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　　　　　　　　 豊田市旭地区の上中（かみなか）町では、4月中旬から下旬に、山間一帯を

　　　　　　　約３,０００本のしだれ桃が、深紅、白、桃色など色鮮やかに埋めつくします。

　　　　　　　約１kmの散歩道は、甘い香りに包まれて『桃源郷』さながらの風景が楽しめます。
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『ぶらり昭和区 MAP』 の作製 

28期 （国際） 滝川 黒尾 純一 

平成 30年を迎え、皆様お元気にお過ごしのことと思います。この紙面をお借りして、昭和

鯱城会のあまり知られていない活動を紹介したいと思います。 

それは「ぶらり昭和区 MAP製作委員会」のメンバーとして活動しているということです。 

『ぶらり昭和区MAP』って何？ と思っていませんか。この地図の目的は、「昭和区の魅力

を発信するとともに、市民の皆様のまち歩きの参考にして頂く」こと。2001年に作製されたま

ち歩き MAP『THE SHOWA～歩いてみませんか昭和区～』（白黒版）がありましたが、内容が

大分古くなりました。これを 5年計画で、カラー版でリニューアルするため、昭和区役所地域

力推進室が「昭和区まち歩き MAP製作委員会」を立ち上げ、ボランティア団体と協力して昨

年度から活動を開始しました。参加団体は昭和鯱城会の他に、 ＜桜花学園高等学校イン

ターアクトクラブ＞ ＜昭和区案内人クラブ＞ ＜八事・杁中歴史研究会＞の皆さんです。 

2017年 3月には『ぶらり昭和区 MAP～松栄・御器所～』を発行し、この地図を見ながらの

謎解きまち歩きイベント「謎解きウォークラリー」を実施し、

300名以上の市民の方が参加してくれました。 

今年度は『ぶらり昭和区 MAP～広路・川原・吹上～』

を作製中です。見てもらいたい史跡、神社、お寺、お地

蔵さん、公園などをリストアップし、委員会メンバーが手

分けして現地に行き、聞き取り調査内容と写真を報告書

の形で委員会に持ち寄り、話し合いで掲載内容を決め

ていきます。私たちもお寺や観音堂、銭湯等、初めての

所にお邪魔して、住職さんやご主人にお話を伺い、聞

き取り調査を実施しました。 

私は名古屋に来て 30年経ちますが、現役時代は会

社と家の往復がほとんどでしたので、この調査活動を通

して、自分の住んでいる地域のことが、やっと少し分かる

ようになった気がします。 

現在作製中の『～広路・川原・吹上～』版は 3月に発

行予定で、この MAPを使用して 3月 21日（水・祝）に

「謎解きウォークラリー」が実施されます。 

皆さんも是非参加してください。 

尚、このMAPは昭和区役所 3階の地域力推進室に置いてあり、どなたでも自由に持って

行けます。皆さんもこれを持って、まち歩きをしてみませんか。 
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特別寄稿 

昭和区を知ろう⑧  川名の妙見さん Part2 

桜花学園高等学校教諭 河合 保昌 

 

 数年前にこのページで紹介した「浄昇寺（じょうしょうじ）」を覚えてい

ますか。今回は違う角度から紹介したいと思います。前回述べたよう

に、私にとって昭和区の歴史に留まらず、「神仏習合」「菩薩」「北辰」

など日本の歴史をより深く認識するきっかけになったお寺です。 

『妙見山浄昇寺』をもう一度紹介しておこう。 

 

 妙見山浄昇寺は、日蓮宗を寺院です。お寺の参道には大きな鳥居

があるので神社と間違える人も多いようです。しかも鳥居には、「妙見

宮」という神社名を示す扁額まで掲げてあります。また、参道近くの石

柱にも、「妙見宮」と書かれています。このお寺は、江戸時代の天保年

間に建立され、当時は「川名山妙見堂」「妙見宮」と称されており、庶

民からは「川名の妙見さん」と呼ばれていました。古来より

神様も仏様も同じと考えられており、御本尊である「妙見菩

薩」は神様であり、仏様でもあったのです。これを「神仏習

合」と言います。明治になると、政府から神仏分離令が出さ

れ、多くの寺院は、お寺か神社を選択することになります。

この川名山妙見堂は、ご本尊「妙見菩薩」を祀る仏教の寺

社として現在に至ってします。本来なら、鳥居等は取り除か

れるところですが、「妙見菩薩」は神道の影響を非常に強く

残っており、破却を免れたのかもしれません。現在、「神仏習合」を色濃く残すお寺して、後世

に残しておきたい歴史遺産です。 

 このお寺については、各自で調べてください。興味深いお寺ですね。 

妙見菩薩 

浄昇寺のご本尊である「妙見菩薩」とはどんな仏様でしょうか。その

前に、「菩薩」について説明します。仏像を大きく分けると、「如来」「菩

薩」「明王」「天」に分類できます。その中で「菩薩」は、ブッタ（如来）に

なる決意をした者で、自己を犠牲にして人々の救済を行っている存在

です。観音菩薩・弥勒菩薩・地蔵菩薩などが有名ですね。この菩薩信

仰は、インドで起こり、中国で人々に広まります。中国の道教では、元

来北極星（北辰）を天帝（皇帝）とみなしており、北極星を神格化し仏

教思想と結びついたのが、「妙見菩薩」です。「妙見」とは、「優れた視

力」という意味であり、世の中の善悪や真理を見抜くということです。ま

た、眼病治癒にもご利益があるそうです。 
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 ちなみに、「妙見菩薩」は、菩薩と称しながら、「天部」に属しています。本来、菩薩は方位・

星座に左右されないのですが、妙見菩薩は、北極星＝北面という発想・性格から、毘沙門

天・大黒天同様の「天部」の一員なのです。不思議ですね。妙見菩薩は、さまざまな容姿を

していますが、主なものは写真からもわかるように、甲冑を身に付け、手に剣を持っています。

表情もどちらかというと憤怒相をしています。 

 

妙見菩薩＝日蓮宗？ 

 日蓮宗の多くが妙見菩薩を祀っていますが、天台宗・真言宗・禅宗などでも祀られていま

す。平安の頃には、関東に広まり平将門など信仰していたようです。日蓮聖人が延暦寺で修

業後、伊勢に立ち寄った際、妙見菩薩が目の前に現れ、法華経の守護を誓ったという伝説

があり、日蓮宗では法華経の守護神として妙見菩薩を祀っています。庶民の間に広く広まっ

たのは、江戸時代、摂津（大阪府）の能勢妙見山に日蓮宗の霊場ができ、多くの参拝者を

集めた頃からです。川名の妙見さん（浄昇寺）の妙見菩薩もこの能勢妙見山から妙見菩薩

を御分身としていただて祀ったものです。 

 

神道では… 

 妙見菩薩は、北極星を神格化したと言うことから、神道（神社）においても厚く信仰されてき

ました。まさに「神仏習合」ですね。しかし、神仏分離令の後も、神道として祀られているもの

もたくさんあります。神道では、妙見菩薩と同一化されていた「天之御中主神（アメノミナカヌ

シノカミ）」を主神として祀っています。この神は、イザナギ・イザナミ神が登場する以前、天地

開闢の時に高天原に出現しした神の一人です。天（高天原）の中心人物で、中国の天帝思

想（北辰）と一致します。 

日本には、妙見信仰として有名なものとして能勢妙見（大阪府）・相馬妙見（福島県）・八代

妙見（熊本県）があり、「三大妙見」と称しています。この中で神仏分離令以降、相馬妙見と

八代妙見は神道の一員として厚く信仰を集めています。 

 

葛飾北斎 

 江戸時代の浮世絵師の葛飾北斎も「妙見」と深いかかわ

りを持つ人物です。彼は、「富嶽三十六景」「北斎漫画」で

有名ですね。また、改名を３０回、転居を９３回したことでも

有名ですね。行儀作法も好まず、人間関係も下手だったよ

うです。金銭的にも無頓着でいつも貧しい生活を送ってい

ました。ただ、絵を描くことは一流でした。そんな葛飾北斎

ですが、３０代のころ絵画の師匠から破門され、途方に暮れ

たことがありました。「柳嶋の妙見さま（法性寺）」にお参りした帰り道、落雷にあい失神してし

まいました。そののち、彼の絵は売れるようになり、画家として有名になりました。その際、自

分の名前を「妙見さん（北極星）」にちなみ、「北斎」と名乗ったようです。この頃、庶民の間で

「妙見さん」が厚く信仰されていたエピソードの 1つですね。 
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昭和鯱城会活動 

活動報告≪平成２９年８月～平成３０年１月≫ 

平成 29年 8月度                               総務委員会 

 

4日（金）昭和鯱城会定例会                ：昭和区役所 

21日（月）～25日（金）陶芸教室補助          ：ライトハウス 

25日（金）「グラスアートを制作してみませんか」    ：昭和社会福祉協議会 

16日（木）地域支え合い応援団育成講座       ：昭和社協研修室 

30日（水）クリーンパートナー               ：東郊通２～御器所通 

                          

 

 

平成 29年 9月度 

 

1日（金）昭和鯱城会定例会               ：昭和区役所 

10日（日）あそびの広場                  ：昭和区役所 

１1日（月） 「こころの絆創膏キャンペーン」       ：金山総合駅コンコース 

11日（月）～１5日（金）陶芸教室補助          ：ライトハウス 

26日（火）新美南吉記念館と彼岸花           ：半田市周辺 

27日（水）クリーンパートナー               ：東郊通 2～御器所通 

 

       

 

 

平成 29年 10月度 

 

 3日（火）季節の「和菓子作り」に挑戦         ：昭和社協調理室    

 6日（金）昭和鯱城会定例会              ：昭和区役所 

10日（火）～１3日（金）陶芸教室補助         ：ライトハウス 

18日（水）クリーンパートナー               ：東郊通 2～御器所通 

23日（月）～25日（水）趣味の作品展          ：昭和区役所 

31日（火）鯱城会グラウンドゴルフ交歓会       ：庄内緑地公園 
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平成 29年 11月度 

 

 

 4日（土）堀川清掃大作戦                ：白鳥橋～内田橋 

 ６日（月）～10日（金）陶芸教室補助          ：ライトハウス 

10日（金）昭和鯱城会定例会               ：昭和区役所 

17日（金）主要道路一斉清掃               ：４拠点 

18日（土）おもちゃライブラリー応援           ：昭和社協ボラ室 

24日（金）揚輝荘散策とランチ              ：覚王山周辺 

29日（水）32期生対象 地域ミーティング        ：学園 9F講義室 

                            

 

 

 

平成 29年 12月度 

 

 

 1日（金）昭和鯱城会定例会                 ：昭和区役所 

8日（金） ランチタイムコンサート鑑賞と忘年会     ：宗次ホール・梅の花 

11日（月）～15日（金）陶芸教室補助           ：ライトハウス 

13日（水）鯱城１６区フェスティバル             ：東スポーツセンター 

2７日（水）クリーンパートナー                ：東郊通２～御器所通 

 

 

 

 

平成 30年 1月度 

 

 

5日（金）昭和鯱城会定例会                 ：昭和区役所 

15日（月）～19日（金）陶芸教室補助             ：ライトハウス 

１7日（水）31期・32期生との懇親会            ：栄 リビエール 

24日（水）クリーンパートナー                 ：東郊通 2～御器所通 

26日（金）31期生 区会説明会               ：鯱城ホール５F 

27日（土）ハンドベルを奏でよう               ：桜花学園    
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昭和鯱城会活動 

   ３２期生対象地域ミーティング 

      「地域での仲間つくり」をテーマに 

 

総務委員会 

 

 11月 29日（水）13:30～15:00 まで、鯱城学園 9F第 5講義室にて 32期生（１年生）との 

地域ミーティングを開催しました。 

 在校中には専攻学科或いはクラブ活動で現役生との友好関係を構築出来るものの、卒業 

後に各区の鯱城会に入会しても、知人がいるかと言う不安感やボランティアばかりやらせら

れると言う先入観が、鯱城会への入会率の低迷の一因と考えられます。 

 それを踏まえて、今回のミーティングではパワーポイントで忘年会風景など楽しい活動内

容を多く説明し、学区ブロックでのフリートーキングの場も昨年同様設けました。どのブロック

も和気あいあいとした雰囲気でミーティングは終了し、新しい仲間づくりの一助となったので

はないと確信致しました。 

 

 

 

31 期生区会説明会 

 

 1月 26日（金）10：45～11:30 まで鯱城ホールにて今春卒業予定の 31期生を対象に 

次の通り区会説明会を行いました。 

 

対象者         35名（出席者 17名） 

昭和鯱城会出席者  28期 5名 29期 5名 30期 1名 

配布資料        最近の活動状況、昭和鯱城会行事担当と実施内容  

              学区集会のご案内、クラブ・同好会一覧表 

              学園サポートの募集について 

進行  挨拶      黒尾会長が区会費徴収など概要を報告 

              平石副会長が「最近の活動状況」を説明 

              質疑応答 
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行事案内 

４月～６月の行事予定 

行事委員会 

 

 新緑の八事山（興正寺）を散策しませんか？ 

昭和区の皆さんと一緒に興正寺の七不思議を探しながら八事界隈を歩きましょう。 

 ・日  時……4月 29日（日）10 時 15分 

 ・集合場所……興正寺公園内 児童公園付近 

        （昭和鯱城会の旗を持ってます） 

 ・行  程……約 3.5ｋｍを 1時間半ほどで歩きます。 

 

 

 季節の「和菓子作り」に挑戦 

季節の和菓子（桜餅）を手作りしてみませんか？ 

光月店主の大野氏が丁寧に楽しくご指導してくださいます。 

・日  時……5月 8日（火） 9時 30分～12時 

・場  所……昭和区社会福祉協議会 調理実習室（予定） 

・会  費……1,000円ほど 

 

 

◆ 愛知航空ミュージアムの見学 

  県営名古屋空港周辺は、国産初のジェット旅客機ＭＲＪが開発・生産される 

  日本で唯一の地域で、今海外からも注目されている熱いエリア！そこに昨年 

１１月に新たな航空ミュージアムがオープンしました。 

 ・日  時……6月 20日（水）9 時 30分 

 ・集合場所……名古屋駅前（ミッドランド前） 

 ・会  費……未定 

 

 

 

＊ 申し込み  行事委員または学区幹事にご連絡下さい。    
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会員の広場 
 

29年度忘年会「私も貰っちゃいました」 

                           27期 （福祉） 川原 横田 壽子 

 平成２９年 12 月 4 日。昭和鯱城会の忘年会は、豆腐料理の『梅の花』に於いて黒尾会長

のカンパイで始まりました。 

運ばれた料理を前にして、「これは何だろうね？」と話しながら、箸を進めました。分からな

いときは、仲居さんに訊いて、確かめながらいただきました。 

食事が終わるころ、お楽しみ抽選会が始まりました。進行は宮竹さんと山田さんです。 

「宗次ホールのペアチケットが 1２人に当たります。」と、発表がありました。みんな自分が  

当たるように心で祈っているようです。黒尾会長が当たりの席番号を引いていきます。ちな

みに、私の席番号は 1番です。 

1人目、2人目…９人目、10人目。（あ～あ残念、当たらないわ。）と思っていたその時に、

「1番です。」の声。「エッ 私？」   私も貰っちゃいました。 

料理は美味しかったし、チケットを貰った人、貰えなかった人、それぞれが大いに盛り上

がって、忘年会は終わりました。 

行事委員の皆さん、ほんとうにお疲れ様でした。 
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行事レポート 

桜花学園高校生徒との交歓会 

29期 （生活Ｂ） 広路 阪本 勝 

 

 今季の最低気温（-3.6℃）を記録した、１月２７日（土）に桜花学園女子高校インターアクト

クラブの皆さんと交歓会を行いました。 

 インターアクトクラブは、ボランティア活動を通して地域社会に貢献することを目指すクラブ

です。顧問の河合先生が３９名の部員を率い、『しあわせ届け隊』として福祉施設・幼稚園・

保育園等を訪問してボランティア活動を続けていらっしゃいます。これまでに、手話スピーチ 

コンテストやボランティア活動発表会で、数々の賞を受賞されています。 

 当日は、部員２０名ほどの方が参加され、最初に『三ツ矢サイダー』という手遊びを教えて

いただきました。今の高校生なら、炭酸飲料はコーラなのに、彼女たちが生れる前に広く飲

まれていた『三ツ矢サイダー』を題材にする発想に感激しました。その後は、ハンドベルで

『上を向いて歩こう』と『ふるさと』を演奏していただき、最後は、一緒に椅子取りゲームを行い、

あっという間に 2時間が経過してしまいました。 

参加した全員が、感謝・感謝の気持ちで、桜花学園を後にしました。 

インターアクトクラブの皆様、ありがとうございました。 
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行事レポート 

鯱城１６区フェスティバルに参加して 

29期 （健康 A） 松栄 平石 茂 

 

鯱城会としては初めての行事として、平成２９年１２月１３日（水）、東スポーツセンターにて

「鯱城１６区フェスティバル」が開催され、総勢８７９名（会員数３３７３名）の会員が参加されま

した。 

昭和鯱城会からは、４８名の会員が参加されました。 

開会式の後の最初のゲームは、全員参加のボケ防止「〇×クイズ」、競技種目としては各

区１５名参加の皆で送ろう「ボール送り」、男女ペアー参加の初恋の味「パン食いリレー」（各

区４組）、各区２０名参加の背筋伸ばして「玉入れだ！」がありました。 

アトラクションとしては、日本の民踊「名古屋ばやし」、「炭坑節」、「郡上節」を昭和区の木

村朝子さんの太鼓にあわせて、たくさんの参加者がありました。また、男女混合、ペアーで踊

る「フォークダンス」ではフェスティバル参加者の７０％以上の方が参加され、数十年ぶりにフ

ォークダンスに参加して、昔の高校時代を思い出したという方もおられました。 

団体賞の優勝は東鯱城会、準優勝は名東区鯱城会、第三位は南区鯱城会でした。 

小職は、フェスティバル委員（競技チーム）でしたので、競技の運営側にて参加しました。 

当初は団体の上位 3団体に報奨金を交付する案もありましたが、張り切りすぎて怪我人がで

るとの意見により廃案になりました。また、全員参加の「○×クイズ」については８００名の方が

〇×の位置に遅滞なく移動ができるのか当初、心配しておりましたが、足腰がしっかりされた

方が多かったので予定の時間より大幅に短縮され、そのあとの競技の運営がスムーズにで

きたのでよかったです。 

昭和鯱城会ではフェスティバル終了後、有志 23名で今池の「べんがらや」にて打ち上げ

の懇親会を開催しました。 

平成 30年度も鯱城 16区フェステバルが開催された場合は、是非たくさんの会員の参加を

希望します。 
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行事レポート 
 

グランドゴルフ交歓会に参加して 
 

29期 （健康Ｂ） 白金 佐藤 静子 

１０月３１日、庄内緑地公園陸上競技場において、第１６回グランドゴルフ交歓会が  開

催されました。 

当日の朝は、気温７度と低かったのですが快晴で、総勢２５０名が参加して９時３０分に開

会式を行いました。その後、各区の選手は、各ゾーンのスタート場所に集合して待機。 

プレー開始の笛に、私はドキドキしながらホールポスト目掛けてクラブを振り下ろし  ます

が、なかなか難しくて、思うところに球が転がって行きません。 

グランドゴルフの醍醐味は、何と云ってもホールインワンです。地面はつるつるで、強く打

つと転がり過ぎてホールポストをオーバーしてしまいます。 

結局、ホールインワンを取ることが出来ませんでしたが、とても穏やかなゴルフ日和で、風

も気持ちよく、一緒にプレーした方々と和気あいあいと楽しめました。 

鯱城会役員の皆様、色々とお世話いただきまして、ありがとうございました。 
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クラブ便り 
 

昭和鯱城パソコンクラブ報告 
 

クラブ会長 23 期（国際） 八事 枝廣 啓三 

 
 

昭和鯱城パソコンクラブも設立以来、平成 29 年で 6 年を経過致しました。その間勉強会

は昭和区社会福祉協議会で月２回実施してきました。この間、平成 27 年 1 の雪と昨年 8 月

の台風で中止致しましたが、６年間事故、もめごと等一切無く、会員の皆で楽しく実施するこ

とが出来ました、ひとえに会員の皆様のご協力の賜物と感謝致します。高齢者の集まりです

ので安全第一で、楽しく行うことをモットーとして実施致しています。 

勉強会テキストは、平成 24年、25年、26年は自作で毎年約 80ページ作成し実施致しま

した。平成27年度は、Word、Excelの本を購入して本で実施致しましたが、本は会員の皆様

が必要とするものが少なく、平成 28年度、29年度はまた約 80ページの自作のテキストを作

成実施することに致しました。 

昨年の勉強会では、パソコンの基本操作、Word、Excelのページ設定と印刷、文字入力と

罫線を中心に写真入り年賀状等の作成を実施致しました。 

 食事会も 4月に、上前津のローズコートホテルの『比翼』と、10月に名古屋駅の名古屋マリ

オットアソシアホテルの『パーゴラ』で実施致しました。できるだけ会員の皆様が一人では入り

にくいホテルで実施することにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の会員募集につきましては、新卒業者は 2名、昭和鯱城会会員の方は 3名募集させ

て頂きます。 

今年の勉強会テキストにつきましては、昨年までの 1冊約 80ページから、2冊 120ページ

で作成致しました。1 冊は「パソコン操作の便利ワザ」の約 40 ページで、Windows10 の新機

能、デスクトップの使いこなし、パソコンのメンテナンス、基本操作のカスタマイズ、フアィルや

フォルダーの操作、パソコン全般のセキュリティ、バックアップとリカバリーを重点に作成致し

ました。 

もう一冊は「Word/Excel 2013でWindows10/8.1 /７対応」の約 80ページでWord/Excel、

の基本操作、文字入力、図形と画像の利用、罫線を中心に作成致しました。食事会も 4月と

10月に実施致す予定です。 
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クラブ便り 

 

昭和鯱城リズム体操クラブ トピックス 

 

 23期 （生活Ａ） 吹上 服部 正雄 

 

当クラブは、平成 14 年に発足致したので、今年で１７年目を迎えることになります。発足 

当時からお元気で続けておられる方もいらっしゃいます。 

  先日、インターネットで健康に関する記事を見ていましたらこんな事が書いてありました。

『疲れたなぁと感じたら、軽い体操をやるか又は最寄りの地下鉄駅まで普段より速足で歩く 

と疲れが取れる』そうです。 

  リズム体操の会員に比較的元気な方が多いのは、毎週の体操で疲れが自然に取れてい

るからではないでしょうか。あなたも一緒にやりませんか！  

 

さて、当クラブの近況について以下に述べます。 

①  平成 28 年度下期分から会場の申込方法を、これまでのハガキのみからインターネット

とハガキの併用したことで、当選確率が 100％近くに向上しました。ハガキの場合はエラ

ーもありますし、他のクラブが当クラブ団体登録者の利用者番号を使って先に申込こと

ができるので、当選確率が低下します。インターネット申込は入力時に申込が確認でき

る利点があります。又、申込出来ない日も明確に判ります。 

インターネット化を 100％にできない理由は、ハガキは、生年月日、インターネットは 

   暗証番号がキーになります。退会者のお名前も使わせてもらっています。退会者には、

暗証番号が聞けませんのでハガキが残ることとなります。 

②   平成 29年 4月から、出席簿当番を各班の持ち回りに変更しました。それまでは、 

入会員にお願いしておりましたが、新入会員の減少も有りますが、クラブの運営は全員

で行うべきとの原則に立ち戻り変更致しました。 

③  昨年 11月に恒例の懇親会を『札幌かに本家栄中央店』で開催致しました。 

これまではホテルで開催していましたが、希望日が取れなかったこともあり、コスト的に 

優位な、かに本家に変更しました。余興も、各班の恒例のコーラスとワインで盛り上がり、

楽しく過ごす事ができました。かに料理も好評で、次回も同店でやって欲しいと言う言葉

が多数あり、ほっとしております。 

④  只今、新年度の会員募集をしております。見学も、体験レッスンもＯＫです。 

会場は昭和ＳＣの 3 階第 2 競技場です。３月末日まで受け付けております。ご希望の  

方は、☎ ０５２－７３２－５６５２ 服部まで電話を下さい。ご連絡をお待ちしております。 
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サークル活動報告 

 

鯱城手話サークル『白ゆり会』 

１４期 （福祉） 村雲 中西 温子 

 鯱城学園の文化祭に 手話コーラス で参加したことをきっかけに、初心者ばかりの同好

の士が集まり、 レパートリー２曲！ という心細さの中、サークルをスタートさせました。 「鯱

城手話サークル」と名付け、ステージで使った「白ゆり会」を付け加えました。 

 以来 14年、学習、練習、活動を続け、レパートリーは数十曲、活動範囲も拡がりました。デ

イサービス、病院、お誕生会、敬老会、クリスマス会、食事会、手話体験教室、イベント参加

協力等々の活動を通じて手話に関心が拡がり、ろう者への理解が深まると共に、ろう者の社

会参加がよりスムーズになる様にと願っています。 

 笑顔と心 で多くの人たちと交流しながら活動を続けていけたらと思っています。 
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ボランティア報告  

クリーンパートナー(1 月度 ) 

  

26 期  （文化 A）  御器所  大野  俊介  

 

 この寒さで参加者も少ないかなと思いつつ、出掛けてみると実に 15 名もの会

員がお集まりだったことにまず驚いた。火ばさみとごみ用のビニール袋を手に、

山王通りを美化すべく出発した。雪のあとで空気は澄んで冷たく、軍手は十分

な防寒とはならない。火ばさみを操
あやつ

る手は悴
か じ か

み、吸い殻がうまく挟めず逃げ回る  

                      のにイラっとする時もあった。集合後に全員  

のごみを集めてみると、その量も相当で、街

路 もずいぶんと美 しくなったはずと改 めて  

実感した。最後にゴミ毎に分類してビニール

袋に集約し、終了した。  

本当にご苦労様。  

 さてその後、御器所のコンビニ２F でコーヒーブレイク。そのコーヒーを一口すす

った時「ああ、うまい！」と思わず声に出た。お腹に流れ落ちる温かさに、生きて

いることを呼び起こされた。しばし仲間と  

今日の反省をしたり、世間話、今後の活動  

などとおしゃべりに花が咲く中、三々五々の  

解散となった。  

改めて本当に寒くて忙しい中、社会貢献  

の本イベントに参加された皆様には、ご褒美  

で『蜘蛛の糸』が少し太くなったに違いないと確信した。  

 

そこで 2 首  

 

行
ぎょう

の如
ご と

大寒になすボランティア  火ばさみ使う指先しばれて  

 

山王路クリーンパートナーをなし終えて  熱きコーヒーに人心地
ひ と ご こ ち

戻る  
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学区集会報告 

滝川学区の集い 

28期 （文化Ｂ） 滝川 伊東 和世  

  

 滝川学区の会員は現在 26 名です。毎月第 1 水曜日に、八事のイオンの入り口の喫茶店

“コメダ”の２階で集まります。モーニング付きコーヒーを注文し、皆さんの顔を見てから情報

交換をします。 

 以前は山手通りの“コメダ”でしたが、イオン八事店に変わりました。会合の後、地下鉄で出

掛けたり、お買物をしたり、銀行や郵便局で用事を済ませたり、ついでにランチも出来たりし

てとても便利になりました。 

 集まるメンバーは常時１０名位ですが、皆さん話題が豊富で、趣味の話、健康についての

話、展覧会や音楽会の情報など、大変興味深い内容の話です。自然と笑顔が貰えるので、

私はなるべく都合をつけて参加しています。 

出来るときには、月１回配布の行事予定表をポスト投函しているのですが、まだ１度もお顔を

拝見したことのない方が数人いらっしゃるので、何とか拝顔したいものと思います。よろしくお

願いいたします。 

コメダイオン八事店にて 
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 会員の広場 
 

昔はお見合い・今は婚活・七つのカップルの仲人役 

24期 （文化 A） 八事 佐藤 幸男 

婚活パーティーの巻 
佐藤さん、〇月〇日は、「佐藤さんのための食事会だからね。」 と、念を押されました。 

当日は、いそいそと指定の場所に。予定の時間より早く着き、待合室へ。既に先客男性
３人（共通点は独身男性）が、自己紹介と挨拶を交わしました。 ここは某ホテル内、  
日本料理のお食事処、お昼前。 
テーブル席が対面式なっている個室に案内されて、個々に着席。主客を待ちました。 
正午に、今日の主宰の主（あるじ）が、陶芸学科の選りすぐりの美人の女性４人（独身）

を連れて入場。男性の前の席に、着席。先ずは、男性側から順に，自己紹介を始め、 
ひと回りしたところで、お食事をとりながらフリートークとなりました。時には質問もあり、 
会話が弾み、笑いあり、楽しいひと時が過ぎました。 
私にとっては初めての体験でしたが、私の人生において『良き思い出ができた』と  

思っています。 
主宰の主（あるじ）と私とは、シルバーカレッジ同期の友人です。現在彼は、鯱城学園

陶芸学科に在学中です。美女と男子？独身男女の初対面の機会を取り持ってくれた、
友人には、感謝、感謝です。有難う。 
  
お見合いの巻 
  会社から我が家に帰ると、私の部屋の机の上に二つ折りの『女性の写真』が置かれ
ていた。おふくろに尋ねると、ご近所の方が、私に相応しい女性のお見合い写真を、 
持って来られたので預かった。とのことでした。次の休日には、某家にてお見合いの  
席を設けたので、指定の場所に行くようにおふくろから説得されました。 
このところ、毎月恒例となった“お見合いの話し”が続き、私は少々うんざり。それには

我が家の事情がありました。当時、私の家は、おふくろが雑貨商を営み、商売と家事の
ため 多忙をきわめていました。私には兄弟姉妹がなく、一人息子のため、「私に早く 
嫁を・・」と急ぐ理由があったのです。おふくろは、早くから、親しくしているご近所の人や、
得意先の方に「良き縁談はないか」と、頼んでいたようです。お見合いの度に、私が  
断わる羽目になっても、おふくろは懲りもせず、次から次へと『お見合いの写真を』 机
の上に置くのでした。 
 『灯台下暗し』、私の良き伴侶は、同じ職場内に！ ご縁って不思議なものですね。 
 
仲人役の巻 
  「私たちは、結婚することに成りました、結婚式の“仲人”を、お願いします」同じ職場
の若い男子社員からの申し入れに、私たち夫婦は、『おめでたい仲人役』を引き受ける
ことになりました。 
当時会社は、職場で働く若い女子社員確保のため、遠く九州の各地より多くの人材

を採用して、小牧・牛山（現小牧市）に女子社員寮を建て、大型バス３台にて、小牧の 
女子寮と会社（栄）の間を送迎しておりました。 
その頃の職場は、若い男女の社員で活気に満ちていました。 縁あって、同じ職場で

カップル誕生に、私たち夫婦に頼まれ仲人役が廻ってきたのです。 
『ご縁って』不思議なものですね。 振り返れば、７組の仲人役を勤めさせていただき

ました。 



○

○

○

佐藤　静子

土田　晋二
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昭　和　鯱　城　会　総　会　案　内

昭和鯱城会 「昭和こじょう会便り」 2018年3月91号

3）　アトラクション　　　　　午前１１時３０分～

日 時

場 所

行 事

平成３０年４月１８日　水曜日　午前１０時～１２時

昭和区役所　２階講堂　（受付開始　午前９時３０分）

１）　総会　　　　　　　　　　午前１０時～

2）　学区連絡会　　　　　 午前１１時～

編 集 後 記

鈴木　加代子

黒尾　純一

吉田　公吉

発 行 責 任 者

広 報 委 員 長

広報副委員長

　昭和こじょう会便り91号が会員皆様のご協力により発行できました。
　ワンダフルな新年が始まりましたが、あっと言う間に2ケ月が過ぎ、3月となりました。
スーパームーン、赤銅色に染まった月食、中学生棋士藤井聡太さんの６段昇段など
ワンダフルな出来事などがありました。皆さまにおかれましてもワンダフルな出来事が
ありましたか？
　まだまだ寒い日が続いていますが、一日一日と日も長くなり、もうすぐ春の予感です。
4月よりは31期の方々を迎えます。改めて気を引き締めて広報活動に努めますので、
会員の皆様のご協力をお願いいたします。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員会一同

訃   報

河島　敏子 様　　１月３日ご逝去　　　２５期（美術）　滝川

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

長谷川　泰代

名古屋市高年大学鯱城学園・昭和鯱城会共同発行

：

：

：

：

：

：

：広 報 委 員

阪本　勝

大河内　早苗

竹田　鉦子

髙橋　正子


