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平成３１年度 昭和鯱城会総会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和区長 

柵木
ま せ ぎ

 由美 様 

社会福祉協議会事務局長

下村 義興 様 

  

４月１７日（水）、昭和鯱城会総会が区役所講堂で１０５名の参加のもとに開催されました。 

最初に、ご来賓の柵木昭和区長、下村社会福祉協議会事務局長、大谷鯱城学園地域

活動指導員の方々より、期待と励ましの籠った温かいご祝辞をいただきました。 

総会は平石会長が議長を務め、３０年度事業報告、会計報告、監査報告が行われた後、

新役員の提案を行い満場一致で承認されました。 

引き続き、新役員の紹介が行われ、新任の眞野会長が、「新役員と共に、昭和鯱城会  

３０周年に向け、会員の健康と安全を第一に会を運営していきたい」と所信表明を行いま   

した。引き続き、３１年度事業計画、予算の提案説明を行い、満場一致で承認された後、３２

期生の新入会員１５名が自己紹介を行い、閉会となりました。 

  閉会後は、学区毎のグループに分かれ学区連絡会を開催し、コミュニケーション向上を  

図りました。 

最後に、ハーモニカ演奏と民謡クラブの踊りが、参加者を和ませました。 

 

鯱城学園地域活動指導員 

大谷 健二 様 
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昭和鯱城会・会長就任にあたって 
 

30期 (国際 A) 川原 眞野 晃 

 

平成３１年度（２０１９年度）の昭和鯱城会会長に選任されました眞野 晃です。 

長く輝かしい伝統のある昭和鯱城会会長という大役を引き受けることになり、 

身が引き締まる思いで毎日を過ごしております。 

平石前会長から昭和鯱城会という顧問の 

皆様を含めたチームでやることが大切という 

お言葉を頂き、少し気が軽くなりこの大役を 

引き受けることにしました。 

会員の皆様が行事に楽しく参加して頂ける 

よう、役員一同頑張りますので、よろしくお願い 

いたします。 

昭和鯱城会は、再来年、創立３０年を迎えます。他の区の鯱城会のように３０周年 

記念祝賀会が開けるように今年度から準備してまいりますので、皆様のご指導と 

ご協力をお願いします。 

「明るく・楽しく・元気よく 風通しの良い昭和鯱城会」をめざして会長の仕事を 

行ってゆきたいと思っています。会員の皆様におかれましては、諸行事に積極的に 

ご参加くださるようお願い申しあげます。 

不慣れのため、行き届かぬことや気が付かなくてご迷惑をおかけすることがあるかと 

思います。その場合は、委員会や学区会を通じてご連絡を下されば幸いです。 

微力ですが、精一杯に努力してゆきますので、１年間どうぞよろしくお願いします。 
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行事委員長 

                          30期 （陶芸） 松栄 山口 勝弘 

 

本年、行事委員長をおおせつかりました山口勝弘です。 

行事委員会の活動方針をお話しさせていただきます。 

本年度は、３０期・３１期・３２期のメンバーで活動させて 

いただきますが、基本は、昭和鯱城会会員の皆様と企画を 

新たにし、笑顔と喜びを共有したいと思います。 

それには、第一に知り合わなければ始まりません。その 

ためには、参加されなければ交わりあいません。その機会を 

創るのが行事委員会です。 

是非ご参加いただき、期の違う方々と知り合い、交友を 

深めていただきたいと思います。昨年は、白鳥庭園で茶会 

を開催した際には、多くの先輩と語り合うことが出来ました。 

今後も皆様が、気軽に参加していただける楽しい企画を提案してまいります。皆様と共に 

外へ一歩出かけましょう！ 行事委員会をよろしくお願いいたします。 

 

 

総務委員長 

31期 （陶芸） 松栄 小川 賢雄 

 

今年度の総務委員長の任に就くことになりました小川賢雄です。 

前年度は行事委員会に所属し、総務委員会は初めて 

ですので、宜しくお願いいたします。 

私は昭和５７年 3月に当所に転居いたしましたが、 

経済成長華やかなりし頃の、いわゆる会社人間で地域 

活動とは縁が有りませんでした。 

総務は言ってみれば昭和鯱城会全体の潤滑油でも 

あると思います。不慣れではありますが、前平石会長始め 

前真野総務委員長他、皆さんの協力を得てより風通しの 

良い楽しい昭和鯱城会の一助となればと思います。宜しくお願い致します。 
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ボランティア委員長 

          30期 （福祉） 御器所 原田 豊美 

 

 今年度ボランティア委員長を務めることになりました原田（はらた）と申します。 

まず初めに会員の皆様には、昨年度のボランティア活動に多数のご参加、ご協力を   

頂きました事に衷心より感謝申し上げます。 

昨年暮れに亡くなられた前任の皆川先輩のお気持ちを 

引き継ぎ、務めてまいる所存でございます。 

 ボランティア活動は長く続けて行うことが重要で、とても 

大切なことだと思います。ますます明るく住みやすい町に 

なるよう、会員の皆様には無理のない範囲で、昨年同様、 

あるいはそれ以上の力強いご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

広報委員長 

                          30期 （国際Ａ） 広路 土田 晋二 

 

この度、広報委員長を務める事になりました土田 晋二と申します。 

昨年は、広報副委員長と鯱城会の幹事を務めさせていただきました。鯱城会で  

社会奉仕活動をけん引してまいりました結果、昭和鯱城会の活動が、少々おろそかに

なっていたように思います。 

 今年は、広報の仕事に集中して、皆様に、より良い 

『昭和こじょう会便り』をお届けいたします。 

 広報は、皆様からの原稿で成り立っておりますので、 

寄稿のお願いをいたしましたら、積極的にご協力下さい 

ますよう、お願い申し上げます。 
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昭和鯱城会に入会して 

32期 （生活Ｂ） 広路 髙島 善行 

 

今年、昭和鯱城会に入会しました髙島善行と申します。 

私と同じ３２期生は、私を含め１５名が入会しました。 

鯱城学園の２年間は楽しかったし、 充実していました。 

何より多くの友達ができました。鯱城学園に入学する前の 

４４年間はサラリーマンでしたので、鯱城学園で出会った、 

組織に縛られない新しい仲間達との交流は新鮮でもあり、 

楽しかったです。 

クラブはコーラスクラブに所属していました。音符も読めない私ですが、先生のユーモア 

溢れる指導と、楽しい部員達のおかげで、お腹の底から声を出し、みんなで歌う喜びがありま

した。卒業してからもコーラスを続けたくて、ＯＢＯＧの集う白川ハーモニック・クラブに入会し

ました。健康及びボケ防止のためにもコーラスは続けていこうと思っています。 

私は名古屋生まれの名古屋育ちですが、会社勤めの頃は、転勤・転居を繰り返していま 

した。１１年前に、小学生から社会人１０年まで暮らしていた昭和区に転居しました。会社勤め

の頃は、地域に関心が薄かったこともあり、地域とは殆んど関わってきませんでした。これから

は、地域との関わりを深めるとともに、新たな出会いを求め昭和鯱城会に入会しました。よろし

くお願いいたします。 
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行事案内 

７月～９月の行事予定 

行事委員会 

 

 ミステリー映画鑑賞 

  名前の通り、事前に映画の題名はお知らせしません。集合場所・集合時間等に 

関しては、３日前にＳＭＳで参加者に連絡いたします。 

・日  時……７月１６日（火）  ９時頃？ 

  ・場  所……  ？ 

  ・題  名……  ？ 

  ・参加費用……１,１００円程度 ＋ 食事代 

 

 納涼ビアガーデン 

  暑い名古屋で、ひと時の憩いの時間。冷えたビールを片手に頭を冷やして、語り合い 

ましょう。飲みにケーションでコミュニケーション向上！ 

・日  時…… 8月７日（水）  時間未定 

  ・場  所……未定 

  ・参加費用… 未定 

 

 半日、温泉で遊びましょう 

日頃、あまり行かれたことのないスーパー銭湯を経験してみませんか？ 

その場で賞味します。 

・日  時……９月１７日（水）１０時１０分 

市大病院前集合（地下鉄３番出口） 

＊１０時２５分発のシャトルバスに乗車 

・場  所……キャナルリゾート 

・参加費用……１,２００円（タオル付）＋食事代 

 

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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ボランティア報告  

こころの絆創膏キャンペーン 

                       29期 （園芸） 村雲 宮地 喜好  

 名古屋市健康福祉局が行っている『こころの絆創膏キャンペーン』に参加しました。 

 日時 ： ３月４日（月） 午後５時２０分集合 ５時３０分開始 

 場所 ： 金山総合駅コンコース 

       ＪＲ・名鉄の職員の方々も参加されました。 

 

 名古屋市障害企画課の担当者からキャンペーン用のウエア（ビブス）が貸し出され、    

支度が整い次第、注意事項の説明を受けた後、用意された小さな紙袋を受け取って、  

行動を開始、紙袋には、救急絆創膏（大２枚・小２枚セット）が１００組入っていました。 

 当日、鯱城会からは九つの区から約８０名が参加。昭和鯱城会からは、８名が参加し、  

配布区域は、ＪＲの改札付近でした。 

夕方のラッシュ時で人通りが多く、みるみるうちに絆創膏が捌けてゆきます。早い人は、 

２０分程度で配り終え、まだ配り終えてない人の応援に行くというチームワークの良さで、 

全員が６時前に配布終了。ペットボトルのお茶を頂いた後、流れ解散しました。 

皆さんお疲れ様でした。次回は９月の予定です。 
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行事レポート 

 

桜花学園高校との交流会に参加して 

17期 （園芸） 鶴舞 野々山 明 

平成３１年１月２６日（土）１０：００～１２：００ 

桜花学園高校の玄関前へ、時間間際に自転車で到着した。 

待ち受けていてくれたように、一人の女子学生が近寄って来てくれた。声を掛けてくれ、 

エレベーターで２階の教室へと案内してくれました。案内してくれた方は、当日、我々の  

行事に協力してくれることになっていた『桜花学園高校インターアクトクラブ』の役員の学生 

さんでした。 

交流会が始まると、最初に当日のスケジュールの説明があった後、ハンドベルで奏で  

られた曲を聴いて、音楽とはこういうものであったのかと、今さらながら感心した次第です。 

心が和んで緊張がほぐれたころに、『三ツ矢サイダー』という手遊びが始まりました。これは、

手と体を軽く動かす、老人向けの軽運動のようです。 

次に、ハンドベルを渡され、各々に受け持つ音階を書いた紙をもらって、指導されるまま

にハンドベルを振り下ろしたら、澄んだ音が出ました。 

私たちは、各自の受け持つ一つの音を奏でるのに、彼女たちは、両手にハンドベルを 

一つずつ持って、楽譜を見ずに演奏！ 流石です。 

最後に学生の方々と、椅子取りゲームや全員が手をつなぐ人間知恵の輪ゲームを行い、

アッという間に楽しい時間が過ぎ去りました。 

桜花学園高校インターアクトクラブ、河合先生、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

椅子取り 

ゲーム 

人間知恵の輪 

手遊び 
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行事レポート 
  

“中日新聞社見学” 

30期 （陶芸） 吹上 長谷川 泰代 

 

平成３１年３月１３日、中日新聞名古屋本社の見学に行きました。最初に２０分程、“新聞

がどのようにできるか”というビデオを見て、１日に６５００本も集まってくる DATA を３００本の

記事に絞ったり、４５種類の地方版があることや、８つの工場で約２４０万部を印刷しているこ

とを教えてもらいました。次に５階の編集室に案内されました。新聞社はガヤガヤしているイ

メージでしたが、すごく静かでした。地下にある印刷工場の２５台の輪転機も見ました。参加

された方からは『朝２時から発送のトラックが出て、いろんな人が動いて新聞が出来ているの

がわかって、ありがたかった』『知らないことがたくさんあったので、見学してよかった』との声

があがりました。 

説明員の方から教えて頂いたことですが、中日新聞の題字の中に、東海エリアを象徴 

する図が５つ隠れています。探してみて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 

 雷鳥（岐阜県の県鳥）／ツインタワー／ナゴヤドーム／夫婦岩（三重県）／名古屋城 

向かって右回りで 
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会員の広場 

 牛乳瓶２本分の血液持参・開腹手術・わが家族は石持（宝石？）家族 

                24期 （文化Ａ） 八事 佐藤 幸男 

いざ、手術を受けることになり、担当医師から「牛乳瓶２本分の血液が必要です。持参す

るように」との通告を受けた。さあ大変、私は兄弟姉妹はいない一人っ子。家内の兄弟姉妹、

親族に頼み込み、ようやく牛乳瓶２本分の血液を持参して、全身麻酔の開腹手術を受けるこ

とができた。（＊私の血液型О型）昭和４１年暑い夏の出来事でした。 

その日、会社から我が家へ１０時過ぎに帰宅。夕食の１時間後、急に腹部に激痛が？床

に入り、横になったり仰向けになったりするも脂汗が。激痛は止まらず、苦しい。深夜 0 時で

はあるが、かかりつけの医院を訪れるも、玄関は開かず。やむなく家に戻り、一晩中苦しむま

まに。夜が明けるのを待ち、再び医院に駆け付けた。開院前なるも、事情を説明して、診察

を受ける。尿検査で血尿が。医師曰く、『尿管結石』との診断。家の近くにある総合病院の海

南病院で、検査をうけるように指示を受けた。 

その日のうちに海南病院で診察の結果「尿道結石、入院が必要」と言われ、その日のうち

に入院した。入院当日から、朝昼夕 3 回、牛乳瓶２本分の水分摂取の指示を受け、尿道に

ある『結石』を大量の尿で膀胱まで一気に流す治療に専念する。 

入院して３日経ち、患部の痛みもなくなり普通の体調に戻った。担当医師に退院を要請す

るも、「尿管内の結石は尿道に止まったまま。結石は排泄されていない。今の治療で排石で

きない場合は、手術が必要」との説明を受け、入院を継続することになった。 

担当医師に会社の仕事上の要件にて、１日だけ外出許可を取った。翌日、会社へ行き、

入院手術が必要との顛末を説明すると、上司曰く、「俺も軍隊にいたころ、結石で手術を受

けた」との体験談を聞き、手術を受ける決心がついた。 

目が覚めた時、私は一人部屋のベッドに。手術した腹部には、『半丸い網』が載せられて

いた。      

＊私の腹を苦しめた結石を拝見しました。 

形は、お菓子の金平糖のように 

ギザギザで、色は琥珀色。 

宝石のように輝いていた。 

 

仰向の状態で寝返りが出来ない。この厳しい状態が２週間続いた。 

２週間経過、腹部に載せられていた『半丸い網』が取り払われ、ベッド上に我が身の半身

を起こすと、家内から、我が身の背中の皮膚が火傷のようにペロリと剥けていると言われ、 

ビックリ！ 

私の家族（長女も次女も家内も）は皆、宝石？石持家族（尿管結石、腎臓結石、胆嚢結石、

胆石）である。 娘、長女も次女も大人になってから、手術を受けています。 
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会員の広場 

 博物館を楽しむ 九州海の道（No.1） 

                31 期 （地域Ａ） 松栄 細野 博行 

 旅行で初めての街を訪れるとき、先ず博物館や民俗資料館に寄る。そこでは地元の

詳しい情報に接することで、観光ガイドに出ていない面白いスポットが見つかること

がある。ここ７年間で全国３００館ほどの博物館を訪れてきた。旅行した先で登山や

ウオーキングを楽しみながら訪れた博物館を紹介したい。 

 博物館は全国に何か所あるのかな？全国には約５７００カ所の博物館がある。施設

名称に美術館・動物園・科学館・資料館とついたものも博物館である。うち３３００

館と一番多いのが歴史博物館で、旅行で訪れるのは歴史博物館が主となる。 

 大陸との交流が古代からあった九州地方はバラエティに富む歴史博物館の宝庫と

いえる。昨年５月末の九州旅行では、対馬－壱岐－唐津と歴史の海道を訪れた。ＬＣ

Ｃ航空会社の就航のおかげで片道 5000 円程度と安く行けるのは嬉しい。最初に訪れ

た福岡県桂川町にある王塚装飾古墳館は、飛鳥高松塚古墳と並ぶ一級品の装飾石室が

復元してある。福岡港から夜行フェリーで長崎県の対馬厳原港に行き、城下町巡りの

後、レンタカーで金田城へ向かう。城は、日本が白村江の戦に敗れたため、新羅の  

侵攻に備え７世紀に築城した。守りのため、東国から徴集した防人の悲しい歴史が 

ある。城山山頂の城祉までは徒歩で１時間かかったが、雄大な絶海の海原が楽しめた。 

 次の壱岐の島中央には約２０基の古墳が密集している。原の辻遺跡は弥生時代の王

都であり、整備した芝生広場に宮殿や集合住宅が復元されている。遺跡の高台に一支

国博物館がある。展示に魏志倭人伝の世界が甦るようなジオラマや古墳が再現してあ

る。ほかには朝鮮出兵の中継基地であった勝本城址や猿岩などを訪れた。 

 壱岐から佐賀県唐津市に船で渡り名護屋城址を訪れる。途中に活イカが名物の呼子

港朝市に寄る。城は豊臣秀吉が朝鮮への出兵基地として築いた。家臣を含め２０万人

を超える巨大な城塞都市が出現した。本丸二の丸など遺構や徳川や伊達家の屋敷跡が

残る。ここの名護屋城博物館には秀吉画像、城図屏風の展示があり、シアターで城建

築の再現シーンを見るのも楽しい。また唐津地区は古代では末蘆国といわれており、

末蘆資料館では我が国最初の稲作水田が復元してあった。 

 

 

 

 

 

 

 

  王塚装飾古墳館・一支国博物館入館券        名護屋城祉にて 
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第１５回「趣味の作品展」作品募集（予告） 

  ○作品展示期間 ： 10月 21日（月）午後 1時～10月 24日（木） 

      ＊但し、10月 22日（火）は、即位礼正殿の儀（祝日）で休み 

     ○作品展示会場 ： 昭和区役所 6階会議室 

     ○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 

絵手紙等                    

      ○出展申し込みは、学区幹事までお知らせ下さい 

表紙の言葉 

写真 『春爛漫』 

26期 （園芸） 吹上 長谷川 信義 

私は、写真クラブのＯＢ会、『写真クラブ クスノキ』に所属しています。 

昨年 3 月 22 日、クラブの仲間と、三重県のいなべ市農業公園内の梅林公園で開催  

された梅まつりへ行った時の写真です。 

展望台から梅林を望むと、綺麗に咲き乱れた梅が、パッチワークのように眼下に   

広がっているのが印象的でした。 

 

 昭和鯱城会　クラブ・同好会一覧

区分 名　称 開催日 費用 場所 幹事（主副） 連絡先

昭和鯱城パソコンクラブ
火曜日　月２回
９：３０～１１：３０
※定員枠あり

入会金：４０００円　　会費：６０００円（年）
昭和区社会福祉協議会

研修室東
枝廣 831-8038

昭和リズム体操クラブ 水曜日(毎週) 入会金：１０００円　会費：１２００円（年間） 昭和スポーツセンター 佐藤 834-8123

わいわいボーリングランチ
日曜日（第4）
９：３０～１２：００

３００円×２ゲーム　　貸靴　４００円
スポルト

（イオン千種　隣）
藤田／亀井

090-2614-6796
762-2525
871-0902

手料理とワイン会
第３月曜日（偶数月）

１６：００～
男性：4000円

女性：2000円（手料理等持参）
Ｓiesta　de　光月　 大野／長谷川

881-9249
733-2502

ビギナー麻雀
第３火曜日
１３：００～

会場費：500円／回
入会金：５００円

市営永金荘 浅野 090-6087-7500

太極拳同好会
土曜日（第１．第３）

１３：３０～
会費：３０００円（３ケ月） 名古屋ライトハウス４階 斎藤 871-0984

ゆっくり歩こうウオークング
（軽登山)

不定期 実費（交通費等） 久保 832-8111

ゴルフ 不定期 1万円以下 藤田／石川
762-2502
852-9292

旅行(懇親会）
不定期　２～3回(年）

海外もあり
大野 881-9249

ク
ラ
ブ

同
　
　
好
　
　
会
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編 集 後 記 

新元号になり、初めての『昭和こじょう会便り９６号』をお届けします。今号は３１年度の

総会、新会長及び新各委員長の挨拶、新会員の紹介等を掲載しています。行事に参加

された方からの行事レポート、会員の方々からの『会員の広場』への投稿、ありがとうござ

いました。 

  広報委員に３２期の４名を迎え、広報委員会は、今まで以上のチームワークで会報を

発行してまいります。皆々様のご支援とご協力をお願い致します。 
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