
  

 

２０２０年 8 月 昭和鯱城会会報 100 号 

昭和鯱城会・会長就任にあたって 

                        31 期(陶芸) 松栄 小川 賢雄 

今回､第 29 代昭和鯱城会の会長に就任致しました。 

会長就任に際しては、正直に言うと当初辞退しておりましたが、決定したからには非力ながら

「深刻にならず、真剣に」取り組んでいきたいと思います。 

その後の経緯については、ご存じの通りコロナ禍が進展し、定例会はもとより 4 月１５日開催

予定の「総会」が会場都合や「三密対策」等で中止となりました。 

しかし､役員会そして会員の皆様の努力と協賛により、投票形式で無事決定することが出来

ました。 

その後もウイルス禍で、当会も４月から 6 月まで昭和鯱城会主催行事は､全て中止と致しまし

たが、まさしく今後もコロナとの戦いでもあります。 

中止・延期は､事後の対応が適切でなければなりませんので、今まで以上に情報連絡と適切

な対応を心掛けてまいります。 

 そのような中で､昭和鯱城会も来年には創立 30 周年を迎えます。コロナ禍によっては中止も

考えられますが、「30 周年記念実行委員会」も発足致しましたので、会員の皆様が多く参加 

出来､また楽しまれる様に努力してまいりますので､格別のご協力をお願い致します。 
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小川昭和鯱城会会長     細野 鯱城会会長      髙島 総務委員長      水野 行事委員長 

鯱城会会長挨拶 
 

31 期（地域 A） 松栄 細野 博行 
 

令和２年度の鯱城会会長に就任しました細野 博行と申します。昭和区から会長が出るのは､ 

２１期の日比野 勝氏（滝川学区）以来ですので１０期ぶりとなります。 

鯱城会の現状は学園生が減る中で未加入者も増加し、高年齢の退会者も多く会員数の減少が 

大きな課題です。６月まではコロナ禍で活動が出来ず、7 月からの行事計画も不安要素で一杯です。 

こんな状況ですがボランティア活動は予防対策も考慮して、出来る限り活動してゆきたいと思って 

おります。鯱城会の運営は各区の協力が欠かせません｡昭和鯱城会のご支援､よろしくお願いします。 
 

総務委員長 
 

                             32 期（生活Ｂ） 広路 髙島 善行 
 

 令和２年度の総務委員長の任に就くことになりました髙島 善行です。 

鯱城学園を卒業してから１年が経ち、私の周りの人たちも会社関係から鯱城ＯＢへと､様変わり 

しました。昨年から昭和鯱城会でも総務委員として、色々な行事等に参加出来、 

仲間も増えました。就任早々コロナ禍により若干ズッコケましたが、人生 100 年時代を前向きに捉え、 

終活ではなく老活すべく､これからの人生を楽しみたいと思っています。 

 委員長として、未だ昭和鯱城会のことはわからないことばかりですが、会長始め各役員の方々と 

力を合わせて会を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願い致します。 
 

行事委員長 
 

32 期 (地域 A) 松栄 水野 晃 
 

今年度の行事委員長を仰せつかりました水野 晃です。 

今年度の行事計画を練り、発表してスタートする予定でしたが、新型コロナウィルスの影響で 

出鼻をくじかれてしまいました。世の中がすべて延期・中止の中、やむを得ないことでした。 

さて 9 月からの行事では、生涯学習社会への参加を念頭に、色々なところに出掛けるよう企画し昭

和鯱城会の皆様と楽しく和やかな一日を過ごせるように頑張ってまいります。 

皆様の参加があっての行事委員会です。気軽に参加して頂き、同じ空間及び時間を共に過ごし 

ましょう。 
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下和田 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ委員長  伏屋 広報委員長     33 期中村さん（中央）及び 新入会員 

ボランティア委員長 
 

31 期（文化 A） 川原 下和田 学 
 

令和２年度の昭和鯱城会ボランティア委員長を仰せつかりました､下和田 学です。 

私たちは､ボランティア活動で社会貢献することも大事ですが、高齢者である自分達がボランティア 

活動に参加出来る気力、体力を持っていることが一番の喜びだと思います。今年は皆さんご承知の 

通り、コロナ禍により年度当初から活動を自粛する状態が継続しています。とりわけ昭和鯱城会の 

メンバーは､感染すると重症化のリスクの高い高齢者集団ですから三密にならないよう、細心の注意 

が必要ですので、今年度の活動には色々な制約がついてくると思います。まずはご自分の体調 

管理を十分に行って頂き、余力をもってボランティア活動に参加して頂きたいと思います。 
 

広報委員長 
 

                             32 期（健康Ｂ） 吹上 伏屋 満  
 

 令和２年度の広報委員長 伏屋 満です。早速ですが、新型コロナ禍により今年度最初の発行が 

8 月に遅れてしまい､誠に申し訳ありません。 

この「便り」は長年継続され、諸先輩方の努力で充実した内容となってきており､ これを台無しに 

しないよう頑張りたいと思います。また、前々回の 98 号作品展から全ページがカラー印刷となり、 

頁数が少な目になるかとも思いますが、写真/イラストも含めて見易くて濃密な内容になるよう 

頑張ってまいります。前任の諸先輩も､原稿集めに苦労されたと聞いております。 

会員皆さまのご支援で原稿殺到して困るぐらい､ご協力の程お願い致します。 
 

新入会員挨拶 『昭和鯱城会に入会して』 
 

33 期 (美術) 松栄 中村 誠司 
 

今年、昭和鯱城会に入会しました中村 誠司です。 

退職後すぐ､鯱城の美術専攻に入学したいと思っていたところ、運無く３年連続で抽選に漏れて 

しましたが、美術にこだわり４年目にチャレンジ枠で入学することが出来ました。しかし、入学までの 

間にシルバーカレッジに入学出来ましたし、ＮＨＫの絵画教室は今も受講を続けております。 

シルバーカレッジや鯱城では､多くの仲間を作られたことが一番の収穫です。 

いずれは伊勢に帰るつもりでいますが、名古屋で生活する間、新たな仲間に出会い、生活に 

楽しみが見つかれば良いと思っております。よろしくお願い致します。 
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随 筆 
 

チクタク・チクタク・ﾎﾞｰﾝ・ﾎﾞｰﾝ 我が家の柱時計は宝物 

24 期（文化 A） 八事 佐藤 幸男 

 

チクタク・チクタク・・・心地よい響き“ﾎｰﾝ・ﾎﾞｰﾝ・・・”時刻を告げる音色、我が家の柱時計 

は私の宝物で、1 ヵ月に 1 回、手作業にてゼンマイを巻くタイプである。 

ある朝、柱時計が止まったままであることに気付き、いつものように柱時計のふたを開け 

“ねじ巻き”で回すも､ねじがビクとも動かない。諦めて修理に出すことにした。 

デパートの時計売り場へ持参し修理を依頼。女子店員が「お預かりして修理します」との 

返事に、所要日数と代金を尋ねると、20 日位で 5 万～6 万との返事に私は戸惑う。 

私は、ゼンマイ交換で 2 万～3 万と予想していたので、その場は時計を持ち帰った。 

その足で別のデパートの時計売り場に持ち込むと、男性店員の「修理をやらせて下さい｡ 

ひと月ほどかかり、部品はメーカー取り寄せで実費になります。直り次第連絡します」との 

対応に、安心して預けることにした。 

ひと月ほど経って「修理が出来た」との連絡があり、翌日、受取にデパートへ行くと、 

男性係員から「今回の修理で、随分勉強になりました。修理代はいただきません」と言われ 

感激！ 再三修理代金を払う旨を伝えるも、笑顔で固辞された。 

私はご厚意に甘え、謝辞を述べて帰宅して時計を元の位置に掛けると、息を吹き返して 

“チクタク・チクタク・・・”前と変わらぬ心地よい響きに安堵した。 

 私が勤めていた会社には、勤続年数に応じた表彰制度があり､初めて受けた表彰は勤続 

10 年の表彰であった。全店朝礼の場で、社長より表彰状と記念の腕時計を授与され、感激 

したことを今でも覚えている。 

勤続 20 年を迎えた年、全店朝礼で表彰を受け、表彰状と高級腕時計を拝受した。 

私が 20 年もの間勤めることが出来たのは、同僚と家族の支えがあってこそと感謝しながら、 

ふと思いついたことがあった。それは、拝受した高級腕時計を、家族にも記念になる 

『柱時計』と交換することであった。 

翌日、時計売り場に赴き、そこの責任者に、高級腕時計と柱時計の交換を申し入れた処、 

快諾を得た。我が家の柱時計は、今日も“チクタク・チクタク・・・ボーン・ボーン・・・”、 

私の宝物です。 
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行事レポート 

桜花学園との交流会 

                     32期 （地域A） 広路 後藤 恵津代 

1 月 25 日(土)､桜花学園の皆さんとの交流会が開催されました｡ 

昭和鯱城会取り纏め担当の私は､学園取り纏めの生徒さんと､人数確認やイベント内容の 

打合せを数回に亘って行った上で､本番を迎えました｡ 

当日の朝､見慣れた鯱城会メンバーと合流して高校に出向くと､正門前には寒いにも拘わらず 

数人の生徒さんが出迎えて下さり､校内を案内していただいて交流会場に到着｡ 

当方の参加者は､25 名の予定が何と 12 名に！ 高齢者とはこう言うことでしょうか？！ 

 

最初に当日のスケジュール説明があった後､爽やかなハンドベルの演奏から始まって､ 

『三ツ矢サイダーの歌』(三ツ矢サイダーの歌なんてあったの？) 続けて､簡単なお遊戯を 

入れた『イワシの開きという歌』を披露して下さいました｡ 

 

全てが初めての経験で少し緊張しましたが､それでも少しずつ慣れて来てハンドベルに合わせ 

て歌ったり､ゲームでは勝負事に年齢は関係無いとばかりに､闘志剥き出しになったり｡ 

 

若い方達と､楽しいひと時の青春を共有出来ました｡ 

桜花学園インターアクトクラブの皆さん､有難うございました｡ 
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行事レポート 

体験陶芸教室 

                     30期（陶芸） 吹上 長谷川 泰代 

 

2 月の行事として､今 NHK の人気朝ドラ「スカーレット」で注目を浴びている陶芸を、６名で 

体験してきました。（初めての人 3 名、やや経験のある人 3 名） 

伺った武村豊徳先生の陶芸教室は､地下鉄本山駅近くのビルの２階にあり､大きな窓のある 

明るい雰囲気の場所でした。 

最初にお部屋の角にあるテーブルで、武村先生より簡単な作陶の説明があり、その後一人 

ずつ電動ロクロがくるくる回る台の前にすわり、置いてある土を両手でつかんでみましたが、 

思うようになりません。 

でも不思議なことに、先生に手をそえて頂くだけで粘土からいろんな形が出来てきて､ 

各自２個ずつ（湯呑み、皿、花器、抹茶茶碗 等）を作りました。 

後は釉薬を選定して、終了。９時 30 分から 11 時 30 分までの 2 時間でしたが、 

アッという間でした。ちゃんと出来るかと心配でしたが、本当に楽しい陶芸体験になりました。 
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会員の広場 

ぶらり昭和区 MAP  

３１期 （地域Ａ） 松栄 細野 博行 

 

昭和鯱城会は名所旧蹟や歴史など紹介する「ぶらり昭和区 MAP」に製作協力している、MAP は４冊

が完成し小・中学校や区役所で配布している。コロナ禍による県外外出自粛もあって、広路学区の 32 期

高島善行さんと MAP を持って１０小学校区を５回にわけ５日かけて歩いた。 

初回５月５日は９時半に伊勝学区の伊勝八幡宮へと北に向かう。創建は熱田神宮と同時期で悠久の歴

史がある。高台に寶珠院があり、南の川名中学校の校庭には桜並木がある。香積院は江戸時代に商人味岡

氏が娘の菩提を弔うために、広大な寺地を寄進した。杁中駅から八事駅への右手に隼人池があり、左手の

光真寺は石階段の上にありマップがなければ来られないお寺だった。歩行距離６キロ。  

２回目 11 日の滝川学区は杁中を経て般若臺へ行く。香積院の別院で高台にあり文人に愛されたところ

だ。普蔵寺はホテルみたいな建物。八事日赤病院の裏手の浄昇寺は川名の妙見さんとして親しまれる。圓

立寺、西光院、徳林寺は中心地にあって太平洋戦争で焼かれ、この地区に移転してきた。当地区は高級住

宅地であり広い屋敷や高級マンションがほとんどだ。歩行距離８キロ。 

３回目 18 日に家から西へ３０分で村雲学区となり台地の上に御器所八幡宮がある。平安時代創建と伝

えられ戦国武将から必勝の神様として崇敬される。周辺には久松寺や宗圓寺や龍福寺・壽栄寺と寺が多

い。西の新堀川へは下り坂となって、名古屋高速大高線より西は白金学区だ。学区内は自動車修理工場

が多く目立つ。白金児童館より東へと台地に戻る道脇に観音像・地蔵像の小さな祠があり、ゴールの尾陽

神社は尾張藩開府 300 年記念に明治時代に創建された。歩行距離 8 キロ。 

４回目６月１日に川原学区の川名公園をスタート。飯田街

道沿の民家や商家が密集した地域に 20 年以上かけて、防災

や環境学習の場として平成最後の年に公園が完成した。文化

小劇場もオープンしたことにより、この地区の人気度が大い

に高まった。広路学区には曹洞宗大平寺がある。我が家の菩

提寺であり住職より小牧長久手の戦いで焼失したことや伊能

忠敬が滞在したなど歴史を聞く。川原神社の創建は古の時代であり初詣や夏祭り・餅投げに毎年出かけ

ている。飯田街道を北西に進むと吹上学区となり吹上ホールや町内の氏神様を巡る。鶴舞学区の鶴舞公

園は明治時代に造られた公園で公会堂、図書館、緑化センターを巡る。歩行距離 8 キロ。 

５回目６月 16 日の松栄・御器所学区には母校の小中高校がある。松栄学区は歴史が浅いが、塩付街道

には石仏地蔵や善昌寺、白山神社に昔の面影がある。御器所学区には桜山中学、向陽高校があり正門・

校舎・体育館がデザインのよい建物に生まれ変わっている。高校にはノーベル賞の益川博士の記念碑が

できていた。この地区は江戸時代から大根の産地で沢庵漬けが有名で、いまも漬物商の工場が残る。ゴー

ルの龍興寺の雨池には龍が生息した言い伝えが残る。歩行距離７キロ。光月にてワイン同好会が夕方

に開かれた。参加してワインや生ビール、イタリア料理でウォーキングの打上げをした。 



    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 名称 開催日 費用 場所 幹事(副) 電話

火曜日 入会金;4,000円 昭和区 枝廣啓三 831-8038

(第2・第4) 会費;6,000円(年) 社協

9;30～11;30 研修室東

水曜日  入会金;1,000円 昭和 高見啓子 090-9209-0385

(毎週) 会費;3,500円(3ヵ月)

13;15～14;15

月曜日 男性;4,000円 大野俊介 080-3648-0468

(偶数月の第3) 女性;2,000円(手料理等持参) (長谷川信義) (733-2502)

16;00～

火曜日(第3) 入会金;500円 市営永金荘 浅野かをる 090-6087-7500

13;00～ 会場費;500円/回 (大野俊介) (080-3648-0468)

土曜日13;00～ 会費3,000円(3ヵ月) 後藤美恵子 090-1091-7396

不定期2～3回/年 都度 都度 大野俊介 080-3648-0468

(海外旅行含む)

男女問わず、未経験者からベテランの方まで、入会お待ちしています。
参加ご希望の方は、お気軽に各幹事さんにご連絡ください。

昭和鯱城会　クラブ・同好会一覧表

ク
ラ
ブ

同
好
会

Siesta de

光月

ビギナー

麻雀

太極拳
同好会

スポーツ
センター

名古屋
ライトハウス
４階

(基本第1・第3､
年間計画有)

昭和鯱城
パソコン
クラブ

昭和
リズム体操

クラブ

手料理と
ワイン会

旅行
(懇親会)

 

第１8 回「趣味の作品展」作品募集（予告） 

○作品展示期間 ： 令和 2 年 10 月 7 日（水）～10 月 9 日（金） 

○作品展示会場 ： 名古屋市市政資料館 3F 第 2～第４展示室 

○募 集 作 品 ： 洋画・日本画・水墨画・版画・書・短歌・俳句・川柳    

彫刻・革工芸・紙工芸・ガラスアート・手芸・刺繍     

染色・写真・盆栽・陶芸・ガラス工芸・絵手紙 その他    

〇会 場 設 置 日 : 10 月 6 日(火) 

奮ってご出品ください。申し込みは、学区幹事までお知らせ下さい。 

編 集 後 記 

広報委員会メンバー変更にコロナ禍が重なり、せっかくの 100 号記念でありなら、不満

の残るものとなりました。 

残る「便り」で挽回したいと思っており、会員の皆様の御協力をお願い致します。 

昭和鯱城会 「昭和こじょう会便り」 2020 年 8 月 100 号 

発行責任者  小川 賢雄 

広報委員長  伏屋 満、  副委員長  樋口 敏幸 

広報委員   杉江 惠理子、細野 博行、安藤 守、中村 誠司、早瀬 芳二 

表紙写真   『収穫』吉岡 一麿 (24 期 美術) 

    名古屋市高年大学鯱城学園・昭和鯱城会共同発行 


