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【記憶に残った出来事】

会　長 酒井　淳二 （30期　地域Ａ 守山）

16区フェスティバル運営委員1名、サポーター2名の選出でした。

毎月何度か会議のある大変な役ですが、早急に人選を行う必要がありました。

即応して下さいました。会長としての初仕事がスムーズに終えたことに安堵するとともに、

皆さんの非常に協力的な姿勢に強く感銘を受けました。

　また、16区フェスティバル当日の応援合戦については、事前にウェーブを行う事のみが決

まっていました。

他地区では、事前練習、色々な小道具、衣装、音楽等準備万端で臨んでいるのに対して、

我が守山鯱城会では、どういう風にウェーブを行うかさえ打ち合わせしておりませんでした。

始末です。会長としての至らなさを痛感するばかりでした。それでも、笛を吹いた方が良い、

応援合戦が盛り上げることが出来ました。（感謝、感激、雨アラレ）

　ここでも守山鯱城会皆さまの非常に熱心な、協調性のある暖かな姿勢を強く感じました。

今後も皆さまと温かみのある守山鯱城会で活動したい、と改めて思っております。

副会長 井上　米子 （29期　文化Ａ　守山）

　庭に親指位の小さな赤紫色のかわいい小菊が咲いています。

楽しんできました。これからも楽しんで行きたいと思います。

＂ 本 部 役 員 ＂

  今年第2回の16区フェスティバル開催が決定されることになり、会長としての最初の仕事は、

　運営委員については、前会長が率先して受けて頂き、2名のサポーターもお願いした方が

「おや、まあ、大失敗！」と大慌てで応援合戦の始まる少し前にどうするか打ち合わせをする

ベストを手にもってそれをウェーブで振り上げよう、と色々アイデアを頂き、結果としてみんなで

在学2年生の文化祭のとき園芸部の方に、1株いただいたのが毎年思い出と共に咲いてくれ

ています。学生生活は友達と名古屋市内をいろいろ歩いたり、私は三重の人間でしたので

とても勉強になりました。卒業してもう4年、守山鯱城会に入会して、ボランティアをいろいろ
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総務委員長　 森　栄治 （30期　園　芸　守山東）　　

ことでした。これは、新しい役員のなり手が少なくなっているためかと思います。

記念誌の3部会に分かれて検討する準備期間であったと思います。

　会員皆様のご協力をいただき、30周年記念事業が成功しますよう祈念いたします。

会計委員長 二村　正明 （30期　環　境　守山東）　　　

　会計を担当して2年目になりました。この間は可も無く不可も無く担当できたと思います。

　「助成金」　として活動費をお渡しする方法・手段のことです。

　ところで、来年度は守山鯱城会が発足して30年目を迎え、記念となる周年行事を行なう

予定があります。会員の皆さまと共に喜んでいただけるような周年行事にするため、必要な

資金面のバックアップが求められます。役員の皆さまとご相談をしながら、しっかり準備を

進めてまいります。

行事委員長 岡部　正幸 （30期　国際Ａ　守山西）

　早いもので行事委員長を拝命して2年が過ぎた。行事＝日帰りバス旅行と趣味の作品展

であり、会員の皆様の御支援・御協力が無ければ進捗しない。昨年の日帰りバス旅行は

今年の日帰りバス旅行も期待数に僅か及ばず各地域代表様の力をお借りしました。

お陰様で楽しいバス旅行と成りましたが、お一人出発時間に間に合わず残念でした。

感謝で一杯です。力作揃いの作品で鑑賞された方も期間中500名を越えました。

惜しむらくは実力を温存されて見える方是非次回は出展を！

令和2年11月は守山鯱城会創立　30周年　です。

会員全員で行事を盛り上げましょう !!

　1年を振り返り、本部役員として記憶に残った出来事が何かと問われて答に窮することにな

りました。強いてあげれば、4月の最初の役員会の顔ぶれが前年度と余り代わり映えがしない

　ところで来年度、守山鯱城会では他の多くの区と同様、設立30周年を迎えることになります。

そのため今年度は、30周年記念事業に向けてどうするか？として記念大会、アトラクション、

会計担当者として、会員の皆さまの大切な会費を間違いのないように管理することを第一に

心掛けておりますが、唯だ一点、課題として感じたことがあります。それは、各同好会に毎年

期待数に及ばず参加者に御迷惑をお掛けしました。この苦い経験をバネに取り組んだものの

　日頃の研鑽を披露して戴く『趣味の作品展』には例年以上の申し込みを戴き感謝・
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広報委員長 角田　悟 （27期　福　祉　守山西）

　自分で出来る範囲で行事活動に参加して 「生の情報」 を会員の皆様に提供しようと

かわら版制作に向き合いました。旬の情報を皆様に届けようと　！

①　入会して一言  5月

②　同好会活動（料理・鳴子）  7月

③　苗植えと夏祭り  8月

④　水遣りと今後の活動  9月

⑤　守山区福祉まつりといも煮会 12月

朝比奈　正 （31期  地域Ａ　守山東）

ることにありますが、年間を通して数種類の作物を育成しています。

ダイコン（生育期間：九月～十二月）、タマネギ（生育期間：十一月～六月）、ジャガイモ

（生育期間：二月～六月）、ヤーコン（生育期間：四月～十二月）を栽培しています。

ものであり、代々の玉野川定例会で細々と育成されて来たものです。

ちしております。

幹　事 谷口　賢三 （32期　生活Ｂ　守山西）

　パソコンは得意でもないのに、ホームページ担当となってしまった。

　困った。これからどうしたものだろか？これが私の記憶に残った出来事です。

聞かせて少し見る角度を変えて観る。すると何となく道が見つかり前に進むことができた。

気持ちで、チームで助け合いながら進めてまいります。

　趣味と実益を兼ねた農作業に興味のある守山鯱城会員の皆様の、定例会への参加をお待

私は趣味で、山登りをしていて道に迷いそうになると、自分に必ず道はある、落ち着けと言い

　ホームページ？考えているよりまず実行。先輩の担当の三輪さんにホームページのやり方

き、何とかできるようになりました。これも、守山鯱城会に入会しなければ、ホームページに係

材であるサトイモ（生育期間：四月～十月）とサツマイモ（生育期間：五月～十月）を育成す

　とはいっても、全ての作業日に雨が降らなくても年間２３回という回数の問題や、土地自体が

そう肥えていないという状況から、手間のかからない野菜類しか対象になりません。そのため、

　このうちヤーコンはなじみが薄いと思いますが、これは血糖値の上昇を抑える多糖類のイヌ

リンを多く含む菊芋と同様のキク科の根菜で、多糖類のオリゴ糖が豊富な食物として知られる

　ボランティア委員会では、正月の第一週を除く毎月の第一及び第三の木曜日に玉野川学

園の農園作業を実施しています。その主目的のひとつは、十月に行われる芋煮会の主要食

ボランティア委員長

わることもなかったでしょうし、新たな人との出会いもなかったと思います。これからも一歩前の

について、原稿の整理の仕方からホームページの会社への送り方など初歩から学ぶことがで
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守山地域 稲川　篤芳 （29期 地域Ｂ）

　今般いただいた原稿依頼の題「地域代表として記憶に残った出来事」について、地域代表

いて記憶に残る出来事はありませんでした。

　これを逆に考えてみると、守山鯱城会創立以来30年近い年月をかけ築かれてきた歴史は

重く、この実績に沿い淡々と事務処理ができた結果なのではとも考えました。

　ただ、記憶に残る出来事が少ないと言うことは、会の活動が必ずしも活発でないことの現れ

近に控え大きな課題を与えられたような気がしました。

守山東地域 立川　哲夫 （28期 文化Ｂ）

　9月20日（金）に守山東地域担当で東春酒造㈱の見学会を行いました。

秋とは言え未だ暑い最中に29名の参加を頂きました。

この会社は江戸末期の元治2年の創業という老舗の蔵元です。

酒の仕込み・醸造は晩秋から翌年の春先まで行われるとの事で残念乍ら作業工程は見学で

きませんでした。しかし昔乍らの山廃仕込み本醸造の話をお聞きし、イケメン杜氏の説明に

耳を傾けました。工場見学の後濃くて甘い口当りの　「生酒」　を試飲させて戴きました。

お陰様で2時間余りの楽しい時間を過ごせたと思っております。

多数のご参加を頂きまして誠に有難うございました。

守山西地域 森　　晴久 （29期 地域Ｂ）

　今年の「いも煮会」も玉野川学園、守山鯱城会の会員の多数の皆様のご努力で10/26（土）

に晴天の下、盛大に開催され楽しく過ごさせていただきました。

　学園長挨拶の中で前日の25日に学園から自宅へ帰る途次、「愛岐道路」が大雨で道路閉

鎖されていた為、迂回路で帰宅したとの話がありましたが、その日は土岐川の観測地点の

水位が上がり水防団待機状態にありました。

　守山区で庄内川・土岐川流域に居住する西地域会の人には特に気になる話でした。

　近年の異常気象で台風・大雨による被災地域が日本のどの地域でも発生する可能性が

あります。

　名古屋でも過去には「伊勢湾台風」による甚大な被害が発生したこともあり、今回の伊豆半

多くの河川が氾濫した事例を見ても、決して他所事ではなくなっております。

　今後も降雨時には瑞浪の監視カメラや、多治見・志段味・味鋺地点での水位計には十分

に注意を払い洪水災害に備えようと思いました。

＂地域会代表＂

に就任した本年4月以降を振り返ってみました。しかし、私の感性が鈍いのか守山地域会にお

でもあると思います。会を活発化するにはどうしたら良いのか、守山鯱城会創立30周年をを間

島に上陸した台風19号や10月25日に発生した観測史上1位を更新した記録的な大雨によって
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守山北地域 加藤　守男 （27期 国　際）

　今年5月に第2回鯱城会16区フェスティバル実行委員会を立ち上げ16区より委員長と

サポーター2名が毎月学園8階講義室で準備会議を行い12月20日の本番を稲永スポーツ

センターで行いました。運営を5組織にそれぞれ役割分担し計画的な運営を図る事が出来、

当日は約630名の参加者がありけが人もなく無事に終える事が出来ました。我が守山区も

42名の参加があり大いに盛り上がりましたが残念ながら上位入賞は出来ませんでした。

参加された方々本当にお疲れ様、有難うございました。

この第2回のイベントで感じた事は約50名の役員の中で27期3名が1番古い期で30名は30期

以上の人で世代交代していることを痛感しました。　　

大森地域 服部　美代子 （30期 環　境）

40分位のストレッチの終了です。体全体が軽くなったような気がします。

休憩では水分補給をし、さあ次は鳴子踊りです。「きよしのズンドコ節」です。

少しづつ、フリを覚えるのも脳トレです。何とか一曲を通して踊れるようになりましたが、先生

の「かまえて」の合図で最初のポーズをかまえたところでだめ出しです。

踊っています。

　1月の新年懇親会で初めて披露する事になっていますが、一生懸命踊りたいと思ってい

ます。

森孝地域 三宅 賢一 （25期 園　芸）

　記憶に残った出来事は？？？地域代表になった一年目、三十数名の会員のまとめ役等

初めての事ばかり。諸先輩の顔色を見つつ落ち度のないようにと気を張って一年を自分なり

に頑張った。気力も体力も有り学園の設立趣旨「地域活動の核となる人材」を念頭に地域

活動、ボランティア活動、社会見学、定例会、懇親会等々今でも強く記憶に残っている。

二年目、三年目、四年目、気力体力も年なりに落ち代表活動も無難にやり過ごす。

活動等余裕もあり難なく対応しているが、初代表時ほどの新鮮な記憶がない。会員の皆様に

は申し訳ない。今更ではあるが記録ではなく記憶に残る活動が叶うよう会員の皆様のお力を

借りて代表活動を終えたい。

くみえるように踊って下さい」時々順番を間違えたりと、まだまだ完璧には踊れないですが楽しく

「右足を横に広めに出して下さい」「鳴子の間から、のぞかないで下さい」「手を伸ばして大き

　軽快なリズムに合わせて、ストレッチの始まりです。年齢と共に縮こまってくる体を手・足・腰と

徐々に伸して行きます。つらいポーズも有りますが、無理をしない様にと声を掛けていただき、
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志段味地域 三浦　豊臣 （29期 地域Ａ）

　投稿依頼をうけ、テーマをみて考え込んでしまいました。人様に報告するようなことがあった

のかと。そんなに大上段に構えることはないのでないかとも考えました。

　守山鯱城会に入会して4年目が終わろうとしています。その間いろいろな活動に参加して

きました。思い返しますとあの会議ではあの人の発言で方向性が定まり助けられたこと、

そしてあの行事では進んで協力してくれた人や支えてくれた人が思い出されます。

　記憶に残る出来事は、自ら進んで申し出てくれた仲間からの応援や協力、そして意見具申

が強く印象に残っています。
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「無人島の捕虜生活」 松原　 博 （9期　園芸科　守山）　　

　原隊　南方軍総司令部　第29軍独立戦車第49大隊　マレーシア　イーポー　駐屯　

　クルアンの検問所で戦犯有無のチェックを受け、ホワイト、グレー、ブラックに分類された。

ホワイトキャンプの者はレンパン島へ輸送される。

　貨物船より小舟に分乗し、マングローブの根幹を綱渡りしながら上陸、道なきジャングルを進み

島の北東部に宿営地を決める。

　丘稜の整地・ジャングルの森林伐採等約5日間で宿舎・炊事場・便所・貯水池等を完成させる。

疲労空腹に耐えた日々であった。

　生活の目標　全員無事に内地の土を踏もう！

時代の怨念や果して内地に帰れるか不安、我慢耐えるの連続。

　生活の１日　日之出起床、朝礼2列対面相手の健康状態チェック、ラジオ体操、朝食お粥作業、

昼食なし、作業、日之入作業終了、夜食お粥、就寝。

からミミズまで木の芽、草木の根、海岸班は貝類、海草たこ魚類、何んでも食べ飢を凌ぐ、生きる

極限の辛苦を味合う。入島して1ケ月後位から英軍のジャングル戦用 ”Ｋレーション” が配ばられる

ようになる。

「英軍の1食分が吾々の1日分」　

Ｋレーションの内容、1500ＫＬ、ビスケット4枚、チョコレート3個、肉粉末スープ1袋、マグロ小缶1個、

煙草4本、チュインガム2個

　耕地での野菜類、タピオカ（レンコンの様な薯）の育成が始まり食料の見通しがつくようになった。

　水に浮く木で4人乗りの丸太舟、Ｋレーションの入っていた箱のベニア板で8人乗りの舟を造る。

各人の靴下を解き糸にして網を編みマングローブ汁で渋付けして地引網、立網を作り漁業を始める。

鮫を始め色々の魚を確保し食事を楽しくする。

真白な塩、マングローブ木炭は物々交換の最高商品として、現地人、中国人、印度人等と取引する。

農耕器具、野菜の種其他を取得し島の生活に確信が持てる様になった。

生活の安定見透しがつくに従って望郷の念が高まり、話題は明けても暮れても内地のことばかり　1日

千秋の想いで船を待った。

会話など体調不良であったが楽しい船内であった。

名古屋港に上陸、従軍並に召集解除の書類を受け取り帰郷する。

隊員60名位であったが上官以外は20代の青年でジャングルの開墾、宿舎の建築大工耕地農業、

造舟、真白い塩、マングローブ木炭等々総て無から創った。

日本人の勤勉、技術、忍耐、創造力の優秀性を思い知らされた。

Ｋレーション

レンパン島

　レンパン島　シンガポール南60哩位の赤道直下にあり、オランダ領リオ諸島の無人島　面積140㎢、

米船ＬＳＴが迎えに来る、乗船後は内地に帰れる安堵の雰囲気、白衣の看護婦さんの健康診断、

　作業は森林の伐採、耕地の作成、燃料用木材の作成運搬、食料の収集、ジャングル班は猿鳥蛇

　食料は携帯した白米靴下2袋、カンパン、味噌、干魚、水はスコールの雨水、携帯テントで野宿、

　体制の維持　相互の呼び方　○○さん、○○先輩、階級が無くなり人間個々人の協同生活、軍隊

第1次大戦でドイツ兵約3千人が餓死した。海岸線はマングローブに囲まれ島の中はジャングル。
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ボランティア活動

毎月 ○　町美 第二火曜日 （かわら版で紹介）

○　玉野川学園 第一・第三木曜日 　　　　〃

随時 令和元年7月 （かわら版で紹介）

令和元年7月 　　　　〃

○　玉野川学園の水遣り 　　　　〃

○　デイサービス夏祭り 令和元年7月 　　　　〃

○　いも煮会 令和元年10月 　　　　〃

○　守山区福祉まつり 令和元年11月 　　　　〃

協賛 ○　こころの絆創膏キャンペーン

日時 令和元年9月13日（金）　　17時20分集合

参加者 10名

こころに悩みを抱えた方の相談窓口が掲載されているティッシュを配布する。

参加者1人に100個の割当

○　鶴舞公園クリーンキャンペーン

日時 令和元年10月5日（土） 9時30分集合

参加者 守山鯱城会　22名 鯱城学園　33期　1名　　34期　6名

作業終了後　「中華料理　紫禁城」　でランチタイム

33期　1名　34期　2名｣守山鯱城会会員　14名　

『　自慢話に花が咲く！　』

○　堀川清掃大作戦

日時 令和元年11月2日（土） 午前10時～11時30分

参加者 18名

守山鯱城会清掃場所 元杁樋門から北清水橋まで

目的 名古屋市高年大学鯱城学園、鯱城会、学生会、鯱城・堀川と

生活を考える会が一丸となって、堀川上流（元杁樋門）から下流

（港新橋）までと、新堀川（堀留）から内田橋までを一斉清掃し

社会貢献を図る。

ゴミが何袋集まったかな　！

○　小幡駅前花壇の花植え

○　小幡駅前花壇の水遣り

日替ランチ
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クリーンキャンペーンなごや2019 森孝東学区町美

日時 令和1年6月12日(水) 10月にも開催されました。

参加者 7名

　＊小学校校庭で全員朝礼 ＊森孝地域会ボラ有志も整列

　＊アスファルトの雑草は手ごわい ＊除草剤です

＊皆様ご苦労様でした　　お見事！！

　＊黙々と作業

守山鯱城会の町美には遠く離れているのでなかなか参加できませんが

森孝地域のクリーンキャンペーンには年2回参加しています。

　　　（森孝東小学校全児童、小中PTA、町内会役員、保健環境委員、婦人部など）

森孝東学区内の道路、側溝、公園のポイ捨てゴミの収集、道路の雑草除去、除草剤散布
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行事委員会主催の行事

「マルス信州蒸留所見学と妻籠散策」

日時 令和元年10月30日（水） 参加者 41名

集合場所 東大曽根六郷小学校前

集合時間 午前8時

晴天に恵まれ楽しい1日を過ごしました。

楽しい昼食

第17回 趣味の作品展

日時 令和元年11月6日（水）～10日（日）

9時30分～18時　（最終日は17時）

場所 名古屋市民ギャラリー矢田

3Ｆ　第4展示室

出展数 67作品

絵画・水彩画・パソコンペイント・

パソコンアート・写真・書・陶芸・手芸・アクセサリー

カラフルな看板が皆様のお越し

を待っていました。

受付で作品展の案内と出展一覧表をもらい

名簿に記入する。

お土産は　「爪楊枝入れ又は小袋」　でした。

北鯱城会の作品展会場は隣のため、一度に二度楽しめました。

行事委員の皆さん　！

日帰りバス旅行

趣味の作品展当番

お疲れ様でした。! !
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作品種別 　№ 出品者名 作品種別 　№ 出品者名

1  伊藤 喜代蔵 写　　真 31  今泉　 文雄

2  岡田　 純子 32

（水彩画） 3  木村　  厚 33

4  松浦　 琢磨 34

（油彩画） 5  金井　  修 35

6 36  加藤　 義公

（日本画） 7 37

8  寺尾 多美子 38

9  安藤　 惠彦 39

10  小田井 庄平 40

11  三浦 　 勉 41  三宅　 賢一

12  斎藤　　誠 42

13  高見　 栄子 43

14  牧野 　信廣 44  岡田 ふみ子

15  金森　 滋子 45

16 46

17 書 47  岩田　　 繁

18 48

19 49

20  金田 主美子 50  加藤　 和子

21  塩澤　タエ子 51

水墨画 22  吉田　   豊 52

23  松浦　 琢磨 53

24 54

25 陶　芸 55  加藤　 章夫

パソコン 26 56  中崎　　 諒

 ペイント 27 57

28 58

パソコン 29 59

  アート 30  米山 二美江 60

61

62  久野　 秀雄

63  寺尾　 賢一

64  杉本　 三夫

65  松浦　 琢磨

各種手芸 66  井上　 米子

アクセサリー 67  米山 二美江

題　　　　名

 加藤　 幸男

 梅村　 旭正

ガラスのブローチとマグネット

水滴
  すい てき

着物でひとくふう

無題

無題

干支子　ファミリー

大皿

花器（火焔土器形）

 北野　 信子
短冊（こおろぎ）

幌
 こ う

を巻きて

孫健の詩

 長谷川 逸朗
宋の社乗（ヘイ）句

古今集

古今集

 衛藤   孝義
丸太乗り一本勝負

夕やみ

ろうそく岩
 中村　 克彦

光跡

 田宮　 幹夫
仲よし

凛として
 早川 喜代美

無名の傑作

 大原　 宏一
紅（べに）のソナタ

サガリバナ（Ⅰ）
 植村　 初代

サガリバナ（Ⅱ）

 田中 　信子
バラ

時節の花々 令和の始まり

夏の彩

絵手紙

 小柳　 敏男
初夏の庄内川

山に続く小道

ウエーブ

茜のコンチェルト

燃える紅葉と人の波

親子づれ

富士山頂上の木星

うっとり

置かれた場所で咲きなさい

短冊（ひまわり）

酒器セツト

結晶釉皿　2枚

無題

無題

無題

 水野　 正人
風景

夏のマッターホルン

 松本　 直良
風の盆

美濃の町

中尊寺金色堂

普段着

安曇野の春

風景

 野村　 和長
京都桜風景

夏花　2題
 浅井 　保司

円筒埴輪

題　　　　名

桜

風景

コチョウラン

妙高山麓の農家

冬・日本海

絵　画

湖畔の秋

アネモネ

明治村晩秋

くだもの

廃漁具小屋

飛騨高山

風景

名古屋駅前モニュメント
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志段味地域主催 　6月行事

国指定史跡

志段味古墳群ミュージアム見学と古墳群散策

開催日：令和元年6月5日（水）　集合時間：9時50分

集合場所：勝手社境内　勝手塚古墳

参加者 56名

最寄りのバス停　・ゆとりーとライン　上志段味

・藤が丘発　市バス　上志段味

・小幡発巡回バス　勝手塚

散策コース

　→　白鳥塚古墳　→　東谷山白鳥古墳

「しだみこちゃん」

「埴輪氏尊（はにわうじみこと）」

　勝手塚古墳　→　しだみ古墳群ミュージアム　→　東・西　大久手古墳　→　志段味大塚古墳

　　写真提供：大原さん（志段味地域　写真同好会）
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守山地域主催 　8月行事

国際協力機構中部国際センター見学

日時 令和元年8月21日（水）

参加者 51名

JICA中部の役割 開発途上国が抱える様々な開発課題を解決するためのニーズと所管する
東海4県（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県）がもっている地域の強みを
結び付け、課題解決型の効果的・効率的な協力事業を目指しています。

JICA中部の特色 1．研修員受入事業
2．市民参加協力事業

3．民間連携促進事業（企業海外展開支援）

守山東地域主催 　9月行事

東春酒造見学 愛知県名古屋市守山区瀬古東3丁目1605番地

日時 令和元年9月20日（金）

参加者 29名

参加者の皆さん コクがあり

キレのある

米からの旨味の活きた酒

工場内での試飲
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守山西地域主催 　11月行事

名古屋高速（ｎｅｘ　ｐｌａｚａ）

令和元年11月27日（水）

参加者 32名

ハイ！ポーズ

監視カメラ　259台

① 交通状況表示パネル

② 超精密模型・名古屋高速道路ができるまで

③ これが実物！高速道路の設備・機器 コントロール室 1班　5人組

④ 維持管理体験コーナー 24時間体制

⑤ 名古屋高速の技術紹介 名古屋高速道路の全ての現状を

⑥ 東山トンネルのすべて 把握し対策を講じる。

⑦ ETCコーナー

⑧ こんな工夫・あんな工夫／安全運転すごろく

⑨ NEX号で走ろう！

⑩ 黒川出入口模型

⑪ 名古屋の道

⑫ 交通管制室見学コーナー

　お土産

　　嬉しいな　！ Ａ班：守山・守山東・大森・森孝

○　ウエットティッシュ Ｂ班：守山西・守山北

○　えんぴつ ランチは各地域にお任せです。
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第2回　鯱城16区　フェスティバル

日時 令和元年11月20日（水） 9時30分～

場所 稲永スポーツセンター

守山鯱城会参加者 43名 " 参加することに意義がある。 "

（笑って・食べて・踊って）

①　○×クイズ 全員参加

②　パン食い競争 各区　16名

③　応援合戦

④　ジャンケンポン 各区　25名

⑤　玉入れ 各区　15名

16区の旗を掲げて出陣式だ　！

いつも　この笑顔を忘れない　！

ジャンケンポン

玉入れ（さあ！籠にいくつ入ったのかな？） （チョキとグーどっちが強いかな）
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地域ミーティング

①　34期生　第1回目 24名（32名中）出席

日時 令和元年5月23日（木）　13時30分～

場所 鯱城学園　9階 第5講義室

守山鯱城会参加者 会長・総務委員長・広報委員長・幹事・総務２名

議題 ・34期生及び守山鯱城会役員の自己紹介
・地域ミーティングの位置づけ （浅見学務主任）
・守山鯱城会の概要説明 （酒井会長）
・社会福祉協議会の仕事 （馬場主事）

質疑応答 ・こころの絆創膏とは
・玉野川学園とは何
・玉野川学園との係わりは
・個人情報保護法により地域住民の確認は

②　33期生　第3回目 8名（15名中）出席

日時 令和元年6月21日（木）　10時～11時45分

場所 守山区社会福祉協議会　３階　研修室

守山鯱城会参加者 会長・総務委員長・広報委員長・幹事・総務２名

議題 ・学園及び社会福祉協議会並びに守山鯱城会役員の紹介
・守山鯱城会の委員会及び地域会行事 （酒井会長）
・守山鯱城会ボラ活動 （朝倉学務主任）
・デイサービス湯～楽での作業 （馬場主事）

質疑応答 ・過去のバス旅行の行き先
・玉野川学園での子供達との係わり
・学区の子供達との係わり

デイサービス利用者さんと一緒に

体操・折り紙などをしました。
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③　34期生　第2回

日時 令和元年11月29日（金） 9時30分～11時

場所 鯱城学園　8Ｆ　第1実習室

守山鯱城会 7名 環境Ｂの学生  26名

今年から16区区別ミーティングではなく学科別ミーティングになりました。

守山鯱城会は環境Ｂの教室へ行き以下の順序でミーティングを行いました。

①　近藤京子さん講演を聞いて感じたこと

②　自分の住んでいる地域で行われているボランティア活動とは

③　住みよい地域社会づくりに必要とされるボランティア活動とは

上記のことをグループ毎で話し合い意見をまとめてグループ代表者に発表をしてもらう。

鯱城会会員は各グループに加わり進行役・書記をする。

各グループ発表

ボラ活動には家族の理解・協力が必要

現在個人ボラをしている。

自分の判断でボラ活動に手を出すか決める。

卒業後のことを1年時から説明する

ことは無理がある。

（押し付けられ感があり、前向きに

ならない）

傾聴ボラに興味を覚えた。

自分のためにボラをする。

参加者の皆さんと記念撮影
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玉野川学園園遊会

日時 令和元年11月3日（日） 13時30分～15時

場所 玉野川学園　体育館 守山鯱城会参加者 7名

・コンテスト結果発表 来場者の投票で決定

①　絵画 最優秀賞　1名　　優秀賞　2名
②　俳句 最優秀賞　1名　　優秀賞　2名
③　陶芸 1位　2位　3位　各1名

・和太鼓演奏 生徒　16名　*　教師　2名

4曲を呼吸を合わせて力一杯演奏
お客様のアンコールにより1曲演奏

・模擬店 生徒による模擬店の紹介

男子寮 スープとおにぎり
女子寮 塩にぎり （女子寮でとれたお米を使用）

フランクフルト 　　　　　肉まん シュークリーム

ドリンク コーヒー　紅茶　オレンジジュースから1種類

「食欲の秋」　「芸術の秋」　を堪能した午後の一時でした。　

太鼓演奏

園長より表彰

チケットに模擬店（全6店舗）で　”はんこ”　をもらうと　「玉野川」　になる。
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守山鯱城会には　10　の同好会があります。

①　囲碁同好会 ④　守山グラウンドゴルフ同好会

②　写真同好会

③　カラオケ同好会

⑤　太極拳同好会　

⑥　ハイキング同好会

⑦　ゴルフ同好会

⑧　守山麻雀同好会

鯱城会GG交換会

団体の部　　　優勝　　守山鯱城会　

⑨　料理同好会　守山鯱城亭

忘年会で　水餃子　を作り

美味しくいただきました。

⑩　守山鯱城　さくら鳴子会

今年発足した同好会です。

一緒に　体 と 頭　を使いませんか！！

新年会で初披露です。
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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）

編集後記

＜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）

「守山鯱城会便り60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.

（守山区のマスコット モリスちゃん）




