
中村鯱城会だより 

【第 75 号】令和 2 年 5 月発行/名古屋市高年大学鯱城学園中村鯱城会 

 

 

春を彩る 



－２－ 

*****   目 次  ***** 

 

＊【表 紙】･･･････････････････････････････････････････････････････････････1 

＊【目 次】･･･････････････････････････････････････････････････････････････2 

＊【巻頭言】   ≪楽しい鯱城会を目指して≫･･･････････････････････････････3 

＊【就任挨拶】  ≪新会員を歓迎して≫･････････････････････････････････････4 

＊【新会員紹介】 ≪中村鯱城会入会ありがとう≫･････････････････････････････5 

＊【委員長挨拶】 ≪各委員長挨拶≫･････････････････････････････････････････6 

＊【役員・委員名簿】･････････････････････････････････････････････････････7 

＊【委員会報告】 ≪総務委員会≫･･･････････････････････････････････････････8 

＊【委員会報告】 ≪広報委員会≫･･･････････････････････････････････････････9 

＊【委員会報告】 ≪行事委員会≫･･････････････････････････････････････････10 

＊【委員会報告】 ≪地域委員会≫･･････････････････････････････････････････11 

＊【委員会報告】 ≪福祉委員会≫･･････････････････････････････････････12～13 

＊【委員会報告】 ≪学区委員会≫･･････････････････････････････････････････14 

＊【同好会活動紹介】････････････････････････････････････････････････････15～18 

＊【同好会活動報告】････････････････････････････････････････････････････19～20 

＊【自由投稿】  ≪ラジオ体操 今どきの 70 歳≫････････････････････････････21 

＊【自由投稿】  ≪スマホと私≫･･････････････････････････････････････････22 

＊【年間スケジュール】  ≪2020 年度年間スケジュール≫････････････････････23 

＊【裏表紙】   ≪お知らせ・編集後記≫･･････････････････････････････････24 

 

 

 

「中村公園の九尺藤」 

                         21期 矢野 克明 

傍の立札に明治３８年(1905)に藤の苗を植えたとある。 

当時の株が生き続け繁茂しているのかはよく判らない。 

いずれにせよ百年以上前から中村の人が藤を愛でてい 

た証。令和で脚光を浴びた万葉集には藤が２６首程収め 

られている。 

「フジ」の名の由来は【吹き散る】からきたという。 
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巻頭言

≪ 楽しい鯱城会を目指して ≫ 

会長 30期 星野憲次

2020年度、会長をさせていただきます星野です。

中村鯱城会に入会し4年目を迎え、地域活動委員長を1年、広報委員長を

1年経験させていただきました。

在学時代は国際B、ハイキングクラブでした。椎野さんの代理で学園の

16区鯱城代議員会に参加させていただいた事もあり、役員会での打合せの中で、

2020年度の中村鯱城会会長をさせていただく事になりましたのでよろしくお願いします。

鯱城会16区全体でも近年卒業生の入会率が約30％と悪く、中村鯱城会は33期卒業生24名中、

今年の入会は4名でした。今年は昨年会員147名から退会20名33期入会4名、合計131名の会

員でスタートします。 4月10日の総会もコロナ問題で中止となり皆さんで集まっての2020

年度のスタートが出来ませんでした。

鯱城会の会長をされていた我が中村鯱城会飯田さんの突然の訃報、新コロナウイルス問

題等、いろいろな難題があります。このような時こそ皆さんの力で助け合いながら、さら

に楽しめる中村鯱城会作りができたらと考えています。

7頁の役員・委員の方々と皆さんで協力しながら会の規模に会った活動を通じて明るく、

楽しく、仲の良い中村鯱城会をめざします。

＊皆さんからの積極的な活動提案、お力添えよろしくお願いします！

＊23頁の年間計画にも積極的な参加をお願いします！

赤色：学区

中村区シンボルマーク

区の花：すいせん

区の木：サツキ

中村区の学区



 就任挨拶  
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≪ 新会員を歓迎して ≫ 

                                                                                     
≪中村鯱城会＆新会員の皆様！≫     副会長 30期 森島延夫 

本年度中村鯱城会の副会長に就任いたしました森島延夫です。 

微力ではありますが星野会長の補佐役として、又、会の任務 

や皆様と心が通じ合える様なムード作りが出来ればと思っています。 

 新会員の方々は学園時代の楽しい思い出や、色々の役務を苦労しながらこなした経験があ

ろうかと存じますが会も同じです、少し違う面は「福祉」を目的に運営がなされており、

学園で学んだことを実践する場であることであります。入会者の方々は皆同じで、期待感

と不安とが混じり合いながらの思いで、各任務や会の行事に参加して行く内に自然に会に

溶け込んで行くものと思います。 

 入会者や会員の減少で各委員会に所属する方々はその役割や会務の遂行上、どうしても役

割が多くなることも懸念されますが、これは致し方がないと思いますし、むしろ参加して

いる連帯感が培われて行くものと思います。 

 新会員の方々には今後も種々の行事や会合に参加をすることとなりますが、出会いには

「臆せず奢らず」の交流を期待いたしますし、何事も自主性を持って積極的に接すること

を願っております。 
                                                                                                                              

≪ 中村鯱城会幹事に就任して≫         31期 内山幸夫  

 この度中村鯱城会の幹事を拝命いたしました内山幸夫です。 

昨年度は行事委員にて見学会、講演会、作品展等を皆様の協力を 

得ながら実施してきました。今回中村鯱城会の幹事を拝命する 

ことになりました、今年も１６区フェスティバル等種々の行事が開催予定

されておりますが一年間行事委員として中村鯱城会、１６区鯱城会を見てきましたがもう

少し手を加えれば更に良くなり皆様に興味を持って貰えると思いました。ついては皆様の

意見要望を反映させ、より良い１６区鯱城会、中村鯱城会にすべく微力ながら努力したい

と思いますので宜しくお願い致します。 
                                                                                                                            

≪ 学区（ブロック）委員長に就任して≫      30期 松本博子  

 この度、中村鯱城会の学区委員長を拝命しました松本です。 

学区委員会としてはまだ 3年目の若い委員会ですが、長年にわた 

り先輩方が資料の配布、鯱城会継続入会の手続き、会費の集金 

等を通して、学区のまとまりが出来ていたお陰で今日が迎えられていると

思っています。会員の方と顔を合わせ会話の出来る関係作りの推奨を、故飯田副会長は会

議の度に口にされていました。 

 今年度も、昨年に引き続き各ブロックでの集会（お茶会・ランチ会・お花見会）の実施と

新しくブロック対抗の行事（例 ボッチャ大会等）の実施を計画しています。1 年間温か

いご支援宜しくお願い致します。 
                                                                                                                           



新会員紹介

≪ 中村鯱城会 入会ありがとう ≫ 

≪ 入会に際しての33期メッセージ ≫ 

－５－

お名前 メッセージ

伊藤　辰志

33期国際Ｂ伊藤辰志です。マイペースでのほほんと
やって行きたいと思っています。気に入った同好会
あれば参加させていただきたいと考えています。
よろしくお願いします。

滝　紀久代

33期の健康Ａで1日も休まず学び楽しい2年間でした
が、コロナウイルスのため卒業式もなく不完全燃焼
の２年間の終了でした。そのことを考えると不安は
ありますがごみ拾いなら機会ある限りしてきたこと
なので出来るのではと思い入会しようと思いました
足手まといにならない様頑張りますので宜しくお願
いいたします。

服部　佐知子
鯱城会に入会させて頂き、何か新しい出会い、発見
が出き楽しく元気よく活動に心がけていきたいです
どうぞよろしくお願いします。

前川　幸雄

前川幸雄と申します。専科は健康Ｂで、クラブは健
康ウォーキングです。後期高齢者となり、残りの人
生を皆さんと楽しく過ごしたいと思い入会しました。
よろしくお願いします。

お名前 専攻 クラブ ブロック:町名

伊藤　辰志 国際B 太極拳 北：十王町

滝　紀久代 健康A 旅行 千柳：北畑町

服部　佐知子 生活A 旅行 千柳：下中村町

前川　幸雄 健康B 健康ウォーク 南：向島町



 委員長挨拶  
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≪ 各委員長挨拶 ≫ 

 
総務委員長 森島延夫(30期）            

 2020年度総務委員長を拝命いたしました森島延夫です。昨年度は副委員長として総務関

係の仕事に携わってまいりましたが、打ち合わせや会合と諸行事のセッティング用書類の

作成には少々難航いたしました。先輩の増田さんに助けられての 1年間でしたが今年度は

その経験を生かし、総務委員 6名で役割を分担してスムースに会務を遂行すべく、諸委員

会のサポート役を無事にクリヤーして行きたいと考えております。諸先輩の方々や同輩の

方々には今後ともご助力の程宜しくお願いいたします。 

 

広報委員長 石塚日利(32期）            

 入会者が少なくなってきた現状の中で先輩たちが引き継いできた中村鯱城会を何とか継

続・運営を目指して行かねばと言う想いに逃げ出す訳には行かず、正に名前だけの委員長

になりますが、前期同様“自分の出来ることを自分の出来る範囲”でやらせてもらうこと

に決めました。「中村鯱城会だより」は会員一人一人が日々の活動に参加が出来なくても唯

一、繋がりを感じてもらえる手段であると考えます。ですから、手に取って見てもらった

時に、いっしょに参加しているんだと思えるような内容にして行きたいと思います。 

 

行事委員長 持田悦憲(31期）             

 全世界で猛威をふるい我々を震撼させているコロナウイルスにより、あらゆる活動と自

粛を余儀なくされている現在、中村鯱城の活動の動きはとれなくなっています。早く収束

し平常の活動が出来ることを願っています。今年行事委員長を拝命しましたが、昨年どお

りの行事が 1日も早く出来るように祈っています。その節は宜しくお願い致します。 

 

地域活動委員長 古橋輝彦(31期）            

 引き続き地域活動委員長を拝命しました 2年目の 31期古橋輝彦です。よろしくお願いし

ます。改めて気分を一新して事故のないよう地域活動を進めていきます。 

清掃活動は健康であれば誰でも参加できる、屋外ボランティアの基本ともいえる活動です。

清掃活動は、中村生涯学習センター近辺、名古屋駅西また堀川、鶴舞公園などがあり、ど

の活動も会員皆様の参加ご協力が欠かせません。もっと広く気楽に参加していただければ

と思います。 

 

福祉活動委員長 和栗保雄(30期）            

昨年度に引き続き、今年度も福祉活動委員長をお引き受けいたしました園芸専攻 30 期卒

業の和栗保雄です。昨年度の活動は、会員皆さまのご理解あるご協力により盛会に、そし

てボランティア先では大変なご好評をいただき、恒例の活動を無事終了することができま

したことをご報告させていただきます。今年度も、一人でも多くの方がボランティア活動

の意義を理解し、積極的に参加されることを期待しておりますので宜しくお願い致します。 

 



≪ 2020年度 役員・委員名簿 ≫ 

－７－

役員・委員名簿

総務：森島 広報：石塚 行事：持田 福祉：和栗地域：古橋会計：政次

＜役員・委員＞ ＜ブロック委員＞

役    職 期 期

 会 長 30 星野　憲次 31 松本　博子

 副会長 30 森島　延夫 25 住田　修

 幹事 31 内山　幸夫 30 森島　延夫

 総務 委員長 30 森島　延夫 28 小池　直美

 副委員長 32 水谷　美千代 30 星野　憲次

    委員 31 松本　博子 25 杉浦　弘

    委員 33 伊藤　辰志 31 古橋　輝彦

 会計 委員長 32 政次　久江

    委員 32 水崎　廣子 ブロック No 学 区 名 期

 広報 委員長 32 石塚　日利 1 日吉　　　（8） 31 市橋　郁代

 副委員長（HP委員） 30 星野　憲次 2 牧野　　　（1） 29 藪野　豊

    委員 30 加藤　初枝 3 米野　　　（2） 32 牧野　榮一

 行事 委員長 31 持田　悦憲 4 六反　　　（1） 25 住田　修

 副委員長 31 内山　幸夫 5 新明　　　（4） 26 杉田　清彦

    委員 31 市橋　郁代 6 稲葉地 A　（6） 29 大山　梅子

    委員 32 加藤　洋子 7 稲葉地 B　（4） 26 天野　芙美子

    委員 33 前川  幸雄 8 稲葉地 C　（7） 27 河田　俊子

 地域活動 委員長 31 古橋　輝彦 9 稲西　　　（6） 29 渡辺　賢次

 副委員長 31 柴田　安晧 10 岩塚八社 A（7） 28 小池　直美

    委員 29 大山　梅子 11 岩塚八社 B（7） 27 前田　秋由

    委員 32 牧野　榮一 12 岩塚八社 C（10） 29 水谷　佳子

    委員 33 滝　　紀久代 13 日比津 A　（4） 30 星野　憲次

 福祉活動 委員長 30 和栗　保雄 14 日比津 B　（7） 30 星野　憲次

 副委員長 31 寺澤　薫子 15 諏訪　　　（9） 26 冨田　友子

    委員 28 小池　直美 16 豊臣　　　（5） 27 松浦　富美子

    委員 29 大岸　泰子 17 亀島　　　（5） 26 永吉　伸子

    委員 30 三宅　佐喜子 18 則武　　　（7） 26 岡本　多恵子

    委員 31 谷口　トモヱ 19 本陣　　　（2） 28 久納　多津子

    委員 32 高坂　英夫 20 中村 A　　（5） 31 持田　悦憲

    委員 33 服部　佐知子 21 中村 B　　（3） 25 杉浦　弘

 会計監査 28 安井　則子 22 千成　　　（8） 31 松本　博子

 23 柳 A　　　（7） 30 古橋　彩子

24 柳 B　　　（6） 31 古橋　輝彦

氏    名氏    名

北ブロック長

中央ブロック長

千柳ブロック長

南ブロック長

  役    職

学区（ﾌﾞﾛｯｸ）委員長

東ブロック長

西ブロック長

千柳
（21）

　　　　　　会員合計 　131 名

氏    名

東
（16）

西
（23）

＜学区委員＞　　    　（ )←会員数

中央
（22）

南
（24）

北
（25）

委員長



 委員会報告  
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≪ 総務委員会 ≫ 

＜2020年度活動計画＞ 

⚫ 年間業務 

1) 総 会 新年度の会員全体の会合、当日の運営に関するセッティング場所の確保 

  本年度は新型ウイルスの影響にて中止といたしました。 

2) 定例委員会・学区委員会  年 7回開催  会場の確保、印刷物の作成、セッティング等 

  会議会場の確保(学習センター部屋取り)議事進行係、議事録の作成、出欠表の管理 

3) 地域ミーティング 各学園にて行われるミーティングにてのセッティングと議事 

  進行役 

      35 期生（5月・11月）2回    

      34 期生（6月・ 2021/1 月 区会説明会） 

      入会説明用の書類の作成、受付業務、司会の担当 

4) 「新会員歓迎懇親会」 ： 本年度は新型ウイルスの影響にて中止といたしました。          

5) 「新年会の開催」 ： 1月中旬ころ 会場の選定、会員出席者への勧誘事項等 

6) 他委員会への協力 

      ボランティア活動への協力、各行事への参加、作品展への協力 

      「区民祭り」への参加協力等 

 

⚫ 総務委員会 「年間予定表」の作成 ・・・ 各委員会や鯱城会等の年間行事や 

スケジュールに合わせ年間の予定表を作成する（23頁参照） 

各種書類の作成と編纂（役員、委員名簿・学区委員構成表・会員名簿・ 

ブロック別、会員構成表等） 

（他の委員会より提出された原稿の印刷と配布準備） 

① 開催日は定例委員会前の 2～7日前に設定（ふくろうの部屋） 

② 各委員会よりの資料や伝達事項のカタログの印刷業務 

③ 封筒の準備（各委員会資料の封入作業）資料を各学区委員に区分けする。 

④ コピー用紙（宛名シールの作成・茶封筒の購入及び管理） 

⑤ 委員会・学区委員会時に作成された封筒を学区委員に引き渡し委員会用 

部屋取り業務（委員会開催日の 2 ヶ月前に学習センターにて抽選会） 

以上の業務は総務委員会 6名のスタッフにて手分けをして対応する。 

 



 委員会報告  

 

－９－ 

≪ 広報委員会 ≫ 

＜2019年度実績＞ 

中村鯱城会だより 72～74 号発行、73 号からはオールカラー版（印刷を業者発注）に変

更し、レトロな手作り感はなくなりましたが文字もきれいに、写真もリアルに表現できる

ようになりました。会員の皆様には中村鯱城会の活動をお知らせし、活動内容を理解いた

だき皆さんで楽しんでイベントに参加してもらうことを目標に取り組んでまいりました。 

発行にあたりましては多くの会員様の投稿や写真等の提供を頂きました。そしてまた、

多くの方々の協力を得て発行することが出来ました。有難うございました。 

 

72 号（5 月発行） 73 号（10 月発行） 74 号(2 月発行) 

｢令和のかどでに｣ 

会長就任挨拶 
地域ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ報告 各委員会報告 

｢新会員を歓迎して｣ 

副会長就任挨拶 
各委員会報告 

｢中村区民まつり｣ 

中村鯱城会活動報告 

｢入会に際して｣ 新会員紹介 
｢しだみ古墳、ｷｭｰﾋﾟｰ｣ 

行事委員会報告 

｢16 区ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ｣ 

中村鯱城会活動報告 

2019 年度中村鯱城会総会報告 
｢牧原一路講演会｣ 

行事委員会報告 

作品展紹介 

作品展掲載 

2019 年度名簿役員・委員名簿 

委員長挨拶・各委員長挨拶 

｢高齢者いきいきｻﾛﾝ寿々｣ 

福祉活動報告 

各委員会の活動報告 

（10 月～1 月） 

ﾌﾞﾛｯｸ紹介・学区委員長挨拶 ｢ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣ 地域活動報告 鶴舞・堀川清掃報告 

委員会報告 ｶﾗｵｹ同好会報告 ｢昭和歌謡の西條八十｣ 投稿文 

同好会紹介 盆踊り同好会報告 ｢私の生まれ育った町｣ 投稿文 

地域活動報告 囲碁・史跡散策同好会報告 
｢残りの時間を無駄にしないため

に｣ 投稿文 

写真同好会活動報告 写真同好会報告 ｢短歌・俳句｣ 投稿文 

｢おばあちゃんのある日｣ 投稿文 ｢映画 日の名残り｣ 投稿文  

｢管見 さくら考｣ 投稿文 ｢意外と知らない名駅周辺｣ 投稿文  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ紹介 ｢いつまでもいきがいを｣ 投稿文  

 

＜2020年度活動計画＞ 
75～77号（年 3会誌）を遅配することなく皆様の手元にお届けし 

活動への参加が難しくても会誌を通して「自分も参加している」と 

思えるような「中村鯱城会だより」にしていきたいと思っています。 

今後も鯱城だよりで活動内容を思い出していただき、さらに鯱城 

会の活動を盛り上げて頂きますようご協力をお願いします。                      



 委員会報告  

 

－１０－ 

≪ 行事委員会 ≫   

 

この 1 年間行き届かないところや又、諸般の事情で開催

できない企画もあり心残りではありますが皆様のご協力を頂き諸行事を行うことが出来た

ことに感謝しております。 

2020年度も色々な行事を企画されると思いますので多数の参加をお願いいたします。 

 

＜2019年度実績＞ 

日時 行事名 企画内容 参加者 開催場所 

5月 31日 見学会 歴史の里しだみ古墳群 20名 守山区 

7月 8日 体験会 キューピー工場 14名 豊田市 

8月 2日 講演会 牧原一路尺八演奏 40名 学習センター 

9月 23日 交歓会 
第 18回鯱城会 
グランドゴルフ交歓会 

15名 庄内緑地公園 

11月 20日 運動会 
第 2回 16区 
フェスティバル 

32名 
稲永スポーツ 
センター 

11月 14日～17日 作品展 中村鯱城会作品展 279名 本陣ギャラリー 

 

＜2020年度活動計画＞ 

日時 行事名 企画内容 開催場所 

6月 学習会 未定 

8月 講演会 未定 

10月 バス旅行 未定 

10月 14日 交歓会 
第 19回鯱城会 
グランドゴルフ交歓会 

庄内緑地公園 

11月 18日 運動会 
第 3回 16区 
フェスティバル 

東スポーツセンター 

11月 5日～8日(予定) 作品展 中村鯱城会作品展 本陣ギャラリー 

2021年 3月 見学会 未定 

                      



 委員会報告  

 

－１１－ 

≪ 地域活動委員会 ≫   

「地域の清潔な街作りと美化運動への積極的な参加！」をスロ

ーガンにこの 1 年間活動をしてまいりました。生涯学習センター

清掃では木々の移り変わりと季節の変化を肌で感じながら、また

駅西清掃では JR やツアーバスを利用する人々の装いでも季節を

感じ、作業後のお茶会を楽しみました。この 1年間で約 180名の参加をいただきありがと

うございました。 

＜2019年度実績＞ 生涯センター清掃活動 11 回、駅西清掃活動 7回実施 

活動内容 実施日 場所 参加実績 

名古屋駅前 

クリーンキャンペーン 
5月 25日(土)10時～11時半 JRタワーズガーデン 15名 

名古屋市こころの絆創膏

キャンペーン（9月行事） 
9月 12日(木)5時半～6時半 

地下鉄名古屋駅北 

改札口付近 
10名 

鶴舞公園 

クリーンキャンペーン 
10月 5日(土)9時半～11時半 鶴舞公園 13名 

堀川清掃大作戦 11月 2日 9時半～11時半 伏見・笹島間 13名 

中村鯱城会 施設見学会 11月 19日(火)9時～15時半 
南リサイクルプラザ 

ガスエネルギー館 
17名 

名古屋市こころの絆創膏 

キャンペーン(3月行事) 
新型コロナウイルス防染対策のため中止 

ウイメンズマラソン 

ボランティア 

 

＜2020年度活動計画＞ 
1．生涯学習センター外回り及び生涯センター前道路両側歩道清掃 

〈活動日〉毎週 第 3金曜日 9時 30 分～約 1 時間程度 

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

日 17 15 19 17 21 18 16 20 18 15 19 19 

曜日 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 

 

2．JR名古屋駅西の清掃 

〈活動日〉毎月 24日 9時 30分～約 1時間程度 

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

日 24 24 24 24 
休み 

24 24 24 24 
休み 

24 24 

曜日 金 日 水 金 木 土 火 木 水 水 

*上記清掃活動及び 2019年度実施と同じ鯱城会の社会活動委員会主催の各区共同活動があります。 

清潔な街作りの為の活動に引き続き参加お願いします。 



 委員会報告  

 

－１２－ 

≪ 福祉活動委員会 ≫ 
 

地域の福祉活動を中心に毎月定期的に行っている活動と社会福祉協

議会を通して依頼される不定期福祉活動を行っています。 
 

＜2019年度実績＞ 

項目名 実施日 実施場所 参加人数 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ集会 

第 1回  
5月 18日 

中村生涯学習ｾﾝﾀｰ 

18名 

第 2回 
6月 22日 

13名 

ｻﾛﾝ開設 

第 2木曜日 
亀島ｺﾐｭｾﾝ 
ふれあいｻﾛﾝ「なでしこ」 

55名 

(11日×5名） 

第 2水曜日 
第 4水曜日 

豊臣ｺﾐｭｾﾝ 
いきいきｻﾛﾝ「寿々」 

132名 

(22日×6名） 

第 3月曜日 
大谷家岩塚郵便局前） 
いきいきｻﾛﾝ「菜の花」 

66名 

(11日×6名） 

ｻﾛﾝ開設ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 毎週火曜日 永世苑 
66名 

(33日×2名） 

老人会（豊寿会）ｱﾄﾗｸｼｮﾝ 4月 21日 中村学習ｾﾝﾀｰ 5名（ｷﾞﾀｰ演奏） 

中村社協 
ﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ 

4月 24日 六反ｺﾐｭｾﾝ 3名（ｷﾞﾀｰ演奏） 

6月 14日 岩塚小学校 5名（ｷﾞﾀｰ演奏） 

8月 1日 日吉ｺﾐｭｾﾝ 3名（ｷﾞﾀｰ演奏） 

8月 27日 亀島ｺﾐｭｾﾝ 4名（ｷﾞﾀｰ演奏） 

10月 17日 稲西ｺﾐｭｾﾝ 3名（ｷﾞﾀｰ演奏） 

わんぱく相撲大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 5月 11日 岩塚小学校 8名 

お買い物同行 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

6月 17～19日 
6月 24日 
6月 27～28日 

けあびーんず塩池 
ﾋﾟｱｺﾞ中村店 

12名 

(6日×2名） 

 
 
 
 
夏祭りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

8月 6日 
8月 7日 

中村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
10名（盆踊り） 
4名（おやつ作り） 
(2日×7名) 

8月 10日 とよとみの憩 5名（盆踊り） 

8月 23日 第一若宮 6名（盆踊り） 

8月 24日 なごやかﾊｳｽ名楽 
15名（盆踊り） 
5名（見守り） 
1名（太鼓） 

 



 委員会報告  

－１３－ 

≪ 福祉活動委員会 ≫ 

＜2019年度実績＞ 続き 

項目名 実施日 実施場所 参加人数 

こどもまつりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 10月 6日 中村児童館 6名 

ちびっこ広場 
見守りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

1回/月 中村児童館 20名 

稲葉地学区給食会ｱﾄﾗｸｼｮﾝ 10月 23日 稲葉地ｺﾐｭｾﾝ 4名（ｷﾞﾀｰ演奏） 

ﾏｼﾞｯｸ披露 
10月 31日 老人ﾎｰﾑ「とよとみの憩」 2名 

11月 4日 米野ふれあいｻﾛﾝ「なかよし」 2名 

 

＜2020年度活動計画＞ 

項目名 実施日 実施場所 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ集会 

第 1回 ←中止 
5月 30日 

中村生涯学習ｾﾝﾀｰ 

第 2回 
6月 20日 

中村生涯学習ｾﾝﾀｰ 

ｻﾛﾝ開設 

第 2水曜日 
第 4水曜日 

豊臣ｺﾐｭｾﾝ 
いきいきｻﾛﾝ「寿々」 

第 3月曜日 
大谷家（岩塚郵便局前） 
いきいきｻﾛﾝ「菜の花」 

ふれあいｻﾛﾝ「なでしこ」 開設見合わせ 

ｻﾛﾝ開設ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 毎週火曜日 永世苑 

日比津＆日吉学区給食会 
ｱﾄﾗｸｼｮﾝ 

6月 15日 日比津ｺﾐｭｾﾝ 

10月 18日 日吉ｺﾐｭｾﾝ 

中村社協ﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ 4～10月頃 確認中 

詳細決定次第順次発表 お買い物同行ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 6月頃 

夏祭り・盆踊りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 8月頃 

児童館・児童館まつり 10月頃 

ちびっこ広場 
見守りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

1回/月 

ｽﾏｲﾙｺﾗﾎﾞ 3月頃 

 



 委員会報告  

 

－１４－ 

≪ 学区委員会 ≫ 

＜2019年度実績＞ 
慣れないままに 1 年が過ぎてしまいました。各ブロックの方々のお話を聞いたり又そ

れぞれの懇親会などに参加したり盆踊り、デイサービス訪問、スマイルコラボ参加、グ

ランド同好会に参加したり、カラオケ同好会区民祭りの参加、児童館祭りお手伝い、食

べ歩き同好会、施設見学でのリサイクル問題大変為に成りました。16区フェスティバル

皆さんの協力で楽しみました。 

   作品展これも皆さんの傑作で賑やかでした頭の下がる思いでした。サロンのいろいろ

訪問、あっと言う間の 1 年でした。ブロックの横のつながりそして縦のつながりも良く

出来ておりました。 

 ＊ブロック長の皆様有難う御座いました御苦労さまでした。 

 

ブロック 担当 担当地区 

東ブロック長 増田 清 新明 六反 牧野 米野 日吉 

西ブロック長 森島延夫 稲葉地 稲西 

南ブロック長 小池直美 岩塚 八社 

北ブロック長 星野憲次 日比津 諏訪 豊臣 

中央ブロック長 佐藤錠次郎 本陣 亀島 則武 中村 

千柳ブロック長 古橋輝彦 柳 千成 

 

＜2020年度活動計画＞ 

1. 年 7回（5/1←中止・7/3・9/4・10/2・11/6・12/4・2/5）の学区委員会に参加する。 

＊ ブロック長と学区委員は、学区委員会で意見交換・情報の共有を行う。 

2. 各ブロックで、会員との集会（お茶会・ランチ会・お花見など）の計画を行い実施する。 

＊ 各ブロック長は、集会の参加人数、内容の報告書を学区委員長へ提出する。 

3. 学区委員会で、年 1 回ブロック対抗の行事を開催する。 

4. 学区委員は、年 3回の「中村鯱城だより」を会員へ配布する。 

5. 学区委員は、年 4回の「鯱城かわら版」を会員へ配布する。 

6. 中村鯱城会継続入会の意思確認と希望者の会費の徴収をする。 

 

                      



 同好会活動紹介  

－１５－ 

 
中村鯱城会では 2020年度、下記 8同好会が活動しています。 
 ≪グランドゴルフ≫ ≪囲碁≫ ≪絵手紙≫ ≪写真≫  
 ≪食べ歩き≫ ≪カラオケ≫ ≪盆踊り≫ ≪ギター≫ 
皆さんと交流を持ちたい、少し時間が出来た方、下手でも良い、 
人と話がしたい方 
どなたでも参加できますので其々の代表者に連絡をください。 
あなたの参加をお待ちしています。 

 

   ≪ グランドゴルフ同好会 ≫  代表 24期 水谷 俊博                            

入会希望の方で体験したい方はいつでも会員に一言連絡して頂ければ対応します。 

場所は米野公園で各自が時間に集合して練習をしています。 

年に２～3回交歓会をやり、成績優秀者は表彰しています。 

 

入会条件：鯱城学園卒業生（平成 18年設立） 

入会金：無し 年会費：1000円 

活動参加時の必要経費：交歓会の表彰費を 

会費やホールインワンの賞金で補填 

活動日：毎月第 1・第 3・第 5水曜日 

9：00～2 時間程度 

場所：米野公園(中村区役所から南へ 500ｍ) 

連絡先：水谷俊博（080-5812-6588）  

年間開催回数：25～26 回 

現在の会員数：23人 

 活動参加者（平均）：15～18 人程度） 

 

 ≪ 囲碁同好会 ≫     代表 22期 高橋 精二                           

初心者、女性大歓迎！ 

囲碁を楽しみたい方、見学に来て下さい！ 

 

入会条件：特に制限を設けていない（平成 20 年設立） 

入会金：1000 円 

活動参加時の必要経費：500円（月会費） 

活動日：月４回 13：00～16：30 

場所：中村生涯学習センター 

連絡先：高橋（052-486-0166） 

年間開催回数：48回 

現在の会員数：30人 

活動参加者（平均）：15～16人程度） 

 



 同好会活動紹介  

－１６－ 

 

≪ 絵手紙同好会 ≫ 

代表 25 期 住田 修 

“下手がいい！”でも、それなりに上手に見えるものです。 

想いのまま、楽しく一緒に描きましょう！！ 
 

 

 

 

 

 

入会条件：鯱城学園卒業生（平成 25年設立） 

入会金：1000 円 年会費：無し 

必要経費：特になし 

活動日：毎月第 2・第 4 火曜日  

14：30～16：30 

場所：名楽福祉会館 1 階洋室 

連絡先：住田 修（090-3256-0246） 

年間開催回数：20～21 回 

現在の会員数：14人 

活動参加者（平均）：10 人程度） 

 

≪ 写真同好会 ≫ 

              代表 17期 杉戸 一夫 

カメラを通して自由に集う同好会です。  

年 1回の写真展開催（2019年度で 13回連続開催）と春・夏の野外撮影会開催 

＊写真展記録 19 頁に記載 
 

入会条件：中村鯱城会会員（平成 19年設立） 

入会金：無し 年会費：1000円 

活動参加時の必要経費：原則無し（移動費実費） 

活動日：都度設定 

場所：都度設定 

連絡先：杉戸一夫（052-451-7457） 

年間開催回数：写真展 1回、野外撮影会(春・秋 各 2 回) 

現在の会員数：27人 

 活動参加者（平均）：11 人程度） 
 
 



 同好会活動紹介  

－１７－ 

 

≪ 食べ歩き同好会 ≫ 

              代表 28期 佐野 正子 
 

いつも食事をしながら次回の場所、日時、アイデアをみなさんの協力を得て決めています。

皆さんでワイワイ、ガヤガヤ、楽しいランチ会です。 

情報交換の場となっていますので、多くの方々の参加をお待ちしています。 

＊活動記録 20頁記載 

 

入会条件：中村鯱城会会員 紹介者でも可（平成 18年設立） 

入会金：500円 年会費：無し 

活動参加時の必要経費：1000～3000円（ランチ代） 

活動日：2か月に１回程度 

場所：ランチ会時で次を決定 

連絡先：佐野正子（090-9186-8260）  

年間開催回数：6 回 

現在の会員数：30人 

 活動参加者（平均）：15 人程度） 
 

≪ カラオケ同好会 ≫ 

             代表 24 期 多田 正雄 
  

「皆で声を出して楽しく元気に生きる事を目標とする」 

リクエストに入る前に替え歌等で 2～3 曲合唱をします。 

健康、ボケ防止のためにも声を出しましょう。興味のある方は是非お出かけ下さい。 

 

入会条件：鯱城卒業生（平成 27 年設立） 

入会金：無し 年会費：：無し 

活動参加時の必要経費：530円 

（実費：カラオケ代） 

活動日：毎月第 3 水曜日  

13：30～16：30 

場所：カラオケ Ban Ban 

（地下鉄中村公園前 1 番出口） 

連絡先：多田正雄（052-481-1745） 

年間開催回数：約 10回 

現在の会員数：15人 

 活動参加者（平均）：6～8人程度） 
 

  



 同好会活動紹介  

－１８－ 

 

≪ 盆踊り同好会 ≫ 

                            代表 29期 大岸 泰子 
 

老人施設やデイ・サービスでの盆踊りボランティアを主にやっています。 

簡単な踊りです。参加者を大募集しています。盆踊りの輪を広げましょう！ 

 

入会条件：中村鯱城会会員のみ 

（平成 28 年設立） 

入会金：500円 年会費：無し 

活動参加時の必要経費：特になし 

活動日：5月～7 月にかけ、1～2 回/月 

場所：老人施設 名楽福祉会館等 

連絡先：大岸泰子（090-2613-3036） 

年間開催回数：7～8回 

現在の会員数：8 人（+ 協力メンバー） 

活動参加者（平均）：5 人程度） 

 

≪ ギター・アンサンブル・ソサエティ ≫ 

 

                            代表 30期 和栗 保雄 

音楽で潤いのある人生を♪ 

ギターに興味のある方は是非覗いて見て下さい。 

ボランティアでの演奏活動もしています！ 

  

入会条件：鯱城会卒業生（平成 18年設立） 

入会金：無し 年会費：無し 

活動参加時の必要経費：500円/回 

活動日：月 2回（会員が集まれる時） 

場所：中村生涯学習センターor 

本陣カラオケルーム 

連絡先：和栗保雄（090-2773-0965） 

年間開催回数：10回程度 

現在の会員数：6 人 

活動参加者（平均）：４人程度） 

 

 

  



－１９－

同好会活動報告

2020年2月13日～16日、地下鉄本陣駅ギャラリーで同好会写真展を開催し多くの方たち

に観て頂けました。毎年実施しており今回13回目の開催です。

ご来場頂いた方々や設営にご協力いただいた中村鯱城会に感謝申し上げます。

自慢作、32作品（出展者19人）を発表できました。この時期にしては穏やかな天候にも

恵まれ大勢の方たちに楽しんでいただけたものと思います。ただ今年はコロナウィルスの

感染が心配されたので受付にアルコール消毒コーナーを設け対応しました。フランスの方

とアフガニスタンの方の来場があり芳名録に記帳して頂きました。この写真展、次の開催

時にはどんな国の方々に観てもらえるのか楽しみでもあります。勿論、会員一同いい写真

撮りに励みますので、次回も中村鯱城会の方たちの沢山の来場お願いします。 撮影会お

試し参加もＯＫです！

写真をやってみようかと思う方の入会もお待ちいたします。

写真同好会会長:杉戸一夫（投稿 矢野克明）

≪ 写真同好会 第13回写真展 ≫ 

「上記写真は杉戸・冨田両氏の作品を抜粋」



同好会活動報告

2020年2月28日創意和食「野むら」でのランチ会を楽しみました。

食べ歩き同好会（約36名）発足して2年が経ちました。主に中村区中心ですが鯱城会の皆様

とグルメを満喫しています。今回は昭和区です、名古屋駅に10時半集合本山の野むらにて約

2時間のランチ会を楽しんだ後近くの桃厳寺を散策して14時半に散会しました。毎回美味し

い料理とひと時の歓談を楽しんでいます。

この1年間で、焼肉ステーキスギモト、居酒屋あい、居酒屋文、馬喰一代、にぎわい食坊

清風、今回の野むらの6回の食べ歩き会楽しみました。2020年度も2ヶ月に1回の開催を予定

しています、賑やかな写真もご覧いただき新たな会員も募集しています。

皆さんの参加をお待ちしています！

食べ歩き同好会:佐野正子(090-9186-8269)、武田清（090-1834-0398）

≪ 食べ歩き同好会 ≫ 

桃厳寺

野むら

地下鉄本山駅

名古屋駅前

桃厳寺
名古屋大仏

－２０－



 自由投稿  

－２１－ 

≪ ラジオ体操 ≫ 

今どきの 70歳                  32 期 石塚 日利 

もうかれこれ 5～6 年になるかも知れないが、私は庄内川に程近い横井山緑地公園で有

志がやっているラジオ体操に足しげく通うようになりました。ただ、平日は仕事へ行くた

め土・日曜日のみの参加です。 

参加し始めたころは後ろの方でただ黙々とやっていましたが、挨拶を交わすうちに皆と

も打ち解け、今では最前列でやっています。 

朝 5 時半に起き、身支度をして 6 時ごろ公園に着くと公園外周約 700 メートルを軽く 3

～４周ほど走ったりしたあと、体操が始まるまでの時間を住んでいる家はもちろん、名前

も余り知らない仲間たちと社会問題から下ネタまでを大きな声で笑いながら話すのが日課

となっています。 

「今日はあの体の大きな人、来とらんねえ」と言われて、「ああ、あの人ね！」と話は

通じるし、また「チャカチャカした、あのおしゃべりな女の人、入院したらしいよ！」な

どとどこからの情報かは定かではないが、話が尽きることはないのです。 

そして、体操が終わると「お疲れ様！」と声を掛け合い「また！」と気軽に明日の約束

をして散りぢりに家路へと帰って行くのです。 

あと、元旦には体操が終わってから庄内川の土手を登り、

初日の出を拝むのも恒例行事となっています。 

 

ところで皆さん“サイモンとガーファンクル”の 

オールド・フレンズ（旧友）を知っていますか？ 

 

♪ 旧友がブックエンドのように公園のベンチに座っていました。 

君は想像できる？  こんな風に公園のベンチに座っているなんて・・・・・ 

   恐ろしく奇妙な感じだ 70歳になるなんて・・・・♪ 

 

私もあと数年でその年を迎えようとしています。でも、今の 70 歳はベンチにしょぼくれ

て座っているなんて想像できません。今なら・・・・・でしょうか？ 

 

♪ 旧友が時計の針のように公園の外周を走っていました。 

君は想像できる？  こんな風に公園の周りを走っているなんて・・・・・ 

   恐ろしく奇妙な感じだ 70歳になるなんて・・・・♪ 

                               



 自由投稿  

－２２－ 

≪ スマホと私 ≫ 

 

30期 加藤初枝 

 

 シニア世代に入って徐々に社会の動きに疎くなる自分を感じていた、そんな折、携帯電

話が修理終了となり、やむを得ずスマホに切換える事になりましたが、不安で一杯 機器

に弱い 新しい事に挑戦する気力の無さがありました。 

 

それでも、昨年の 4月、大型電機店にて、契約条件等かなり忍耐力 

がいる長い説明後、発売されたばかりの、ゴールドのスマホを手にし

ました。ガラス全面フィルム クリアのハードケース ＳＤカード、

卓上ホルダー等まずは、形からとほ

ぼ完璧な準備をしました。 

  

店内教室には、4回通って中国出身

の若い女性の先生に時には国際交流しながら、楽しく基

本を教えてもらいました。 

それからはＢ型のわたしにはピッタリ（疑問は即解

決）の遠隔サポートに頼りました。数々のアカウント パスワードにうんざりもしました

が、コンテンツ アプリは魅力的で徐々に皆が四六時間離さないのも、理解出来ました。 

 

そんなこんなでやがて 1年経過しましたが、憧れは かつて長い美しい指先でスマホ操

作し道を教えてくれた人、異国の知らない街なのにスマホ片手に案内してくれた人 そし

て、スマートなスマホ払いをすることです。けれど、余り夢中になると、猫背の私は肩こ

りが生じてスマホ首になりつつあることです。 

色々と難しい年頃なのです。 

 

 

 



年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ

≪ 2020年度 年間スケジュール ≫ 

＜ 各委員会＆鯱城会全体行事 ＞

＜ 定例会議＆定期清掃活動 ＞

2020年度の年間スケジュールです、新コロナ問題で青色が現在中止決定内容です。

中村生涯センターも5月末まで閉鎖中です。生涯センター閉鎖が解除されてからの中村鯱城

会活動スタートを予定しておりますのでよろしくお願いします。

2020年5月25日現在 (青色：中止決定）

－２３－

2020年5月25日現在 (青色：中止決定）

＊委員会には 7頁 役員・委員名簿記載メンバー全員の参加お願いします。

中村学習ｾﾝﾀｰ
第3金曜

9:30～10:30

駅西清掃
毎月24日

9:30～10:30

４月 3日,20日 10日 17日 17日 24日(金)

５月 休 1日 15日 15日 24日(日)

６月 休 休 3日(臨時） 19日 24日(水)

７月 1日 3日 17日 17日 24日(金)

８月 休 休 21日 21日 休

９月 2日,30日 4日 18日 18日 24日(木)

１０月 休 2日 16日 16日 24日(土)

１１月 4日 6日 20日 20日 24日(火)

１２月 2日 4日 18日 18日 24日(木)

１月 休 休 15日 15日 休

２月 3日 5日 19日 19日 24日(水)

３月 3日,24日 5日 19日 19日 24日(水)

月

地域活動委員会:定期清掃総務委員会
第1水曜
9:30～
(11:30)

委員会
第1金曜
10:00～
(11:30)

役員会
第3金曜
10:30～
(12:00)

月
総務

委員会

地域活動
委員会

（鯱城会協賛）

行事
委員会

福祉活動
委員会

広報
委員会

鯱城会
全体行事

４月 20日:総会

５月 1日:新会員歓迎会
30日:第1回
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ集会

鯱城だより5月号

６月
6日:名古屋駅前
ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

学習会
30日:第2回
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ集会

＊かわら版1号

７月

８月 講演会
夏祭り
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

９月 こころの絆創膏

１０月 24日:中村区民祭り
3日:鶴舞
ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

ﾊﾞｽﾂｱｰ
子供祭り
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

鯱城だより10月号
＊かわら版2号

14日:ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ交歓会
22日:第33回公開講演会

１１月
7日:堀川清掃
施設見学会

5～8日
本陣作品展

18日:第3回16区ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

１２月 ＊かわら版3号

１月 新年会

２月 鯱城だより3月号

３月
こころの絆創膏
14日:ｳｲﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ

見学会 ｽﾏｲﾙｺﾗﾎﾞ ＊かわら版4号 9日:第11回OB文化祭



 お知らせ  

－２４－ 

☆中村鯱城会行事 

新コロナ問題の為現在活動ができない状況が続いています。 

2020年度の中村鯱城会活動は現在閉鎖中の中村生涯学習 

センターが使用できる状況になった時点でスタートします。 

新コロナ問題早く終息することを願っています。 

4月より活動 

 ■ 4月 10日 総会 ← 中止 

■ 4月 17日 役員会 ← 中止 

■ 5月 01日 委員会＆新会員歓迎会 ← 中止 

■ 5月 15日 役員会 ← 中止 

■ 5月 30日 第 1回ボランティア集会 ← 中止 

■ 生涯センター＆駅西清掃 ← 中止 

   

  6月より活動予定（活動再開可の場合） 

■ 6月 03日 臨時役員会 

■ 生涯センター＆駅西清掃  
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【 編集後記 】 

  中村鯱城会だより５月号もなんとか皆さんの協力のおかげで完成することが

出来ました。当初、新型コロナウイルスの影響で色々なイベント、集会等が中止

になって行くため原稿の収集すら困難を極めましたが、皆さんへの情報をリアル

に届けると言う役割を担っている以上、遅配を出さないよう努めました。 

  年々、入会者が少なくなってきており、今期の広報委員は極小人数で対応して

行くことになっています。ですから、皆さん一人一人が中村鯱城会の情報発信者

であり、情報伝達者になっていただき“共に創ろう！”をひとつのフレーズにし

てご協力を呼びかけたいと思います。 

  今後も鯱城会だよりを通して皆さんとの繋がりを実感してもらえるように広

報委員一同頑張って行きたいと思います。是非、皆さんからの原稿をお待ちして

います。                      広報委員会 

 


