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守山鯱城会　第32回 通常総会

日時 令和4年4月13日（水） 13時30分

場所 東文化小劇場

出席者 55名 （会員数174名）

13時30分開会し15時閉会しました。

3年ぶりの総会です。

開会挨拶・資料説明 司会

谷口会長 丸山総務委員長

会計報告 監査報告

二村会計委員長 石橋監査

新委員長 閉会挨拶

加藤行事委員長 井上副会長

（後の三役は留任）

令和4年度も会員の皆様の応援をお願いします。

舞台上の様子（三役）

受付の様子（各地域代表及び手伝い）

会場の様子（会員）1



守山鯱城会同会 9同好会の発表

総会の場を借りて守山鯱城会同好会の代表者又は代理の方から

令和3年度活動報告などを説明していただきました。

あいうえお順で発表です。

カラオケ グラウンド ・麻雀 さくら

事務局 早川さん 代表 伊藤さん 代表 井上さん

ゴルフ 写真 太極拳

代表 岡本さん 代表 大原さん 代表 中村さん

ハイキング 舞台の上で出番を待っています。

代理 家崎さん
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東文化小劇場

名古屋市東区大幸南一丁目1番10号　カルポート東 719-0430

地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」下車 　1番出口南へ徒歩5分

ゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」下車　南へ徒歩3分

市バス「大幸」下車　徒歩5分（名駅15号系統、東巡回系統）

守山文化小劇場が4月より

改装工事に入ったため

東文化小劇場で開催です。

４Ｆ

劇場見取図

受付

会員席
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令和4年度 会員数

地区別 守山 守山東 守山西 守山北 大森 森孝 志段味 合計

26 32 24 33 26 19 14 174

専攻別 園芸 環境 健康 国際 生活 地域 陶芸 美術

19 17 8 15 23 24 18 5

福祉 文化 音楽コ 合計

16 28 1 174

期別 9期 12期 14期 15期 16期 17期 18期 19期

1 1 2 1 1 6 10 7

20期 21期 22期 23期 24期 25期 26期 27期

9 7 5 7 7 17 17 13

28期 29期 30期 31期 32期 33期 合計

10 15 15 9 12 2 174

26名

32名

24名
33名

26名

19名

14名
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令和4年度 地域役員

役職 地域 氏名 役職 地域 氏名

守山 伊藤　清和 小林　秀明

守山東 福井　恵子 可児　勝久

守山西 木下　麗子 井上　米子

守山北 三浦　　勉 宮地　房枝

大森 加藤　和子 元島　けい子

森孝 後藤　和悟 山田　　功

志段味 加藤　範子 加藤　章夫

守山 酒井　淳二 立川　哲夫

守山東 松本　直良 鶴瀬 ハツ子

守山西 岡部　正幸 米山 二美江

守山北 竹本　勝洋 星　八千代

大森 早川 喜代美 森　　栄治

森孝 衛藤　孝義 日比野 泰彦

志段味 今泉　文雄 河村　節子

守山 鈴木　英臣 藤原　　修

守山東 峰村　道弘 長谷川　峯

守山西 杉本　三夫 谷口　賢三

守山北 　岩田 　　繁 水野 八重子

大森 服部 美代子 加地　久子

森孝 糸藤 眞喜子 加藤　幸男

志段味 奥崎　三彌 長井　 　穂

岡田　純子

内野　　正

植村　初代

鈴木　敏邦

本多　克昭

三宅　賢一

佐藤　美子

志段味 無

森孝

行事委員

ボラ委員

広報委員

地区委員

守山

守山東

守山西

守山北

大森
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ボランティア活動

玉野川学園　Ⅰ

4月7日 第1木曜日19名 晴 校庭の桜の花が満開です。

作業 さといもの畝作り

花壇の雑草取り

ライ麦

守山社会福祉協議会さんから

いただいた種から、

こんなに大きくなりました。

毎年花の苗を作って学園に持ってきて下さる近藤さん

本当に有難うございます。
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玉野川学園　Ⅱ

4月21日 第3木曜日 曇

参加者 20名

作業 ・さといも植え 土産 竹の子

・畑と花壇の雑草取

さといも種いも 前回耕した畝

20～30ｃｍ間隔で種いもを置きます。 種いもの上に土を覆います。

ライ麦がこんなに大きくなりました。

背丈1ｍはあります。 タマネギ畑です。 じゃがいもの葉が大きくなり

雑草取が大変です。 間引きをしました。

今日の土産は　竹の子　です。

学園にもおすそ分けをしました。

今回も加藤リーダーと数名の会員が

竹の子を採ってくれました。

畑の奥にある竹林で採れる　竹の子　です。
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町　美

4月12日 第2火曜日守山区役所駐車場集合 8時50分から作業開始

参加者 23名 快晴

成果 燃えるゴミ 1袋 燃えないゴミ1袋

5月10日 第2火曜日守山区役所駐車場集合 8時50分から作業開始

参加者 22名 快晴

成果 燃えるゴミ 1袋 燃えないゴミ1袋

参加者はボラ委員に地域名と名前を

伝えます。

ボラ委員は参加者の名前をマーカーで

印をつけます。

担当地域分担表 5月10日

竜泉寺街道 守山・森孝地域

瀬戸街道東 守山東地域

瀬戸街道西 守山西・大森地域

小幡駅前花壇 守山北地域

最後は回収ゴミの整理をして

環境事務所にゴミの数などを連絡します。

ペットボトル回収
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上期活動予定

花の苗植 中止 （夏の花壇水遣り無）

日時 令和4年7月12日（火）

場所 名鉄小幡駅前花壇

夏　祭 開催未定

日時 令和4年7月下旬

場所 守山社会福祉協議会　3Ｆ　デイサービス　湯々楽

踊り 練習曲 ・名古屋ばやし

・東京音頭

・河内音頭

・守山音頭

・令和おどり

・日本盆唄

・かわさき

・サザエさん

夏祭開催の連絡はまだありません。

いつ声がかかっても良いように　踊り　の練習を

しようと考えています。

・炭坑節
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地域会 地域代表 角田　悟

守山西地域会 春の親睦会

日時 令和4年5月14日（土） 11時30分

場所 サガミ守山大永寺店

会費 2，000円

参加者 13名　（24名中）

食後に　コｰﾋｰ　をいただきました。

参加者に近況報告をお願いしました。

期 名　　前

19 岩木　次郎 19期～32期の13名が参加しました。

20 大治　哲彦

23 日比野 泰彦 ①　会議 5月役員会議事録の説明

25 鈴木　文恵 ②　守山鯱城会寄席の参加者 10人申込

25 藤原　　修 ③　新年親睦会開催承認 全員賛成

25 杉本　三夫 ④　志段味ミュージアム参加者確認 追加1名 4名

27 角田　　悟 ⑤　次回総会への要望 随時検討

30 木下　麗子 ⑥　ボッチャ講習希望 7月予定 希望者多数

30 岡部　正幸 ⑦　かわら版名称変更は無

30 北野　信子

31 長谷川　峯 有意義な時間を過ごすことができました。

32 谷口　賢三

32 岡本　幹夫 10



同好会　

守山鯱城ゴルフ同好会 代表 岡本　幹夫

日時 令和4年4月4日（月曜日）

場所 森林公園ゴルフ場

昨日の天気予報は雨☔️マークでしたが　!!

なんと、桜満開　!!

森林公園で桜吹雪の中楽しくゴルフラウンド出来ました。

有難いですね～。

参加者募集中です

クラブハウス

ロッカールーム
明るくて広い

浴場
プレーの後は風呂でゆっくりと
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地域のランチ店紹介

ハンバーグ☆RAISE 守山地域会 広報委員 鈴木　英臣

住所 名古屋市守山区小幡千代田15-6

営業時間 [月～日] 11:00～15:00 18:00～22:00 日曜営業

定休日 不定休

当方は、ほとんどこの地域でランチをしたことがなく、

気になっていた近くのお店を紹介します。

ハンバーグ専門店で、今日のランチは3種類（カレーソースチーズ、

オーロラソース目玉焼き、おろしポン酢）の中から

「オーロラソース目玉焼き」を注文、ハンバーグの上に目玉焼き、サラダ、

スープ、ごはんかパン、ドリンクがついて税込み千円です。

70年代のアメリカの歌BGMが流れる中、ハンバーグを美味しく頂きました。

こじんまりしたお店で、マスター1人でやっていました。

外観

室内

オーロラソース目玉焼き
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スプーンベル(喫茶店) 守山西地域会 広報委員 角田　　悟

住所 名古屋市守山区幸心4-402

新守山駅から461m 793-6105

営業時間 [月～木] 7:30～18:00(L.O.17:30)

[土・日・祝] 7:30～18:00(L.O.17:30)

定休日 金曜日

私のお勧め コンビランチ

おろしハンバーグ+魚フライ

ごはん+味噌汁

駐車場

　　　　　　外観 室内
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松山（しょうざん） 守山北地域会 広報委員 岩田　　繁

住所 名古屋市守山区松坂町253 794-2288

営業時間 11:30～14:00　17:00～20:00 定休日 火曜日、月曜日（夜）

守山北地域会の会合で

よく利用します。

外観

玄関

入口

お品書

田楽定食いかがですか？
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34期生　地域ミーティング

日時 令和4年6月17日（金） 10時～12寺

場所 守山区社会福祉協議会　　3階　　研究室 758-2011

名古屋市守山区小幡南一丁目24番10号　

34期生 26名

内容 認知症サポーター養成講座　（体験型）

研修室の壁には

守山区ボランティア連絡協議会所属団体

のﾊﾟﾈﾙが貼ってあります。

守山鯱城会のパネルもあります。

機会があれば探して下さい。
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「しだみ古墳群ミュージアム」見学と古墳群散策

志段味地域会主催の行事です。

日時 令和4年6月21日（火） 13時40分

集合場所 東谷山白鳥古墳

歩きやすい服装

タオル・飲み物などを忘れないように！

古墳ガイドツアー

10：30～　大塚・大久手古墳群コース

13：30～　白鳥塚・東谷山白鳥古墳コース

16



守山鯱城寄席

日時 令和4年7月13日（水） 15時開演 （14：30開場）

会場 芝電ビル3階・葵ゆめ倶楽部 中区葵1-20-19

会費 3,000 円

行事委員会主催の新企画です。

出　演

落語

講談

1階 松屋

3階 葵ゆめ倶楽部

各地域の行事委員に申込みをして下さい。

登龍亭幸福

旭堂鱗林
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クイズ・脳トレーニング

青森

秋田

福井

福岡

福島

大分

大阪
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「陸蓮根」この漢字は何の野菜を表しているでしょう？

① レンコン ② ごぼう ③ オクラ

「秋桜」この漢字は何の花を表しているのでしょう？

① アサガオ ② チューリップ ③ コスモス

「鮑」この漢字は何の貝を表しているでしょう？

① アワビ ② カキ ③ ホタテ

「河馬」この漢字は何の動物を表しているでしょう？

① シマウマ ② カバ ③ ロバ

「英吉利」この漢字はどこの国を表しているでしょう？

① イタリア ② イギリス ③ アメリカ

神奈川

香川

石川
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令和3年度　1月から3月の活動

玉野川学園 馬糞置き場　を作りました。

令和4年1月23日（日） 2Ｔトラックで馬糞が運ばれてきました。

玉野川学園で切り出した　竹や木　を利用

しています。

第1回 馬糞搬入です。

馬糞を降ろすたびに煙が昇ります。

雨に濡れないように

ブルーシートを被せています。
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守山鯱城会便り 65号　 発行作業報告 広報委員 杉本　三夫

1月31日（月） 守山生涯学習センターにて印刷

9時30分守山生涯学習センターに広報委員は集合しました。

30ページを両面印刷で200部印刷。

地域別に部数を数えて梱包します。

谷口会長も作業に参加されました。

2月4日（金） 守山社会福祉協議会ボランティア室にて製本

13時00分守山社会福祉協議会ボランティア室に広報委員は集合しました。

落丁など確認してホチキス、マスキングテープ貼りで製本します。

井上副会長や北野行事委員も作業に参加されました。

角田委員長はじめ広報委員の手馴れた手順で約1時間半で作業終了。

近日中に『守山鯱城会便り65号』がお手元に届けられます。

地域別に　便り　30ページを順番に一列に並べて一冊分を組合せます。
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名古屋ウィメンズマラソン

日時 令和4年3月13日　名古屋ウィメンズマラソン2022

場所・作業 都通り1丁目　給水エリア（40Km地点）

集合 9時20分　都通りのスギ薬局駐車場

守山鯱城会会長の声 谷口　賢三

ウィメンズマラソンのボランティア活動ほ、晴天に恵まれ暑い中、いきなり設営準備となり、

無事終えることが戸惑いも有りましたが３０名の守山鯱城会のメンバーで一致団結し、

出来、ありがとうございました。

これからも、ボランティア活動よろしくお願いします。
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森孝地域会　 地域代表　三宅　賢一

令和4年度3月定例会

日　時 3月25日　am10:00～

場　所 森孝東コミュニティセンター

参加者 女性8名　男性6名　計14名

議　題 ①3月本部行事諸連絡確認

②R４年度ボラ活動保険申込者確定及び集金

③地域会連絡　＊Ｒ3年度収支報告＊Ｒ4年度会員名簿＊Ｒ4年度連絡網

＊Ｒ4年度新役員＊Ｒ4年度年間活動計画　等の承認

＊本年度最後の定例会、まん延防止規制も解除され、昨年末以来久々の会合

14名の皆様お集まりいただきました。
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名古屋市高年大学鯱城学園

守山区のシンボル

（守山区の　シンボルマーク） (守山区の木　ドングリ）

編集後記

角田　悟  (27期守山西） 杉本　三夫  (25期守山西） 伊豆　克廣 （29期志段味）

鈴木 英臣 (30期 守 山) 峰村　道弘  (26期守山東） 岩田　 繁 （26期守山北）

服部 美代子 （31期 大 森） 糸藤 眞喜子 （26期 森 孝） 奥崎　三彌 （25期志段味）

5月　鶴舞公園にて

薔薇 菖蒲 紫陽花

＜地域広報委員＞

（守山区の花　キキョウ）

「守山鯱城会便り66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.

＜本部広報委員＞

（守山区のマスコット モリスちゃん）




