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【今年度の抱負】

会　長 酒井　淳二 （30期　地域Ａ 守山）

　平成31年4月より守山鯱城会会長に就任させていただきました酒井です。

微力ではありますが、皆さまのお力をお借りしながら1年間の任期を務めていきたく

思います。

　さて本年度は、32期生17名を新会員としてお迎えし、全会員数は235名となり

ました。昨年度よりは7名減であり、会員数の減少傾向には歯止めがかかっていま

せん。新規会員の入会率の低下、既存会員の高齢化が主な要因ですが、この現状を

踏まえながらも会員の皆様が「入ってよかった」、と思える守山鯱城会でありたい、

と考えています。気楽に、楽しく、無理をせず、皆さまが気軽に活動出来る守山

鯱城会でありたい。

　守山鯱城会には7つの地域会があり、10の同好会があります。（本年度さくら

鳴子会が新規に活動を開始して同好会が１つ増えました。）

また年5回の社会見学会、各種のボランティア活動等本年度も例年同様の行事を計画

しています。皆さまが１つでも多くの行事に気楽に、楽しく、無理をせず参加頂き

会員相互のより一層の交流、親睦を深めて頂ける様努めてまいります。

　平成から令和に元号は変わりました。我々守山鯱城会も伝統を守りつつ、変え

るべきものがあれば変えていきましょう。

何かお気づきの事がありましたら、ご意見、ご提言を頂けます様お願いします。

１年間何卒宜しくお願い致します。

副会長 井上　米子 （29期　文化Ａ　守山）

　楽しい、忙しいの１年間でした。　 子供達の句を二句紹介します。

今年度の抱負も楽しく、忙しく過ごしたいと

思います。

今年最初は花見会で子供達と会えたことです。

半年ぶりに会い、背も高くなり少しぽっちゃり

して、顔見たとたん、抱きついてくれました。

うれしかったです。

守山鯱城会にはこういう、よきせぬ楽しい

ことがあるんです。

今年度は１人ですが、皆様の助けをかり、

ご協力をお願いします。

＂ 本 部 役 員 ＂
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総務委員長　 森　栄治 （30期　園　芸　守山東）　　

　 昨年に引き続き総務委員長を拝命しました。総務委員としては3年目に入ること

になり他にもっと適任の方がいると思いますが今後1年間、会員皆様のご理解・ご協

力をいただきながら努めてまいります。

　さて、今年度も18名の方が入会されましたが守山鯱城会にとって誠に喜ばしいこと

です。一方25名の方が退会されることになりここ数年会員の数が減少している状況

です。会員の減少については様々な原因があると思いますが、組織の将来にとって

は少し懸念するところです。

　今年度も各委員会・地域会で昨年度同様の事業が計画されていますが、鯱城会本

部の事業等もあわせて多くの会員皆様が参加していただきますようお願いいたします。

会計委員長 二村　正明 （30期　環　境　守山東）　　　

　昨年度に引続き再び会計を担当させていただくことになりました。宜しくお願

いします。５月から新しい元号＂令和＂が始まりました。守山鯱城会も新体制で

スタートいたしました。

　ところで、ご存知のように今年度は大きな課題を抱えております。

　それは、来年度迎える「守山鯱城会設立３０周年」に向かっての準備期間に

なっています。昨年度よりいろいろ議論を重ねてきておりますが、会計担当と

しましては限られた財政の中でいかに効率よく有効的に財政をマネージメント

するか頭の痛むところですが、１年後には周年行事をスムーズに行えるように

役員皆さんのご協力を得て会計業務を進めてまいりますので、宜しくお願いいた

します。

行事委員長 岡部　正幸 （30期　国際Ａ　守山西）

　愈々新しい年度が始まりました。平成から令和と元号も変わり何か有りそうな

予感がしますが、今年も昨年に続き行事委員長を拝命させて頂きました。

　各地域の行事委員の顔ぶれも大森・守山西地域以外前年度に引き続き携わって

載けるので心強く思っております。

　本年度は＂趣味の作品展＂＂日帰りバス旅行＂が日程の関係から１１月になり、

１６区フェスティバル（運動会）も同月に予定されております。会員の皆様の

御援助・御協力を宜しく御願い申し上げます。

　各行事への御意見、御要望は各地域会で御討論頂き、行事委員から行事委員会

へ反映したいと思っております。（行事委員会は年数回開催予定です）まずは

参加、実行、改善を進めてゆきます。
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広報委員長 角田　悟 （27期　福　祉　守山西）

　広報は「PR」とも表現されます。PRとは、”Public Relations”の略。

「Public＝一般の人々」と「Relations＝関係性」をつくる仕事という意味です。

つまり、守山鯱城会の会員と役員会をつなぐ役割を担っています

①　会員の皆様の意見・希望を守山鯱城会役員会に伝える。

②　守山鯱城会役員会の方向性・決定事項を会員の皆様に伝える。

上記のことを心がけて作業を進めていきたいと思います。

　　朝比奈　正 （31期  地域Ａ　守山東）

　今年度、守山鯱城会が実施・参画するボランティア活動（計画中のものを含む）

を紹介します。当会のボランティア活動は定例活動と定例外活動に大別され、それ

ぞれの内容は以下の通りです。

Ⅰ．定例活動（年間を通して月例で行う活動）

 ① 名鉄小幡駅と守山区役所付近の瀬戸街道や龍泉寺街道の町美：毎月第二火曜日

　  の８時５０分（サマータイムあり）に守山区役所駐車場に集合

 ② 玉野川学園の花壇・農園作業：毎月第一・第三の木曜日８時５０分（サマー

　  タイムあり）に玉野川学園に集合

Ⅱ．定例外活動（期間限定や単発の活動）

 ① 名鉄小幡駅前ロータリーの花壇への花の植付けと夏場の水遣り（７～９月）

 ② 玉野川学園の花壇・農園での夏場の水遣り（７～９月）

 ③ 地域デイサービスセンターの夏祭りへの協力（７月）

 ④ 名古屋市が実施する「こころの絆創膏キャンペーン」への参加協力（９・３月）

 ⑤ 玉野川学園での「いも煮会」の実施（１０月）

 ⑥ 鶴舞公園クリーンキャンペーンへの参加協力（１０月）

 ⑦ 堀川清掃大作戦への参加協力（１１月）

 ⑧ 守山社会福祉協議会の福祉祭りへの協力（１１月）

 ⑨ 名古屋市の実施する福祉基金の募金活動への協力（２月）

 ⑩ マラソンフェスティバル　ナゴヤ・愛知への参加協力（３月）

上記の個別事案に対しましては、そのつど役員会を通じて参加募集や協力要請をさ

せていただきます。皆様のご支援があってこそ、こうしたボランティア活動は成り

立つと考えておりますので、よろしくご協力下さいますようお願い申し上げます。

　　（夏の水遣り） 　　（堀川清掃）

ボランティア委員長
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幹　事 谷口　賢三 （32期　生活Ｂ　守山西）

　28年の歴史のある守山鯱城会に入会し、1年目から幹事の任を仰せつかり身の引き

締まる思いです。

　まずは、鯱城会本部との連絡・調整に努め、守山鯱城会のボランティア活動、行事

並びに広報等を円滑に進めたいと思います。

そのためには1年目の新鮮な視点を生かし、いち早く問題点に気付き、改善に努める

ことが私の役目ではないかと考えております。

そして、会員の皆様とは各種の行事活動の中で、よく見・よく聞き・よく話し、親睦を

深めていくことも大切です。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

監　査 寺尾　守 （29期　園　芸　守山西）

　光陰矢の如し、一年前に皆さんに宜しくと挨拶したばかりなのに、今日は有難う

の挨拶になりました。

　会員の皆様のご協力を得まして、守山鯱城会の会長の活動を終える事になりました。

「今年度の抱負」

　＂魅力ある守山鯱城会にしよう＂を目ざして活動して参ります。

例えば小幡駅前の花壇の管理、１６区フェスティバル実行委員に応募しました、

自分の健康と体力維持、全行事に参加する事。

各委員会活動

皆様に喜んでいただける守山鯱城会となりますよう、微力ながら努めてまいりますので、

　これからも、ボランティア活動を積極的に行い、社会の変化に柔軟に対応し、地域の

行事     
「趣味の作品
展」の開催     
バス旅行の実

施 

ボランティア       
玉野川学園の
花壇・農業管
理 瀬戸街道
美化活動など 

総務      
諸会議開催  
会員の管理  
その他業務 

会計      
会費・支出金
の管理       

予算・決算業
務 

広報     
「守山鯱城会
便り」「かわら
版」の発行  

守山                 
鯱城会  
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守山地域 稲川　篤芳 （29期 地域Ｂ）

　平成最後の年度と言いますか、令和最初の年度と言いますか新年度がスタートしました。

予想していたとは言え、守山地域会への新規加入者はわずか２名で、結局前年度より会員

数が６名減ってしまいました。

　減少理由はいろいろあると思いますが、会員に地域会の活動に少しでも参加しやすい環

境や雰囲気を作るにはどうしたら良いのか。そして、会の活動への参加者を増やす良い方法

はないか、今年は皆さんと相談しながら有効策を探っていきたいと考えています。

守山東地域 立川　哲夫 （28期 文化Ｂ）

　高年大学鯱城を卒業して数年。地域のためにボランティア活動をしたいものだとは思っ

ていた。今回守山東地域の代表となり自分なりに努力してみようと思っている。

　私を含めて人生遊行期にあるわけであるから何をやるにしろ楽しい老後の一助になれ

ばと思っている。気負いの心は全くない。守山東は約５０名で構成されている。

その先頭にたって楽しく遊びの日々が送れれば嬉しい。

　ただ一つ心配事は色々なサークルの幹事が同時にスタートしたことである。

体は一つしかないのでうまくスケジューリングして忙しいかつ有意義な一年を目指したい。

　「青き空 青葉若葉に囲まれて 男の匂い生きてる証」　皆と力を合わせ頑張ろう。

守山西地域 森　　晴久 （29期 地域Ｂ）

　今年も何故か地域代表の役を務めさせていただく事になりました。

今年度は昨年に続いて３名の３２期生の方に入会していただけました。今までにないクラブ

活動をされた方々の入会で、活発な地域会活動が出来ることを楽しみにしております。

某大学の入学式で「大学を頑張って卒業しても、公正に報われない社会が待っている」との

祝辞で話題を呼びましたが、西地域会では「明るく、楽しく」をモットーに、皆様のご協力を

得て、昨年度に引き続いて地域社会では公正に報われる会にしていきたいと思っております。　

よろしくお願い致します。

守山北地域 加藤　守男 （27期 国　際）

　新年度守山北地域代表の加藤です。北地域も新会員４名が入会し会員数４１名になりま

した。平成から令和に新元号が変り新たな気持で会の運営を行いたいと思います。

新年度は会員相互の融和とコミﾕニケーションを図る為にお茶会、ランチ会、スポット的な

楽しい行事を行い健康で楽しいシルバーライフを作っていこうと考えています。

又守山鯱城会での行事、ボラ活動にも参加してもらい活動の喜びを少しでも理解して頂き

元気のある北地域にしたいと思います。

新しい令和の年から地域活動にほんの少しでも感心を持って頂ければ幸いです。

＂地域会代表＂
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大森地域 服部　美代子 （30期 環　境）

　今年度の大森地域は、３２期生３名と再入会者１名の計４名を迎え、３５名のスタート

となりました。

　月１回の地域会は喫茶店でモーニングをした後、区鯱城会の定例会の報告を毎回１０名

弱の参加で行っております。３月に第１回女子会でランチ会を行ないました。楽しかったと

のお言葉をいただきましたので、又、第２回目も開催出来たらと思っております。

　他地域主催の行事に参加し、知識、見聞を深めて、いつまでも元気で、守山鯱城会の

和を広めていけたらと思っております。

森孝地域 三宅 賢一 （25期 園　芸）

　今年もこの時期を迎えました。毎年「抱負」を寄稿いたしますが、恥ずかしながら四度目

の代表ともなりますと「抱負」も何度も言いつくした言葉しかなく、自分で考えても陳腐で新

鮮味が無いなと感じます。当地域会はベテラン会員さんも多く、申し上げたい言葉は充分

ご承知済み。今年も只々会員の皆様のご健康を願いつつ、ボランティアに、各行事に、

志段味地域 三浦　豊臣 （29期 地域Ａ）

　守山鯱城会に入会し、４年目に入りました。志段味地域会の代表は３年目となりました。

　振り返ってみますと、楽しかった事、勉強になった事、そしてつらかった事も思い出され

ます。いろいろな活動について、しんどさが増してきている状況にありこれは年齢から来る

ものでしょうか？

　この組織を、仲間達を大切にしていきたいと活動してきました。今後もその考えでいま

す。今年度は楽しい活動をしていきたい。私達が楽しい楽しめる活動とするためには、

みんなで意見を出し合い、協力していくことが必要と思っています。

守山鯱城会地域別会員数 ２３5名

会員の皆様が参加できますよう、誠心誠意尽くしてまいりたいと思います。やっぱり陳腐？？

38名 

46名 

34名 
41名 

35名 

22名 

19名 
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守山鯱城会　　第２９回通常総会の概要

広報担当

　平成31年4月17日（水）　13時45分から守山文化小劇場に於いて、守山鯱城会第29会通常

総会が開催されました。当日は雨が降る中　会員235名中　95名の出席がありました。

　定刻に服部総務委員の司会により、総会は進められました。

まず、昨年度中に逝去された会員に哀悼の意を表し出席者全員で黙祷を捧げました。

①　会長挨拶

　寺尾会長が、会員皆さんの協力により１年間無事に会の運営ができたことに謝意を述べられ

ました。

②　事業報告

　寺尾会長から、平成30年度中に実施されました会議・趣味の作品展・日帰りバス旅行・地域

会活動の報告がありました。

③　ボランティア活動報告　

　鈴木ボランティア委員長から、平成30年度中に実施した町美・玉野川学園での奉仕活動・

名鉄小幡駅前花壇などの奉仕活動の報告がありました。

④　会計報告及び監査報告

　二村会計委員長が、平成30年度の会計報告を行ない、続いて加藤監査役から監査の結果

適正に会計処理されていたとの報告がありました。

⑤　謝意表明

　司会者から　「平成30年度役員は本日をもって任期満了です。」との報告があり、その労

に対して出席者から盛大な拍手で謝意が表されました。

⑥　新会員の紹介

　司会者から、今年度入会された32期生17名中、総会に出席した14名の方が紹介され

ました。

⑦　新年度役員の改選

⑧　新会長挨拶

　酒井会長から、　「入ってよかった」　と思える守山鯱城会でありたい旨の挨拶がありました、

⑨　新年度事業計画及び収支予算説明

　森総務委員長から、平成31年度の事業計画及び予算説明がありました。

質疑応答では予算案の表示等で問題がありましたが、森総務委員長の説明で承認されました。

　司会者から、平成31年度本部役員候補19名の紹介があり、原案通り全員承認されました。
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⑩　全体協議

　会員から、予算案の表示について質問があり、森総務委員が説明をし承認されました。

⑪　同好会紹介

　司会者から、今年度より　「さくら鳴子会」　が発足し、10同好会になったとの説明がありました。

総会の様子を写真でご覧下さい。

（総会準備打合せ） （地域受付） 　　　（質疑応答）

        （酒井会長挨拶） （森総務委員長説明）

総会後下記のアトラクションがありました。

①　玉野川学園生徒と職員による太鼓演奏

②　「民踊同好会　ふなっこ」　による民踊

親　睦　会 　　　（民踊同好会　ふなっこ）

総会及びアトラクション後、守山社会福祉協議会　３Ｆ　研修室で３２期生と新役員との

親睦会がありました。

（酒井会長を囲んで） （守山北地域の皆さん）

ア ト ラ ク シ ョ ン
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本部役員及び地域代表並びに地域副代表 総務担当

役　職 地　域 氏　名 期 学　科

会　　長 守　山 酒井　淳二 30 地域Ａ

副 会 長 守  山 井上　米子 29 文化Ａ

総務委員長 守山東 森　　栄治 30 園　芸

総務委員 守山北 高見　栄子 32 健康Ｂ

総務委員 大　森 服部 美代子 30 環　境

会計委員長 守山東 二村　正明 30 環　境

会計委員 守山西 木下　麗子 30 生活Ａ

行事委員長 守山西 岡部　正幸 30 国際Ａ

行事委員 大　森 加藤　和子 30 生活Ｂ

行事委員 守山東 松本　直良 31 美　術

広報委員長 守山西 角田　 悟 27 福　祉

広報委員 守山東 峰村　道弘 26 福　祉

広報委員 志段味 伊豆　克廣 29 地域Ｂ

ボランティア委員長 守山東 朝比奈 正 31 地域Ａ

ボランティア委員 守山北 斎藤　 誠 28 環　境

ボランティア委員 守山北 竹本　勝洋 30 園　芸

ボランティア委員 守山西 岡本　幹夫 32 福　祉

幹事（鯱城会） 守山西 谷口　賢三 32 生活Ｂ

監　　査 守山西 寺尾　 守 29 園　芸

守山地域代表 稲川　篤芳 29 地域Ｂ

　　　副代表 石橋　正幸 31 地域Ａ

守山東地域代表 立川　哲夫 28 文化Ｂ

　　　副代表 松本　直良 31 美　術

守山西地域代表 森　　晴久 29 地域Ｂ

　　　副代表   田中　信子　 30 生活Ａ

守山北地域代表 加藤　守男 27 国　際

　　　副代表 梅村　旭正 28 陶　芸

大森地域代表 服部 美代子 30 環　境

　　　副代表 尾崎 奈留美 31 生活Ｂ

森孝地域代表 三宅　賢一 25 園　芸

　　　副代表 ☆ 25

志段味地域代表 三浦　豊臣 29 地域Ａ

　　　副代表 ☆ 29

※ ☆印は、役員重複者につき記載省略

志段味

守　山

守山東

守山西

守山北

大　森

森　孝
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地域委員 総務担当

役　職 地　域 氏　名 期 学　科

守　山 伊藤　清和 27 地　域

守山東 中村　靖治 25 環　境

守山西 北野　信子 30 健康Ａ

行事委員 守山北 三浦   勉 27 環　境

大　森 水野　正人 32 国際Ａ

森　孝 後藤　和悟 28 福　祉

志段味 大原　宏一 17 地　域

役　職 地　域 氏　名 期 学　科

守　山 奥村　隆司 24 文化Ａ

守山東 峰村　道弘 26 福　祉

守山西 杉本　三夫 25 陶　芸

広報委員 守山北 岩田　 繁 26 園　芸

大　森 山本 正一郎 28 陶　芸

森　孝 岡田 ふみ子 28 生活Ａ

志段味 奥崎　三彌 25 陶　芸

　 　 　 　

役　職 地　域 氏　名 期 学　科

守　山 酒井　淳二 30 地域Ａ

守山東 朝比奈　正 31 地域Ａ

ボランティア 守山西 寺尾　 守 29 園　芸

委員 守山北 斉藤　 誠 28 環　境

大　森 本多　克昭 30 健康Ａ

森　孝 衛藤　孝義 26 地　域

志段味 今泉　文雄 29 園　芸
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役　職 地　域 氏　名 期 学　科

宮地　房枝 31 健康Ａ

可児　勝久 27 地　域

守　山 井上　米子 29 文化Ａ

本島 けい子 31 健康Ａ

小林　秀明 23 環　境

米山 二美江 29 福祉Ａ

星  八千代 30 園　芸

立川　哲夫 28 文化Ｂ

守山東 加藤　章夫 28 陶　芸

山田   功 26 国際Ａ

森　 栄治 30 園　芸

鶴瀬 ハツ子 29 生活Ａ

日比野 泰彦 23 文化Ａ

小路口 鈴子 29 生活Ａ

村松　恒夫 29 福祉Ａ

岡部　正幸 30 国際Ａ

藤原　 修 25 福　祉

河村　節子 25 環　境

加藤　幸男 29 環　境

水野 八重子 26 文化Ａ

守山北 長井　穂 30 園　芸

加地　久子 28 文化Ａ

前波　 勇 31 園　芸

植村　初代 27 福　祉

内野　正 26 地　域

鈴木　敏邦 29 文化Ｂ

山本 正一郎 28 陶　芸

三宅　賢一 25 園　芸

佐藤　美子 27 環　境

志段味 な　し

地区委員 守山西

大　森

森　孝
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ボランティア委員会

作業服装は 緑ベスト及び緑帽子 着用です。 地域代表に申込をして下さい。

個人参加

①　町美 瀬戸街道・竜泉寺街道・名鉄小幡駅前ロータリー清掃

日　時 毎月第２火曜日 ８時５０分から　　

（７月～９月は８時２０分）

集合場所 守山区役所駐車場

②　玉野川学園 花壇・畑の管理

日　時 毎月第１及び第３木曜日 ８時５０分から　

　（７月～９月は８時２０分）

集合場所 玉野川学園管理棟前

個人及び地域会参加

①　小幡駅前花壇苗植替え ７月９日（火） 個人参加

②　小幡駅前花壇水遣り　 ７地域会

③　玉野川学園花壇及び畑水遣り ７地域会

④　湯々楽デイサービス夏祭り 個人参加

９月以降のボランティア活動は 「かわら版」 でお知らせします。

自分の予定表に上記の　ボラ活動　を記入して下さい。

７月１５日(月）～９月１６日(月）

７月１５日(月）～９月１２日(木）

７月23日(火）・24日（水）・25日（木）

Ａ　定期ボランティア

Ｂ　不定期ボランティア　
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行事委員会

①　趣味の作品展 会員の皆様の応募をお待ちしています。

日　時 令和元年 　１１月６日(水）～１０日(日）

場　所 名古屋市民ギャラリー矢田

②　日帰りバス旅行 会員の皆様の参加をお待ちしています。

日　時 令和元年 １０月３０日（水）

場　所 未定 （行事委員会で検討中）

広報委員会

会員の皆様の応募をお待ちしています。

令和２年１月発行

いも煮会実行委員会 会員の皆様の参加をお待ちしています。

日　時 令和元年 　１０月２６日（土）　予定

場　所 玉野川学園

会　費 ６００円（予定）

玉野川学園内の畑で採れた「さといも」を使って昼食会をします。

今年度の地域会行事 会員の皆様の参加をお願いします。

令和元年 ６月   ５日（水）志段味地域会 志段味古墳ミュージアム

見学と古墳群散策

令和元年 ８月 ２１日（水） 守山地域会 国際協力機構

中部国際センター見学

令和元年 ９月 ２０日（金）守山東地域会 東春酒造㈱工場見学

令和元年 １１月 未定 守山西地域会 計画中

令和２年 １月 ２３日（木） 守山北地域会 新年会 木曽路瓦町店

令和２年 ３月 未定 大森地域会 計画中

守山鯱城会便り６０号
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寺尾　守 （29期　園芸　守山西）　

　時間はかかりますが、手間をかけなくても子イモがたくさんできるので、スペースがある

なら植えてみよう。

品　種

　食べる部位で分けると、子イモ用として石川早生・土垂・愛知早生

栽培法

　２５～３０℃くらいで日当たりがよいとよく育ちますが、葉が大きいわりに根が浅く張る

ので、乾燥させないように注意する。

植え場所

　水はけがよければ土質は選びませんが、砂質地など乾きやすい場合は水やりをし、敷き

わらなどで水乾燥を抑える。９０ｃｍ幅の畝に１５ｃｍの深さで植え溝を掘り、上下まち

がえずに３０ｃｍ間隔でタネイモを置き、とがったほうを差込むようにする。

牛フン 　　化成肥料

肥　料

　イモとイモとの中間に牛フン、化成肥料を１握りずつ置いて１０ｃｍ位ほど土を掛けて

ゆく、発芽には３週間ぐらいかかる。

　発芽してきたら、株と株のあいだに化成肥料を１握り施し土寄せをする。

水やり

　梅雨も明けると葉が展開する。葉を大きく広げさせることが、イモの充実につながる。

高温乾燥で水切れしやすいので、こまめに水を与える。

収　穫

　１０月中旬ごろ、晴天の日を選んで掘り上げます。イモを一つずつはずし、泥つきの

まま風通しのよい場所で陰干しする。

きれいに洗って皮を剥いて、いも煮会の始まり

です。

《手間いらずでたくさん収穫》

サトイモ作り

間隔 30ｃｍ 間隔 30ｃｍ 
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「ありがたい敬老パス」 米山 二美江 （29期　福祉　守山北）

っている。更新を忘れたこともないし紛失したこともなかった。それなのに誕生日に妹と

でなくすとは。。。妹を送ってから区役所に行った。

「それなら二階福祉課に」との案内に福祉課で訳を話す。

お使い下さい。新しいパスがご自宅に届くまで2週間はかかると思います」にびっくり！

個人のうっかりミスでなくしたのに仮の乗車証をいただけた。おかげで地下鉄もバスも変

パス在中」の封筒。敬老パスが届いたら仮のパスは返却してといわれていた。うれしくな

って区役所にとんだ。敬老パスは有難いものです。個人のうっかりミスにも親切です。

ですが区役所は迷惑です。

　区役所が迷惑ということは．．．敬老パスは大切に使わせてもらいましょう。

平成３０年度最終の行事　　

平成３１年３月１９日（火）森孝地域会

参加者 女性１８ 男性２９ 計４７名

編集後記

新年度より下記の委員にて担当させて頂きます。

＜本部広報委員＞ 角田　悟  (27期守山西） 峰村　道弘（26期 峰村） 伊豆　克廣（29期志段味）

＜地域広報委員＞ 奥村　隆司 (24期 守 山) 杉本　三夫 （25期守山西） 岩田　 繁 （26期守山北）

山本 正一郎 （28期 大 森） 岡田 ふみ子 （28期 森 孝） 奥崎　三彌 （25期志段味）

名古屋市科学館プラネタリウム観賞と太閤ランチ

（天候は曇・風も無く入場待ちＯＫ！）

「守山鯱城会便り５９号」をお届けいたします。発行にあたり会員多数のご協力を頂き、感謝申し上げます.

　敬老パスのお世話になってかれこれ10年。  鯱城学園はもちろん、今でも毎日のように使

参加したバスツアーの帰りになくしてしまった。後期高齢者記念の誕生日に初参加のツアー

わりなく利用できた。届けて5日ほどして帰宅した私を待っていたのは区役所からの「敬老

書類を渡されなくした理由場所を書き手数料を払い「新しいパスができるまでこの乗車証を

太閤ランチをいただきいて　”心も体も”大満足！
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名古屋市高年大学鯱城学園

守山区のシンボル

会員の皆様覚えて下さいね。！

（守山区の　シンボルマーク）

(守山区の木　ドングリ）

（守山区の花　キキョウ）
（守山区のマスコット モリスちゃん） 




