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 昭和鯱城会長挨拶 
 

31 期（陶芸） 松栄 小川 賢雄 
 

昨年第 29 代昭和鯱城会の会長に就任いたしましたが、コロナ禍に

始まりコロナ禍で終わった一年でした。 

今年の役員は、鯱城学園の卒業生も無くて新規会員補充も無い

事から、私を始めとして全員留任と成りました。また昨年に引き続いて

新年度のスタートとなる 4 月総会も開催出来ず、止む無く「投票議決」

方式に変更致しました。今年度も昭和鯱城会会員 141 人のうち、反

対票無しで原案とおり承認され、会員の皆さんに御礼申し上げます。 

今年度もコロナ禍は変異ウイルスが新たに蔓延する状況で油断は

できず、愛知県も「まん延防止等重点措置」が適用されています。し

かし朗報として昭和区でも高齢者対象にコロナワクチン接種が始ま

り、早い人は 5 月に第 1 回の接種が出来る事に成りました。ワクチン接種後の効果に期待がかか

るところです。 

今年度は昨年出来なかった当初行事予定を主体として、計画し計上してあります。実施につい

ては、コロナ禍との関係で予測は出来ませんが、変更時の連絡関係に遺漏が無いように対応して

いこうと思います。会員の皆さんもコロナ禍による外出自粛等で体調を崩す事なく、御元気でご活

躍ください。 

 

昭和区長挨拶 
 

                             名古屋市昭和区長 舟橋 洋一 
 

昭和鯱城会の皆様には、常日頃から昭和区

内でのボランティア活動等に精力的にご活躍

いただき、深く感謝申し上げます。 

令和２年度は、コロナ禍において区主催の行

事もほとんど中止せざるを得ない状況となりまし

た。 

令和３年度に入りましても、厳しい状況が続

きますが、５月にはワクチン接種も始まりました。

65 歳以上の方々全員への接種には、いま暫く

時間を要しますが、その後には昭和鯱城会の

皆様の活動がこれまで以上に盛んとなり、皆様

の元気ではつらつとした活動で、本区が目指す

「みんなが住み続けたくなるまち昭和区」の実

現にお力添えをいただきますようお願い申し上

げます。 
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鯱城会会長挨拶 
 

31 期（地域 A） 松栄 細野 博行 
 

令和３年度の鯱城会会長に就任しました細野博行と申します。会長職は昨年に引き続き２年連

続となりますがよろしくお願いいたします。 

令和２年度は鯱城学園がコロナ禍により１年間休校するという、経

験したことのない年でした。鯱城会においても会議の中止が相次

ぎ、更に主催する行事やボランティア活動が全面中止となりました。

また卒業生がおらず、新規の入会者が全くいない事態となり、会の

運営は厳しい状況でした。一方、ホームページについては区鯱城

会の要望からリアルタイム更新やカレンダー機能を加えました。ホー

ムページを是非開いてみて下さい。 

令和３年はコロナ禍の終息を期待して、行事やボランティア活動

の年間計画をたてました。今後ワクチン接種が順調に進み、秋の行

事が無事に催行できることを望んでいます。そして全区の会員の皆

様と交流できることを楽しみにしています。 

昭和鯱城会は令和４年には創立 30 周年を迎えます。ますますのご活躍を期待します。 

 

総務委員長 
 

                             32 期（生活Ｂ） 広路 髙島 善行 
 

 令和 3 年度の総務委員長の任に、引き続き就くことになりました髙島善行です。 

 会社勤めを終え、4 年がたちました。今、私が関わっている友人

は鯱城学園の卒業生がほとんどです。そんな中、昭和鯱城会で活

動できることに幸せを感じます。 

 「ピンピンコロリ」になるために、死ぬまで心身ともに健康でありた

いと思います。皆さんとともに老活し、楽しい日々を過ごしたいと思

っています。 

 昨年度は、まだ昭和鯱城会の活動内容等がよくわからない中、コ

ロナ禍もあり、皆さんの期待に応えられるような活動はできなかった

と思っています。 今年度もコロナ情勢には振り回されると思います

が、皆さんに少しでも楽しんでいただける手助けができれば嬉しい

です。よろしくお願いいたします。 
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行事委員長 
 

32 期 (地域 A) 松栄 水野 晃 
 

今年も行事委員長を務めさせていただく水野です。 

コロナウイルスの影響で留任となり今年も皆さんのお世話になりま

す。 

昨年度は、計画は立てましたが結局 3 回のみの開催となりました。 

本年度も行事委員会で 1 年間の計画を立てました。 

内容は、4 月より密を避け野外での行事でスタートします。 

先のことは、読めませんが皆さんのご協力で一年を過ごせることを願

っています。 

 

ボランティア委員長 
 

31 期（文化 A） 川原 下和田 学 
 

令和３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、

下和田ですよろしくお願いします。 

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できる気力、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とおり、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 3 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いただきたいと思い

ます。 
 

広報委員長 
 

                             32 期（健康Ｂ） 吹上 伏屋 満  
 

昨年度に引き続き広報委員長に留任しました。昨年度の「昭和こ

じょう会だより」の発行は１回削ることになってしまい、会員の皆様に

はご迷惑をおかけしました。今年度もコロナ禍が続き、昭和鯱城会

の活動も制約を受けることが想像されます。しかし、計画どおり４回

の会報を発行したいので、皆様の積極的なご寄稿をお願いします。 

私の趣味は山で写真を撮ることですが、やはりコロナ禍であまり活

動できず、おなか周りがカメラより重くなってしまいました。同好の方

がお見えでしたら是非一緒に楽しんでいきたいと思います。また、昭

和鯱城会の行事にも積極的に参加・活動して、心身ともども軽くした

いと思います。 
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令和３年度 昭和鯱城会事業計画 
 

年月

日 場　　所

・8日（木）11：00社協2Fﾎﾞﾗﾙｰﾑ　　

　学区幹事に総会資料配布

　（本年度は書面による投票議決総会）

・15日（木）（昭和・行事）

　東谷山ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ～志段味古墳群の見学

・18日（火）（昭和・行事）

　名古屋港ﾜｲﾙﾄﾞﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾞﾙｰﾎﾞﾈｯﾄ見学

・16日(水)ＡＭ　社協（体験型）

　34期生地域ミーテイング

・〇〇日（〇）（昭和・行事）　　　　

　プロ野球観戦（ﾛｯﾃ、ｵﾘｯｸｽ又はﾀｲｶﾞｰｽ戦）

・7日（水）（昭和・行事）　　　　

　船でのみなと見学（名古屋港湾事務所）

  

・5日(日)

　遊びの広場 昭和区役所講堂

・14日（火）（昭和・行事）　　　　

　名古屋市港防災センター見学

・2日（土）10：00～12：00　予備9日

 　鶴舞公園クリーンキャンペーン

・6日(水）（昭和・行事）

　滑走路見学（中部国際空港セントレア）

・13日(水)20回グランドゴルフ交歓会　庄内緑地公園

・18日（月）～21日(木)

　「趣味の作品展」　昭和区役所

・21日（木）13：00～16：00 5F伏見ﾎｰﾙ

　鯱城会公開講演会

・24日（日）　　昭和区区民祭り、鶴舞公園

・2日（火）千種ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

　第4回16区フェスティバル

・6日（土）10：00～12：00　予備13日

昭和区役所  　堀川清掃大作戦

6Ｆ　604 ・9日（火）（昭和・行事）

　レトロでんしゃ館と車両整備工場の見学

・17日（水）13：30～15：00　鯱城 8F第1実習

　35・36期生（1回生）地域ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

昭和区役所 ・7日(火）（昭和・行事）　忘年会

6Ｆ　604

・21(金)10：45～５Ｆ伏見ﾎｰﾙ

 　34期生区会説明会

・22日(土）（昭和・行事）　桜花学園高校と交流会

・8日(火）（昭和・行事）

　 名古屋地方裁判所の見学と傍聴

・16日(水） 18日(金)　34期生鯱城会入会申込

・24日(木）PM

　34期生入会説明会昭和区役所６０４

・8日（火）10：00～15：00 5F伏見ﾎｰﾙ

 　鯱城会第12回ＯＢ文化祭

・13日（日）　名古屋ウィメンズマラソン

・〇〇日(〇）（昭和・行事）　桜餅つくり

◎クリーンパートナー（東郊通2～御器所通)

　集合9時30分　荒畑龍興寺北側の器具置き場

　（7月・8月・9月は夏時間　９時集合）

　5月・11月・2月は主要道路清掃活動日（集合９時３０分）

会報
発行

 　印刷

3日(木)
定例会

昭和区役所
　6F　604

役員会・委員会
（定例会） 行  事 (協賛行事含む)

クリーン
パートナー

8日(木)
9:30～

30日(金）
9：30～

27日(木）
9：30～

30日（水）
103
号

24日(木）
9:30～

5月
済

7日(金)
定例会

昭和区役所
　6F　604

28日(金)主要
道路清掃学区

(４拠点)
ーーー

R3年
4月
済

2日(金)
定例会

昭和区役所
6F　604

28日(水） ーーー

昭和区役所
　6F　604

28日（水） ーーー
29日(木）
9:30～

8月
6日(金)
定例会

昭和区役所
　6F　604

25日（水） ーーー

6月

28日(木）
9:30～

9月
3日(金)
定例会

昭和区役所
　6F　604

29日（水）
104
号

24日(金）
9:30～

10月
1日(金)
定例会

昭和区役所
6Ｆ　604

27日（水） ーーー

26日(木）
9:30～

7月
1日（木）
定例会

12月
3日(金)
定例会

22日（水）
105
号

23日(木）
9:30～

5日(金)
定例会

11月
26日（金）主要
道路清掃学区

（４拠点）

25日(木）
9:30～

ーーー

24日(木)
9：30～

R4年
1月

7日(金)
定例会

昭和区役所
　6F　604

26日（水） ーーー
27日(木）
9:30～

2月
4日(金)
定例会

昭和区役所
6F　604

25日（金）主要
道路清掃学区

（４拠点）

ーーー

備考
発刊年

4回
社協  ボラ

ルーム

３月
4日(金)
定例会

昭和区役所
　6F　604

30日（水）
106
号

31日(木）
9:30～

  ◎定例会
   （役員会・委員会）
    9時30分～12時00分
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東谷山フルーツパーク～志段味古墳群見学 
          

３２期 （地域 A） 広路 後藤 恵津代 

 
４月１５日(木) 、令和３年度昭和鯱城会行事のスタートです。昨

年度は、楽しい企画を準備したものの、コロナ禍で行事はことごと

く中止となってしまいましたが、今年度は、まず順調にスタートす

ることが出来、内心ほっとしました。 

 藤が丘経由と大曽根経由の 2 グループ計７名は、白鳥塚古墳

東の駐車場で合流し、志段味で最も古い前方後円墳の白鳥塚古

墳に向かいました。緑の木々に囲まれた階段を上がって、石英で

敷き詰められた墳丘のてっぺんに到達。 

次に向かったのは東谷山フルーツパーク。緩やかな坂道を四

月の風を受け、道端には『諸喝采』の鮮やかなパープルカラーが

目に飛び込んで

きました。フルー

ツパーク内では

1 時間程散策

し、温室、売店

を覗いてから、

レストハウスでは

園内で収穫され

た果物を用いた

昼食をいただき

ました。 

午後は、志段味古墳ミュージアムへ向かい、古墳群の出土品を見学しました。２階からは、直接

古墳群に出られ、竹林の散策道を抜けて志段味大塚古墳に向かいました。ここは当時を復元した

古墳で、目に飛び込んできたのは、石で積み上げられたホタテ型前方後円墳(墳丘長 55ｍ、後円

部径 40ｍ、後部高約 7m)、ヤマト王権との密接な関係があったそうです。巨大な墳丘に上がり、貴

重な古墳に触れることが出来ました。 

心地よい気候の中で、色々な野外施設

を訪れることが出来、名古屋にもこんな環

境があったのかと再認識させられました。 

行事レポート 

 
志段味大塚古墳 

フルーツパークの枝垂れ桜並木 

 
フルーツパーク内にて 

 
園内産フルーツのケーキ 

白鳥塚古墳 
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ボランティア報告 

名古屋ウィメンズマラソンボランティア参加 
          

３１期 （文化 A） 川原 下和田 学 

 
３月１４日(日)「名古屋ウィメンズマラソン 2021」が開催されました。 

今年も昭和鯱城会はボランティアとして参加し、25 人で名古屋市

博物館前の往路側南北約５００ｍ間を担当しました。 

昨年は新型コロナが流行し始め、一般ランナーの参加中止や沿

道での応援禁止になり、ボランティアの参加も半減し、おまけに雨降

りの中での開催と散々でしたが、その中で私たちは初志貫徹で頑張りました。 

一方、今年は運営する側も対応に慣れてきて、ボランティアに対しても、7 日前からの体温測定

を始めとする健康チェック表の提出や、マスク・フェイスガードの着装などの感染防止対策なども

徹底されており、安心してボランティア活動が出来ました。 

8 時 40 分に集合し健康チェック表を提出して、準備に取り掛かりました。マラソン開始後は、コ

ース管理 2 班、トイレ誘導班、6ｋｍ表示看板班に分かれて活動開始。 

昨日までの雨もやみ、強風で

ビニール袋や給水コップ等飛ば

ないよう気を使いましたが、快晴

に恵まれて、気持ちよく無事活

動出來ました。 

本来なら全員で打ち上げとな

るところですが、コロナ対策で流

れ解散となり今年のボランティア

活動終了となりました。 

 
「コーステープ」の敷設 

 
カラーコーン、カラーバー設置 

 
6Km地点表示看板班 

 
コース管理班 

 
トイレ誘導班 
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同好会活動紹介 

ビギナー麻雀同好会のご紹介 
          

３１期 （陶芸） 松栄 小川賢雄 
 

                                        (080-1615-1211) 

 
私は昭和鯱城会に平成 29 年に入会し、ビギナー麻雀同好会に入会しました。 

同好会のメンバーは年季の入った方が多いですが、上手い人もそれなりの人も居り、和気あいあ 

いと卓を囲んでいます。 

この同好会は「健康マージャン」で現在の麻雀は 3 種類に分かれています。①賭けマージャ

ン、②健康マージャン、③競技麻雀ですが、①賭けマージャンは通常市中で一般的に行われて

います。「刑法 185 条の賭博罪」に該当しますが一時の娯楽に供する場合は程度にも寄りますが

不処罰とされています。②健康マージャンは掛けない(お金)・飲まない(お酒)・吸わない(タバコ)が

大原則です。③競技麻雀はギャンブルでは無く、純粋なゲーム・競技として行われルールも一部

異なります。 

健康マージャンはコミュニケーションを取りながら脳トレにもなります。ビギナー麻雀同好会では

手積みなので牌を積むのにも指先・手先の微妙な運動にもなります。私も 60 代までは①賭けマ

ージャン一辺倒で「賭けないと真剣さに欠けるので面白くない」と言って考えもしませんでした。70

代になって考えも変わり、②健康マージャン

の良さも分かり、現在は②と③を実施していま

す。 

 ビギナー麻雀同好会は毎月 1 回第 3 火

曜日の 13:00～16:00 開催で名古屋市市営

住宅「永金荘」(〒昭和区永金町 1 丁目 21-

2)1F 集会室で行っており、入会金 500 円で

月会費も 500 円とお得で、コーヒーやお茶を

飲みながらお菓子を摘まみ楽しんでいます。 

 

 

 

当会では新規会員を募集中です!   

初心者でも結構ですから、興味のある方は、是非ご連絡をお願いします。  
   



9 

同好会活動紹介 

昭和鯱城ワイン会 

                 ２６期 （文化A） 御器所 大野 俊介 

 

「新型コロナウィルス」の行方は一年過ぎても、未だに光が見えない。我々の残りの寿命は短く、

元気なうちは有意義に過ごしたいと願っているのだが、残念ながらこの危機の中で制約を受けて

日々を送っている。 

更に真面目な我々世代は、いつも人に、

家族に感染させてはいけないことを、第一に

思っている。 

そんな世間の中でも、昭和鯱城の会員に

よる「ワイン会」は、気持ちを発散させる場と

して、細々と続いている。もちろん換気など

三密に留意して、大っぴらに声掛けすること

も控えているが、違う期の人（でも歳はほぼ

同じだったり）との縦の関係ができたり、珍し

い情報を得ることも出来る。 

その話題は昭和鯱城、学校、病気、孫、将来や日々の生活、或いは次のイベントの事などを、

尽きることなく語り合う。 

最近は時節柄カラオケをすることもなく、もっぱらお話だけになっているが、それでもいつも時

間の過ぎるのを忘れてしまう。 

これを助けるのが、持ち寄りのおいしい手料理と、ワインが役立っている。気分がリラックスして、

他人には言えないことまで話せ、そしていろいろな意見が聞け、前広に生きることも出来るようにな

ったりする。 

このように気楽な時間を過ごすことが出来るので、興味のある人、お酒が好きな人、悩みのある

人など、是非ご参加してみてください。 

 

【ちなみに昭和鯱城ワイン会は、男性：4,000 円、女性：2,000 円（手料理等持参）で、 
『偶数月第三月曜日の 16 時から、Siesta de 光月(昭和区永金町 1-1-8)』にて開催していま

す。尚、店主 大野の連絡先は 080-3648-0468 です｡お気軽にご参加ください！！】 
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会員の広場 

ぶらり 山崎川 
          

33 期（陶芸）八事  早瀬 芳二 

 

コロナの勢が衰えをみせない中、三密を避ける為、幹事さ

んの提案で 2 月の学区会を中止し、代わりに山崎川を散策す

る事になりました。２月 8 日、参加総勢 8 名。多人数での久し

ぶりの外出のせいか全員なんとなくウキウキした雰囲気でスタ

ートしました。

春の芽吹きを

感じつつ歩きながらの雑談を楽しみ、当初約 1 時

間程の予定でしたが、物足らず更に足を延ばす

結果となりました。途中、東山荘の裏山、建設中

のスポーツ施設・店舗、川沿いに黄色い花を付け

たロ―バイ等それこそ話題に花が咲き本当に楽し

い一日でした。幹事さんありがとう。 

 

昭和区まちかどフォト 
 

29 期 （生活 B） 広路 阪本 勝 

 

昭和区役所主催の『新発見！昭和区の魅力』をテーマにした『昭和

区まちかどフォト』が開催されました。昭和区内の風景、行事、穴場ス

ポット等を紹介する写真コンテストです。私は、川原神社の氏子総代

をやっているので、この機会に川原神社をもっと知ってもらえればと思

い、境内で撮った写真を数点応募しました。 

入選した作品は、雪の白と赤い鳥居のコントラストを狙って撮ってい

たときに緑色のカッ

パ を 着た 子 が 現 れ

て、補色のコントラス

トになったラッキーな

１枚です。鯱城学園

で写真クラブに入ってから、写真を撮る際、構図

を意識するように なったことで、今回、入選する

ことが出来ました。 

コロナ禍で落ち込んだ雰囲気の中、マナカチ

ャージ券（￥5,000）をゲット出来たことは、暗い気

分に一筋の光明が差したようです。 

 
「 雪 景 色 」  
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会員の広場 

博物館を楽しむ 沖縄県の世界遺産 

３１期 （地域Ａ） 松栄 細野 博行 

令和３年３月に沖縄の世界遺産を訪れた。「ゆいレール」（モノレール）１日券で那覇市内を巡る。

首里駅から首里城まで徒歩１０分で着く。世界遺産である琉球王家の墓「玉陵」と祈祷の聖地「園

比屋武御嶽石門」を見物したのち、守礼門から入場すると歓

会門があり門を潜ると世界遺産の「首里城正殿」だ。しかし

城敷地内で目立つのはクレーン車だ。正殿は 2019 年 10 月

に大規模な火災で全焼した。焼け跡の残材は片づけられ建物

の礎石のみが残る。再建計画も発表されており、数年後には

雄姿を見せるだろう。城から南に向かう金城石畳道を下って

４０分ほど歩くと世界遺産「識名園」に着く。識名園は琉球

王家の別邸で保養と外国からの賓客の接待に利用された。太平洋戦争で壊滅的な被害があったが回

遊式庭園や御殿や六角堂が復元されて世界遺産となった。国際通にバスで移動し「壺屋焼物博物館」

に入る。焼物の里壺屋地区の主な焼き物は泡盛の保存用の

大甕だ。おもろまち駅は高層ビルやショッピングセンター、

マンションが立ち並ぶ街だ。１０分ほどで緑あふれる公園

に着く。「県立博物館」があり立地もよく規模も大きい。

外観は世界遺産のグスク（城）の湾曲した石垣を模してお

り堅固な雰囲気を漂わせる。最後に旭橋駅で降りて県庁近

くの百貨店に行く。百貨店の４階部分が「那覇市歴史博物

館」となっている。琉球王朝の文化と都市の歴史をテーマとしている。ここは沖縄県唯一の国宝「琉

球国王 尚家関係資料」を収蔵しており、当日は国宝の衣装・冠など工芸品数点を展示していた。 

翌日は路線バス１日乗り放題券を利用して島南部を巡る。那覇市旭橋ターミナルを７時半発の斎

場御嶽ゆきの東陽バスに乗り込む。世界遺産「斎場御嶽」は島東南部の南城市にありバスで１時間

ほどかかる。斎場御嶽は琉球開びゃく伝説に出現する琉球王国最高の聖地である。御嶽のなかには

六か所の神域（礼拝所）があり、琉球国王や聞得大君（巫女）が聖地巡礼するときの参拝する聖地

であった。参拝すると御嶽内はうっそうとした叢林となっており聖域感がひ

しひしと感じられる。 

一旦那覇市にバスで戻り糸満市の平和祈念公園へ行く。平和の広場を囲ん

で「平和の礎（いしじ）」がある。公園には 2000 年に「沖縄平和祈念資料館」

が開館した。南国風の開放的な建物で白壁に赤瓦の甍が連なっている。海岸

リゾートビーチにある豪華ホテルの雰囲気だ。東隣の八重瀬町にはバスで十

数分だ。八重瀬町は南城市と糸満市にはさまれた田園風景が広がるのどかな

町だ。「町立歴史民俗資料館」には近くの港川遺跡からは出土した旧石器時代

の人骨化石がある。年代測定によれば２万２千年前の日本最古の人骨化石で

ある。 
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編 集 後 記 

103 号会報では、年度初めのご挨拶など定型の内容に加え、年間活動計画や諸行事の報告、同

好会活動なども掲載しましたので、活動参加の一助になれば幸いです。 

引き続きコロナ禍が危惧されるところではありますが、今後色々な対策が進められて病勢が

収まり、会員皆様の充実した活動報告等により会報が満たされることを願っております。 

昭和鯱城会 「昭和こじょう会便り」 2021 年 6 月 103 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 絵  「蛸壷のある港」 大河内 早苗(28 期 美術) 

       ２年程前、28期美術部ＯＢ会で日間賀島へスケッチ旅行に行った時に描いた 

一枚。蛸壷のある静かな漁港でした。  

    名古屋市高年大学鯱城学園・昭和鯱城会共同発行 

  

 

 

 

訃     報 

・ 東 邦子 様   （２８期 生活Ａ 白金学区 広報研究クラブ） 

令和３年３月１７日ご逝去されました。 

・ 圓山 博久 様  （２２期 生活Ｂ 御器所学区 歴史愛好クラブ） 

令和３年３月３０日ご逝去されました。 

・ 浅野 かをる 様 （２６期 文化Ａ 吹上学区 民謡クラブ） 

令和３年４月２１日ご逝去されました。 

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

コイワカガミ ↗ 

↖ フクジュソウ 

← カタクリ 

イワウチワ → 

春 の 樹 林 の 山 野 草 

今年の開花は早かったです。 


