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「運がよいとか悪いとか」

29年度会長 水野 勇

（28期 生活A学科）

「運が悪かったなぁ」とつい口に出てしまう。

スーパーのレジで短かそうな列に並んだのに、突然前の方でお客さんがレジの店員さん

に何か言い始めたので思いのほか待たされることになってしまった。

買いたい品物について尋ねているだけかも知

れないが店員さんが出たり入ったりしてとても

長く待たされたような気がして来て、隣の列に

並んでいれば既に終わっていたのに、でもあ

とでよく考えてみれば、私が店内であれこれ

品物を選んでキョロキョロしていた時間の方が

よっぽど長く、その待たされていた１～２分のこ

となどほんの微々たるものなのに？と思えて

しまう。

私は、時には気が向けば「運よく７億円が当たる予定」で宝くじを買います。

友人に話せば誰もが「もし当たったら、車買ってくれないか」とか、「マンション買ってくれ

ないか」などと声掛けて来るので、そんな時は安請け合いで、ＯＫ ＯＫ。 何しろ今迄一度

も当たったことが無いし、どうせ使い切れないから気楽に応じてしまう。 そこである時

私が「当たったら皆で飛行機とベルサイユ宮殿を借り切って、『鏡の間』で美味しいラーメ

ンを食べよう。 但しフランスが貸してくれたらの話だよ」と言うと実際には500％あり得

ない話になるのだが不思議な事に誰も文句も言わず笑いながら納得してくれる。 宝く

じなど当たるはずがないのに、それに嘘でもないのに。 ただ、また「運が悪く」当たらな

いことを皆が知っているかのように。

少し前の話になりますが、私はその１年間は「ずーっと運が悪く」、私の参加した殆どの

イベントが雨降りの年がありました。 アンコールワットへ出かけた海外にまで雨に追いか

けられ、足元もドロドロで歩くのも大変で「運が悪かったなぁ」。 あとで教えてもらったこ

とですが、ネットでは１年先まで予定日の雨の確率が分かるので、今ではあてにもせずそ

れに海外までは分かるはずもないのに冗談で時々使っています。

今とは違い、私が鯱城学園に入学出来るまでに４年間もかかってしまいました。 その

時は「運が悪かった」と思っていましたが、今では逆に「運が良かった」と思えて来ます、

そのお蔭で今ではとっても多くの素敵な仲間に恵まれて幸せです。

本当に「運が良いのか悪いのか？」は、今も未だまだ決められない。 今のところは騙

しだましでも、時々はお医者さんに呼び出されながら先のことはケセラセラ。 例え宝く

じの７億円がドサっと目の前に降ってきても病院のベッドの中にいてはただの紙屑。 その

ため近頃では、本心はお金にも恵まれたいけれど、恵まれなくてもよいから、それよりも

素敵な友人に恵まれ、かつ健康で居られることが本当に幸せで「運が良かった」と言える

のではないかとつくづく思います。

これからも私は「運」に任せて時々は宝くじを買いながら、時々は体に鞭打ちながらあ

と少し会長続けますので、皆さんも楽しみながらいっぱい応援して下さいね。

-1-



「和気あい 愛と」

29年度副会長 安藤 啓子

（29期 文化A学科）

歓迎昼食会にて

２９期卒業生から副（会長）を選出やで・・・安藤さん、あんたや

で・・・なんでや チョットマッテ、同期に適任者がいるやろうにと言

葉のやりとり。 前回の役員会で決めた事やで、なんで、なんで、なん

でとくり返しているうちに、鼻歌に変わり、ヨッシャ！こんな私でよけ

れば、ウン、ひきうけ！

四月に入り第一回目の役員会に出席し、昨年度の行事報告書に目を通

し、正直副として何が出来るのか一抹の不安を感じました。 でも二年

間、クラス、クラブで学んだ教養講座、社会参加の延長だ、「６０歳か

らの学び、仲間づくり」を思い出し、役をうけた以上、積極的に果たし

中鯱城会のＯＢの大先輩の方々の歩みを思い出し頑張ります。

宜しくご指導下さい。

そして自分のシワが人生の年輪かと思う今日この頃です。

月例委員会にて、水野会長と
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朝日 英子（30期）

上田 明子（30期）

岡本 洋造（30期）

なるべく行事に参加して、地域のことを知り

たいと思います。

伊藤 守和（30期）

園芸 パソコン

住所 ： 大須１丁目

趣味 ： 特になし

文化Ｂ３０期ＯＢ会のお世話役の一員となり、

今後もクラスのつながりに貢献したいと

思っています。学園の図書ボランティアも引

き受けました。中鯱城会でも、自分にできる

ことで頑張りたいと思います。よろしくお願

いします。

地域Ｂ 重要文化財

住所 ： 千代田３丁目

趣味 ： 読書

地域Ａ 水墨画

住所 ： 金山２丁目

趣味 ： 麻雀、写真

つくもボランティア参加

地域Ａとして入学しました。クラブとし

て初めての水墨画に挑戦しました。なか

なか面白い体験でした。今後も水墨画は

続けたいです。少し仏画もやってます。

文化Ｂ フラダンス

住所 ： 金山５丁目

趣味 ： 歌

生涯、中区から一歩も外の生活をしたこと

がありません。

もっと中区のことを知りたい。何も趣味はあ

りません。健康一番。
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河合 知子（30期）

川村 庸子（30期）

木原 榮二（30期）

清水千恵子（30期）

清水正夫（30期）

地域Ｂ 万葉

住所 ： 栄１丁目

趣味 ： 絵画鑑賞

鯱城学園での２年間の経験をこれからも活

かしていきたいと思います。

「始めなければ始まらない」という事を、い

つも自分に言い聞かせています。

地域Ｂ 歩いて知ろう会

住所 ： 富士見町

趣味 ： 名所旧跡の散策

読書

当地に移り住んで50年。主要道路以外はほ

とんど知らない状態ですので、これからの

時間を、当地の名所・旧跡を訪ねたいと思っ

ています。

生活Ａ フォークソング

住所 ： 丸の内3丁目

趣味 ： ゴルフ

緑区より中区に引っ越して２年になり、生活

Ａでよき友と出会い、同好会も充実してい

ます。

２年間は旅行もできませんでしたが、夫婦

が元気なうちに行こうと思っています。

生活Ａ 国際研究

住所 ： 門前町

趣味 ： 映画鑑賞、読書、

パソコンの勉強

つくもボランティア参加

園芸 将棋

住所 ： 丸の内３丁目

趣味 ： 特になし

健康の為に少々ゴルフをたしなむ程度の

無趣味です。

皆様の足でまといにならないかと不安で

す。

多くの方と語り合えたらと思っています。
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橋本 律子（30期）

安田 八代（30期）

山本 秀子（29期）

国際Ａ 社交ダンス

住所 ： 栄４丁目

趣味 ： ゴルフ、麻雀、

三線藤本流師範

この二年間は、クラス、クラブ等は本当に楽

しい時でした。

出来る限り参加したいと思います。

宜しくお願い致します。

園芸 重要文化財

住所 ： 正木３丁目

趣味 ： 土いじり（畑）

鯱城学園、シルバーカレッジと学校生活も

終わり、また新しい方々との出会いができ

ると楽しみにしています。できるだけ参加し

て、迷惑をかけないように楽しみながらと

思います。宜しくお願いします。

地域Ａ ハイキング

住所 ： 富士見町

趣味 ： ハイキング、

コーラス

つくもボランティア参加

学校での２年間友達にも恵まれ、国際学科とし

てのそれなりの知識、体験、とても有意義な２年

間でした。とても忙しく夏休みも返上しての文化

祭、体育祭、応援合戦の練習、今思うと楽しかっ

たぁ。文化祭での緊張、体育祭で大声を上げた

応援合戦、小学校や中学校と同じ思いそのまま、

クラブは社交ダンスに入部し、未知の扉を開き

ました。夜、布団に入っても今日習った曲が離れ

ず、頭の中で良く踊っていたものでした。卒業し

てこのまま終わるのは嫌だな、もっとダンスの

環境に自分を置きたいと、５月からダンス教室に

通う事になりました。趣味はゴルフ、麻雀ここに

ダンスが加わり、時々旅行もしたいし、老いるひ

まはありません。

小林 信明（２１期）

国際 広報研究

住所 ： 大井町

趣味 ： 漢詩

中区（袋町）で生まれ、中区で育ちましたが、

戦災ですっかり変わりました。高年大学は北

区から通いました。中年までは化学薬品の

社会で世過ぎ、高年に入りヘルス・コンサル

タント・サービスに進み、生涯現役を目直しま

したが、古語に「身退くは天の命」の有るを

知り、米寿を指呼の間にして、仕事から退き、

再び縁あって中区に来て感無量です。

宜しくご指導の程を。
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１１月5日 鯱城堀川清掃大作戦 出席者 11名

１１月16日 社会見学「名古屋競馬場」 出席者 27名

11月上旬、晴天に恵まれた日に「鯱城堀川清掃大作戦」が実施された。

中鯱城会は第４拠点（納屋橋→伏見→白川公園→中スポ→納屋橋）の清掃で、名古屋

一番のメインストリートは美しい街中であった。その街中を東鯱城会と共に更に美しい

街にしました。美しい街中の清掃は参加者のご協力で無事終了出来ました。

なお、終了後、有志の人々とクラウンホテルのランチバイキングを約１時間程楽しみまし

た。来年も都心の清掃、散策に多数ご参加されるようお願いします。

（２８期福祉 山川富久）

数名除いて、初めての競馬場。パドックで馬を

近くで見て、特別観覧席で競馬を楽しみまし

た。

多数の方は、馬券を購入し、一喜一憂し楽しい

時間でした。

（２８期生活Ｂ 川合 勝）
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5
１２月11日 中区美化活動 栄地区 出席者 14名

1月 18日 新年会＆親睦バス旅行 出席者 35名

バス旅行：伊良湖ビューホテルで新年会を開催。

当日は晴天に恵まれ、バスからの菜の花や景色も大変よく見えました。

有意義な１日を過ごすことが出来ました。

ホテルでの食事、歓談の中、会員の一人の方が手品を披露され、全員が楽しみました。

バスの中では会員の方々から田原市の歴史など色々なお話を伺ったり、ビンゴゲーム

の景品に、皆さん大変喜ばれました。

全員無事に帰宅の途につきました。

（29期国際Ｂ 鈴木守宏）

12月11日は風も強く寒い日でした。

大きい通りにはゴミも少なく良いのですが、

中の道に入ると年末でお酒を飲む機会も多

いのでしょう。 ビン・缶・ペットボトル等多くの

ポイ捨てがありました。 また、カラスがゴミ

をあさり、道一杯散らばっていて、箒があった

ので何とか掃き集めました。 もう少しマナー

が良くなれば良いのですが。

寒い中、皆様有難うございました。 （２８期生活Ｂ 今井ひろ子）
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5
２月15日 宗次ホール（スイーツタイムコンサート） 参加者 21名

第５回社会見学：

鈴木舞（ヴァイオリン）實川風（ピア

ノ）演奏会、東急ホテル「モンマント

ル」にて昼食後のコンサート。

鈴木舞さんのヴァイオリンが素晴ら

しく、皆さん満足なコンサートでし

た。

今回の参加：16～26期 10名

27～29期 １１名

（28期生活Ｂ 川合 勝）

5
3月3日 名古屋市「こころの絆創膏キャンペーン」 出席者 4名

３月ひな祭り日の早朝、肌寒い日に多くのサラリーマンの出勤する中で、「こころの絆

創膏」を配布した。

金山駅の午前の部は、七つの鯱城会から28名（中鯱城会は４名）の参加で実施した。

名古屋市健康福祉局の３月「自殺対策強化月間」であり、特に自殺者の半数近くが中

高年男性であるとのこと、配布活動で少しでもなやみ相談のお役に立てたかと思う

と、さわやかな気分でボランティアを終えることが出来た。

参加者の皆さん有難うございました。

（２８期福祉 山川富久）
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5
3月12日 名古屋ウィメンズマラソンボランティア 出席者 13名

3月15日 徳川園 宝善亭 楽しいランチ会 出席者 13名
5

冬が逆戻りしたような寒い日でしたが、

この時期に、ここでしか食べられない

「雛御膳」、見た目も味も素晴らしかっ

たです。

19期から29期までの13名、期を飛び越

えて楽しく会話がはずみました。

その後の希望者で入館した美術館、団

体客も多く大人気で、今しか見られな

い国宝等の展示、見応えありました。

（27期環境 久保田富子）

（28期地域 佐藤典子）

今年も中鯱城会団体として「コース整理」のボランティアに参加しました。会からの参

加人数が少なく、他の個人の方達と一緒のエリアでの活動となりました。

世界最大の女子マラソン、ギネス世界記録、エントリー約２万人、完走率９７％と素晴らし

いマラソン大会。

お天気にも恵まれ、ラン

ナーさん達、沿道の方達

のあつい応援からも元気

を頂け、とても楽しいボ

ランティアでした。

来年も参加しましょう。

（２８期環境 吉川京子）
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5
3月19日 中区美化清掃 金山地区 出席者 21名

小春日和のさわやかな朝でした。

市民会館での卒業式（中京大学）、はかま姿の

学生が多く集まって印象的でした。

道路もきれいで、タバコの吸殻以外はあまり落

ちていませんでした。

（２９期美術 山本由美子）

４月７日 総会及び新入会員歓迎・昼食会 出席者 54名(38名)

引き続き、ローズコートホテルで

新入会員歓迎・昼食会が開催され、

38名が参加。

水野会長の挨拶に続き、18期小倉

さんの音頭で全員で乾杯。なご

やかな歓談とともに、昨年も大好

評の22期浅井さんの相撲甚句、

23期の多川さんのハーモニカ

来賓として、中区社会福祉協議

会の平賀事務局長、鯱城学園朝

倉学務主任をお迎えし、Ｈ29年度

総会が在宅支援センターで行わ

れた。新入会員の紹介、H28年度

の事業・会計報告に続き、新年度

の役員の承認、事業・予算計画が

承認された。更に、同好会規則の

一部変更が提案され承認された。

続いて、つくもボランティアの説

明、ハイキング、パソコン、カラオ

ケ、絵手紙・絵画、グランドゴルフ

各同好会の活動紹介を行った。

演奏、22期羽根さん達の太極

拳に、今年は28期今井さんの

マジックも加わり、昨年以上に

盛り上がった楽しいひと時と

なった。

最後に新副会長の29期安藤さ

んの閉会挨拶で閉会となった。

新役員の皆さん
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5月22日 中央福祉専門学校生との交流会 出席者 10名

ゴールデンウィークの最終日。

とても風の強い日でした。 道路のゴムは飛ばされてほとんどなく、植込みの中をのぞ

いて拾い、相変わらずタバコの吸殻を拾う程度です。

この日の11昼食会は参加者が無く、中止になりました。 （29期美術 山本由美子）

若宮八幡社本殿にて副野宮司様に全員ご祈祷をして頂き、神社の説明を受けたあと、若

宮の社「迎賓館」で美味しいランチを頂きました。 （28期生活Ｂ 川合 勝）

会員有志１０名で、中央福祉専門学校を訪問しました。

介護福祉を学ぶ中で、地域で暮らす高齢者の理解を深める学習という主旨で、毎年学校より依頼

を受けているものです。今年入学した学生４，５人に対し、私達が一人づつ入り、「生活で大切にして

いること」「日課と健康維持のために意識していること」「介護福祉士に求めること」をテーマに１

時間強、懇談致しました。

グループ毎にいろいろな意見が出たと思いますが、私のグループでは、学生から、身近に介護を必

要とする人がいたこと、需要が多いと思ったなどが、介護福祉士を目指すきっかけとなった。介護

に際しては、相手に寄り添った対応が必要。また、日頃は、

スマホでゲームをやったり、友達と食事に行ったりと

自由な生活を送っているなど、今どきの若者らしい発言

がありました。

私からも鯱城会での活動、日頃思っていることなど、

テーマを気にせずいろいろお話しました。 若者たちの

今後の活躍を期待したいと思います。（28期 和氣憲夫）

5
5月10日 第１回社会見学「若宮八幡社」 出席者 32名

55月7日 中区美化清掃・金山地区 出席者 14名
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月・木班別 

 回数 参加人員 平均人員 呈茶数 

月曜班 44 355 8.1 2303 

木曜班 46 395 8.5 2512 

計 90 750 8.3 4815 

◆人手不足のため２日間の休業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

人 70 70 89 67 54 61 69 57 63 50 58 42 750 

杯 432 358 487 378 339 371 445 419 388 387 480 331 4815 

つくもレポート 

ひとりはみんなのために・みんなはひとりのために！ 

どこかで聞いた言葉ですがまさにつくもボランティアもこの通りだと思います。 

ひとりひとりの力は小さなものですがみんなで協力すれば大きなものとなりま

す、そんな気持ちで取り組んで来た２８年度の結果です。 

 

 

 

平成 28年度の記録 

歓迎します！ 

我がつくもボランティアにも 30期生 4名 

（5月末現在）が参加して頂くことになりました。 

つくもは通年募集しています。 

あなたの空いてる時間をつくもに下さい。 

 

 

 

つくもボランティアグループ 

代表：森  晃 

☎090-3449-1963  

 

出前もやります 

入所者を相手に楽しく

談笑中！ 

今
日
も
大
忙
し
！ 

《つくも雑感》 

高齢化社会の主役である我々、あと５年後くらいには５人に

一人が要介護状態になると言われています。 

最近、私の周りにも新たな高齢者施設が多く出来てきた、高

級ホテルかと見間違うような立派な施設も有り思わず憧れて

しまいます、ただ入居の料金が私の財布では賄いきれない、や

っぱり特養へ、ただ特養の順番待ちはすごいと聞く、つくもの

施設長に聞いてみた、確かに今 200名位の方から申し込みが

有ると言う、ただこれは 200 人の順番待ちと言う事ではない

ようだ、それぞれの希望者の事情に応じ緊急度合いで判断さ

れるようだ、だから状況が逼迫していれば入所も可能かも？ 

ボランティアはされる側よりする側に、何時までも現在の健康

を維持したいものだ！                  A・M 

 

－12－ 



ハ イ キ ン グ 同 好 会
羽根博雄 （22期陶芸）

よっしゃ 歩こう一万歩

第一日曜日東山一万歩、第三日曜日緑地公園など市内を散策。 毎月心地良いアセをか

き、リュックに万歩計をぶらさげ一万歩。 歩数で算数の勉強、途中ひとやすみ、アメ玉を

口にほおばり口の運動、山道を登れば、見渡すかぎり養老山脈、岐阜城、御嶽山。

小鳥の鳴き声、四季おりおりの木の芽や葉っぱ。 秋にはドングリ、紅葉の自然の美しさ、

おいしい空気。 ぜひ友達づくり、自分の為健康でいられる楽しさを味わってみましょう。

会員のみなさん マッテマ～ス！！

グランドゴルフをはじめませんか！

健康のもと、体を動かす、おしゃべりをする、笑う、全部いっぺんに出来ることが

あります！！

それはグランドゴルフです。

毎週月曜日ＡＭ9：00～葉場公園（地下鉄東別院

徒歩３分）約１時間のプレーです。

初めての方にはお試しクラブがありますので、

手ぶらで運動靴でお越し下さい。

お待ちしています。

３月３０日に、一泊二日で松ケ島温泉に合宿に

行き、楽しんで来ました。

久保田富子 （27期環境）
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パソコン購入希望者は機種選定等を 

アドバイスします、部員は２８名。 

代  表 小倉 靖生 (18期 福祉) 

携  帯 ０８０－３０６９-７０６０ 

電  話 ２３２－１４６８ 

e-mail gwtwp617@ybb.ne.jp 

 

 

 

在宅センター以外に会場を変更す

ることが在ります、見学は連絡の上お

越し下さい。 

 

 

遊びとパソコン、貴方はどちらにクリック 

しますか、ボケは無縁にしたい！ 

 

年会を行い会員の親睦を深めている。 

本来なら広く会員を募り増員を図る

べきところではあるが、大勢になると２

部屋になるか、歌う数を少なくするか、 

悩みがあります。 

 

 代表幹事 23 期 澤田 律子 

カラオケ同好会は約１１年前に発足、

この間７６曲の新曲に挑戦、更には自分

の好きな歌を含めて、毎月２回朝１０時

から午後３時迄歌いまくる集団である。 

 現在男性５名、女性５名の１０名が充

分に楽しんでいる。カラオケの外に春に

は花見会、秋には一泊旅行、年末には忘 

 

19 期 菱田 尚宏 
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絵手紙を人生の目標に、
大村守男 （18期生活Ａ）

一年があまりにも早く過ぎ去り、何回も絵手紙についての「同好会だより」を書いています。

私達はあっという間に身体が不自由になり、外出不可能になるかも知れません。孤独の人

生を一人で楽しめれる自宅でも可能な絵手紙を始めてみませんか！

絵手紙同好会：

日時：毎月第２・第４木曜日午前中

会場：中区在宅サービスセンター３階

ボランティアルーム

代表：18期 生活Ａ 大村守男（TEL 052-203-2574)

代表 大村さんの作品

（原画はカラーです。）

私は現在市内10か所の老人施設へ絵手紙の指導に、ボラン

ティア活動として行ってます。デイサービスの元気な老人の

皆さんに大変楽しんでもらっています。

完成した自分の作品を部屋に貼り、毎日眺め家族の人が上

手になったねとびっくりされ、自分も楽しくなり絵手紙には

まりましたとほとんどの人が喜んでおられます。

一度でも絵手紙を描いた人でないとこの気持ちを感じるこ

とが出来ません。是非、絵手紙同好会に見学に来て下さい。

そして残りの楽しい人生の目標の一つに加えて下さい。

鯱城会のホームページ（ＨＰ）をご存じでしょうか。

パソコンやスマホをお持ちの方、鯱城会のＨＰを一度覗いてみて下さい。

各区会毎のページには、区の紹介や行事予定、掲示板があり、日頃の活動状況を垣間

見ることができます。

この掲示板には、誰でも自由に投稿ができます。同好会やボランティアなど区会活動

に、必要に応じご活用下さい。懇親会の様子なども如何でしょうか。

ただ、投稿に際しては、会員以外の人もこのＨＰを覗くことができますので、この点は

ご留意ください。また、投稿後に削除が必要なときは、ＨＰ委員に連絡してください。

（ホームページ委員）
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毎月１１日のイオン・デーに、イオン金山店で買い物をすると、黄色いレシートが発行され、

それを中鯱城会の投函ボックスにいれると、レシート金額を年間で集計して合計金額の

１％がギフトカードで贈呈されます。

今年は、東鯱城会と同時開催！！ 作品募集中！

先生

イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン

昨年度は、投函されたレシートの合計金額

2,004,093円（レシート枚数1,717枚）で、2万円相当

のギフトカードを戴きました。 これを（事前登録

の）Ａ４用紙や封筒など文具の購入にあてました。

ご協力戴いた皆さんに御礼申し上げます。

今年もこのキャンペーンに参加しておりますので、

引き続きご協力をお願い致します。

第11回 趣味の作品展

今年も下記要領で開催致します。

日 時： 平成29年9月28日（木）～10月1日（日） ４日間 （27日作品搬入）

10：00～16：00（最終日は15：00まで）

場 所： 名古屋市市政資料館 第４、５一般展示室）

初めての試みですが、東鯱城会（第２，３展示室）と同時期に開催致します。

相乗効果により、より多くのお客様が見えるものと期待しております。

只今、会員皆さんの作品を募集しております。奮ってご参加下さい。

作品展委員 堀尾啓司（２９期 福祉Ｂ）

橋本律子（30期 地域Ａ）
昨年の作品展風景
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ボランティア

　6月 16日
19,22日 地域ミーティング（31期生）
30日 つくもボラグループ総会・歓迎食事会 栄

　７月  2日 〇
12日 社会見学② セントレア 税関業務見学 常滑

８月 1～3日 「デイサービスなか」夏祭り支援 〇
上旬 中央福祉専門学校・福祉健康祭
19,20日 ボラネットなかまんなか行事 東別院 〇

「東別院御坊夏まつり」参加

　９月  7日 社会見学③ 犬山・昼鵜飼 犬山
中旬 心の絆創膏キャンペーン 栄 〇
未定 講演会
28日 第11回 趣味の作品展 市政資料館
～10/1日 （作品搬入 9/27日）

10月  7日 鯱城会　鶴舞クリーンキャンペーン 鶴舞公園 ○
未定 栄養講習会（料理教室）
22日 奉仕活動・中区美化清掃③ 金山地区 〇

11月  4日 鯱城会　堀川クリーンキャンペーン 〇
 7日 社会見学④　がん封じ寺、八丁みそ工場 岡崎
24日 地域ミーティング（32期生） 鯱城学園

新入会員「歓迎・懇親会」
月　　日 事　　業　　内　　容

栄地区奉仕活動・中区美化清掃②

場所・内容
三河湾リゾートリンクス

ユートピアつくも

日福中央福祉専門学校

中区在宅センター

中区在宅センター

中区在宅センター

平成29年6月～11月

編修後記

皆さんのご協力により、第33号も無事発行することができました。

今年も13名（新卒の方11名）の新入会員をお迎えし、新しい仲間が増えました。

老後は気ままに生活するのが一番ですが、鯱城学園や鯱城会でのいろいろな

出会いを活用にして、より積極的に楽しい日々を送って戴きたいものです。

（あくまでも個人の思いです。）

今号のトピックス「イオン黄色いレシートキャンペーン」、皆さんのご協力により

対象レシートの合計金額がなんと２百万円を超えたそうです。皆さんに感謝です。

より良い「だより」作りの為、皆様からのご要望、ご意見をお聞かせください。

（和氣 記）

発行 中鯱城会・名古屋市高年大学鯱城学園
発行責任者 中鯱城会会長 28期 水野 勇

広報担当 29期 大島照代 30期 岡本洋造

28期 和氣憲夫 27期 荒川春雄
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名古屋市高年大学鯱城学園

中鯱城会


