員長 春日井幸子、 

または 瑞穂鯱城会会長 中村吉雄 



 

 

 

鯱城学園で学んだ「教育」・「教養」をベースに、会員同士が行動を共にし、いつまでも健康で、元気に生活をしたい

と思います。  そのためには、体を動かす、そして多くの人と語り合うことが重要です。  その一つとして同好会など

に入会し、多くの人と一緒になっての活動をお勧め致します。 

瑞穂鯱城会には次の同好会がありますので、紹介します。 

1 ランチ会 7 瑞穂ＰＣ(パソコン)会 

2 ウォーキング 8 なごやか水彩 

3 和やか鯱城 9 街路樹愛護会 

4 友多互愛 10 書道――――――――休会中 （会員募集中） 

5 麻雀 11 囲碁――――――――休会中 （会員募集中） 

6 グランドゴルフ 12 カラオケ ――――――休会中 （会員募集中） 

 

友多互愛                     代表：服部 義明 

同好会「友多互愛」は、デイサービスセンタや福祉施

設の入所者（お客さん）を訪問し、会のメンバーが歌う／

笑う／踊る／楽器演奏／手品／紙芝居を演じるなど、メ

ンバーの元気をお裾分けするボランティア活動です。 

  これらの演目は、メンバーによる創意工夫です。 

一方で、お客さんと一緒になって、歌って／笑って／

楽しむなど、元気の共有を図っています。 

令和４年４月に瑞穂コミセンを訪問した時の活動を簡

単に紹介します。 

当日も笑いから始まり、①お客さんのリクエスト：裕次

郎の思い出の歌、②ハーモニカ演奏をバックに童謡合

唱、③面白い漫画絵を見ながら子供に還り頭の体操、 

④紙芝居、⑤手品などで、楽しい２時間でした 

 

ランチ会                  代表：小川 正行 

会への参加に何の制約もありません。予約も不要、

都合の良い方が集まり。好きな物を食べ、好きなだけア

ルコールを飲み、歓談する場です。 

以上をモットーに、各期をまたぐ幅広いメンバーで、

月に１回ワイワイガヤガヤとやっております。 

会員の皆さんのご参加をお待ちしております。 

 

・開催日： 毎月

第１木曜日 

・場所：嘉文  

栄本店 

・時間：１１時 

３０分から 

 

麻雀                        代表：田中 重英 

麻雀のメリット：指先を使うので惚け防止と、会員相

互の交流ができます。 

〇会員募集中：３卓が纏まる程度の参加者があります。 

・開催日：月１回第４火曜日 

・開催場所：名古屋駅前の雀荘（東風荘）  

・費用：入会・年会費なし、雀荘代は各自払い 

・連絡先：田中 

  

なごやか水彩               代表：市川 敦彦 

コロナによる休会から、３回目のワクチン接種がほぼ

完了した３月より活動再開しました。 

  場所：汐路コミセン、活動日：毎月 第 1 月曜日およ

び第３月曜日、13 時 30 分～１5 時 30 分 

 (会場の都合や祝日の場合は変更有り) 
屋外スケッチ：２０２２年度は、４、５、１０、１１月に実

施予定。 

現在の会員数：２３名 (内瑞穂鯱城会会員１１名) 

※現状、コロナによる活動自粛者あり、毎回１０名～１５ 

名の出席 

〇会員募集中：入会金 不要、会費 200 円/参加費 

(部屋代・他  初回は体験入会のため不要) 

材料費 果物等購入のため時々集める場合あり。 

  連絡先：市川  

 

ウォーキング                代表：宮田 岩男 

❶目的：健康寿命を延ばして何時までも元気でいる秘

訣は。適度な運動としてウォーキングを習慣化して、体

力保持を図り、お友達とのおしゃべりやランチタイム等

楽しい時を過ごす事により、ストレスの解消を図ります。 

❷活動内容：現在、会員は男性１９名女性２２名です。 

当会も年年高齢化しており、郊外の自然公園や、都

市公園を活動場所にしています。 時には干支巡りや、

名所旧跡・神社仏閣等目先を代える工夫もしています。 

少し健脚の方の要望も反映した企画も取り入れ、多く

の参加者が満足のいく様に努めています。 

❸定例会連絡：実施日は毎月第３木曜日です。 

但し、真夏の８月と年末の１２月はお休みです。 

全員であの時・あの頃の歌を合唱 
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同好会へのお誘い （同好会の紹介） 



定例会の連絡はハガキですが、最近は情報の共有

化と迅速化のためグループ LINE も利用しています。 

❹入会費は無料、年会費はハガキ通信費・事務費とレ

クレーション保険等で８００円です。 

 

 

 

 

 

 

 

グランド ゴルフ（GG）         代表：杉浦成海 

GG は、ルールが簡単で誰でもすぐ取り組めます。 
毎週 火曜日と木曜日の９時から実施しています。 

年１回、鯱城 GG 交歓会（１６区合同）の競技大会

があり、今年は１０月２６日に庄内公園で行われます。 

４月２６日

(火）に同好

会の総会と

GG 大会を開

催しました。 
参加人員

は１７名で、

楽しくゲーム

しました。 入賞者は、優勝：中瀬(18 期）、準優勝：杉浦

(26 期）、３位：西村(22 期）でした。  食事会はコロナで

中止。 GG 大会後に総会を開催し、先期の会計、今期

の予定を報告しました。 ６月と８月に大会を予定。 

 

パソコン（同好会に入会して）  33 期 若山ひろみ 

毎月第２、４金曜日１３時 30 分～１６時、在宅サービ

スセンターで開催しています。 

パソコン同好会への入会のきっかけは、在学中の地

域ミーティングでこの会を知ったことで、入会にあたっ

て、会員相互の研磨と認知症予防のために、仲良く楽し

く活動をしたいと思っています。 

３名の指導者（鯱城学園 PC クラブの OB）の下で、

Word と Excel の初歩を交互に学習しています。 

授業途中で分からない場合は挙手することにより速

やかに対応してくれます。 

教えて頂いた事を忘れるのが不安になり、自宅で繰

り返し復習したことで少し PC の扱いが出来るようになり

ました。 最近は、他のサークルの会議資料、催し物の

配布資料も作

成しています。 

やはり、習っ

た事を身につけ

るのには、繰り

返しの練習と実

践が大切です 

 

街路樹愛護会         会長代理 藤田芳孝 

瑞穂区内地域でのボランティア活動としての愛護会

です。 

早朝、愛護会ベストを着用して集合。通勤・通学・散

歩者・車等の安全を確認し、作業開始。 

約１時間の、

除草・ごみ拾

い・剪定と街を

綺麗に保ち、 

街路樹を大切

にする思いの

活動です。 

時折「お疲

れさま」の声掛

けに気持ちが癒されます。 

無事作業を終えた後のコーヒー・タイムは、和やかに

情報交換しながらの楽しいひと時です。 

体力維持・認知症対策にもなると思いますョ…！！ 

次の９拠点を登録しています。  皆さんのお住まい近

くの拠点での参加をお勧めします。 

1-市大病院前～瑞穂区役所 西側 

2-大喜～瑞穂小南西 南側 

3-堀田通 7～名鉄線 東側 

4-弥富通 3～弥富通 5 南北両側 

5-大喜～瑞穂小南西 北側 

6-瑞穂運動場西～新瑞橋 東側 

7-瑞穂区役所～瑞穂運動場西 東 

8-瑞穂生涯学習センター～妙音通 

9-瑞穂運動公園 山下通第１ 

 

和やか鯱城                    代表：知久 孝 

昨年は、コロナ禍で活動が出来ませんでしたが、蔓延

防止が解除されて少しずつ活動を始めています。 

今年は４月の花見から翌年の総会まで年間９回の行

事を企画しています。 

近場の名所や文化施設を訪問したり、グランドゴルフ

などの運動行事を取り入れたりしています。 

健康にも配慮して様々な形で催しをしています。親睦

を深め楽しく老後を過ごす事を心掛け楽しんでいます。 

９月には「和やか鯱城」恒例行事の干支作りを予定し

ています。 干支作りの作品を１０月の趣味の作品展で

発表する事も会員の励みになっています。 

また、年に一度のバス旅行も期待の行事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/10/21 グランドゴルフ大会 長嶋温泉 

No.9 は瑞穂

鯱城会ボラ

ンティア委員

会の担当地

域です 
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項目 時間 場所 実施予定日  令和４年 

 ４月 ５月 ６月 

会

議 

役員会議 9:30～ 

11：00 

在宅 SC  17/火  

 

 

連絡協議会 9:30～ 

11：00 

在宅 SC 19/火 

 

 27/月 

 

広

報 

鯱城便り 制作  ―  

 

 27/月 瑞穂 

鯱城会便り/92 号 

行

事 

各種イベント  その都度 その都度 5/火 総会   

ボ

ラ

ン

テ

ｨ

ア 

在宅サービス 

センタ貸室管理 

 在宅 SC 毎週日曜日  

（午前 8：50～12：00/1 名午後 12：50～17：00/1 名） 

瑞穂公園 

清掃 

8:00～ 

9:00 

競技場 正面 13/水 

 

11/水 8/水 

バスターミナル 

クリーン作戦 

10:00～ 

20 分 

新瑞橋 

バス 

ターミナル 

8/金 

 

6/金 8/水 

バスターミナル 

清掃 

9：00～ 

9：30～ 

毎月 

第 1・第 3 日曜日 

その他 

（鯱城会連携） 

その都度 その都度    

同

好

会 

 

ランチ会  11:30～ 嘉文 栄 7/木 

 

5/木 2/木 

ウォーキング その都度 その都度 

  

21/木： 

定光寺公園 

自然休養林 

19/木： 

岐阜百年公園 

・博物館 

16/木： 

大高緑地 

公園散策 

書道  13：30～ 在宅 SC 毎月 

第２・４金曜日 

囲碁  9：00～ 福祉会館 毎週 

金曜日 

麻雀  10:30～ 東風荘 毎月 

第４火曜日 

グランドゴルフ 8：30～ 

10：30 

パロマ レク 

広場 

毎週 

火曜日・水曜日 

カラオケ  13:00～ ＪＯＹＪＯＹ 

新瑞橋 

毎月 

第 1 火曜日 

和やか鯱城 その都度 その都度 

  

4/月  

岩倉５条川 

桜まつり 

11/水 

古川美術館・ 

為三郎記念館 

２０/月   

竹生島・彦根城 

バス旅行 

友多互愛  その都度 その都度 有 

 

有 有 

瑞穂ＰＣ会  13：30～ 在宅ＳＣ 毎月 

第 2・4 金曜日 

なごやか水彩  13：30～ 汐路 

コミセン 

毎月 

第 1・3 月曜日 

街路樹愛護会  7：00～ 

8：00 

地区毎 地区ごとに設定 

（詳細はホームページをご覧ください） 

鯱

城

会 

行事等 その都度 その都度 

 

  

8/金：学園 

入学式 37 期 

 15/水： 地域 

ミーティング 34 期  

 

 

令和４年度 ４月～６月鯱城会 スケジュール 

休会中 （会員募集中） 

休会中 （会員募集中） 

休会中 （会員募集中） 
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実施予定日  令和４年 実施予定日  令和５年 

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1 月 ２月 ３月 

19/火 

 

 20/火  15/火  17/火  21/火 

 

 

16/火  18/火  20/火  21/火  

      17/火瑞穂 

鯱城会便り/93 号 

  

 

 

  12/水～16/日： 

「趣味の作品展」 

    21/火 総会準備 

毎週 

日曜日   （午前 8：50～12：00/1 名  午後 12：50～17：00/1 名） 

13/水 

 

10/水 14/水 12/水 9/水 14/水 11/水 8/水 8/水 

8/金 

 

８/月 8/木 ７/金 8/火 8/木 6/金 8/水 8/水 

毎月 

第１・３日曜日 

 

 

  01/土 鶴舞 

ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

05/土 堀川 

清掃大作戦 

   12/日 ウイメンズ 

マラソン 

7/木 

 

4/木 1/木 6/木 3/木 1/木 5/木 2/木 ２/木 

21/木： 

森林公園 

・植物園 

休

み 

15/木:： 

瀬戸洞町 

窯垣小径 

20/木： 

竜吟の森 

渓谷散策 

17/木： 

虎渓山永保寺 

・多治見街歩き 

休

み 

19/木： 

大須商店街 

と三輪神社 

16/木：猪高 

緑地公園の 

周回散策 

16/木：可児川

下流自然公園 

とカタクリ広場 

毎月 

第４金曜日 

毎週 

金曜日 

毎月 

第４火曜日 

毎週 

火曜日・水曜日       （但し、小中学校の春/夏休み期間中は休み、１０月よりは土曜日もあります。） 

毎月 

第 1 火曜日 

4/月 

大須演芸場 

：落語 

休

み 

 

干支つくり 

：卯年 

17/月 

グランドゴルフ

大会 

21/月 

男の料理 

在宅 SC 

休

み 

16/月 初詣 

大須 三輪神社 

八事 興正寺 

休

み 

20/月  納会と懇

親ランチ会 

木曽路 八事店 

有  有 有 有 有 有 有 有 有 

毎月 

第２・４金曜日 

毎月 

第１・３月曜日 

地区ごとに設定 

（詳細はホームページをご覧ください） 

かわら 

版 1 号 

  18/火 公開

講演会 

26/水 GG 

交歓会 

16/火 地域ミー

ティング 37 期 

17/水 １６区 

フェスティバル 

かわら 

版 ２号 

27/金 AM 

区会説明会 

34 期 

15/水 

鯱城会入

会 34 期 

かわら 

版３号 

09/木 OB 

文化祭 

令和４年度 ７月～１２月／1 月～３月 鯱城会 スケジュール 
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私は１９５７年（昭和３２年）６月に、昭和区から瑞穂区陽明学区に、移り住みました。 その後、瑞穂区に住んで９年

目に、進学・就職で名古屋を離れました。  そして、再び瑞穂区に戻ったのは、２０年前でした。そのころには、あちら

こちらにマンションが建ち、地下鉄名城線が開通し、便利な街になりました。 

あらためてこの街で瑞穂鯱城会の仲間と、楽しく・平和な時間を過ごしたいと思うこの頃です。 

６５年前のことになりますが、その当時の思い出をランダムに書き連ねてみました。 

 

１． 陽明小学校―――（昭和２９年設立・・汐路少から分離） 

転校したのは、４年生の１学期。 

 運動場の西側に木造２階建て校舎、南側の坂の上に平屋の校

舎があり、緑に囲まれた環境でした。 

学校のシンボルは、「双葉の子」の像、校歌も「双葉の子」という

童謡風の可愛い曲で、今も続いています。 

体育館もプールもありませんでしたが、楽しく 3 年間通いました。 

 

 

２． 八事周辺 
大久手方面からの市電の終点でした。雑草のなかに引込線が

あった記憶があります。 （当時は市電の停留所は道路から左に

入った専用線駅だった。） 

飯田街道沿いに、興正寺と八勝館以外は、店がちらほらで、も

ちろんイオンも中京大学もなく、山手通りの両側は開発中で、そ

の近くに八事斎場がありました。 

いずれにしても名古屋の外れとの印象でした。 

 

 

３． 山崎川の桜 
護岸工事があったので、かなり風景も変わりましたが、当時も

桜の名所として人気でした。 

昭和 30 年代は、屋台／夜店も出て、とても賑やかだった思い

出があります。 

近隣住民からの苦情等で昭和３０年代後半に、屋台／夜店は

禁止になりました。  

健全で静かな花見は、コロナ禍の時代を先取りしたようです

が、一抹の寂しさを感じます。 

 

 

 

 

 

＜ペンリレー＞  ※ 人から人へと原稿をつなぐペンリレー。    次回は２９期の齊木さんに引継ぎます。 

瑞穂区に移り住んだ頃                                        ２９期 白木 隆 

12：End 

編集後記      総務委員会 幹事：広報担当 野村 哲 
  鯱城会便り９２号が出来上がりました。 

総会報告と同好会の紹介を中心にまとめました。 

鯱城会便りの発行は、昨年度から年２回に致しました。 広報委員のなり手が少なくなり、やむ得ないことと、 

ご理解をお願い致します。 

次回は来年１月ごろに発行を予定しております。毎年秋に開催される趣味の作品展の特集です。 

今回の会報制作は３回目になりました。 レイアウト作り、原稿集め等今までの会報を制作された編集者の 

ご苦労がよくわかりました。 


