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会長挨拶     コロナ禍を乗り越えて 

31 期 地域 A 福永 時継 

年々続く入会者の減少、またコロナ禍で企画中止が相次いだこともあって、

今までのような役員交代がなりゆかなくなり、役員の皆さんにもう１年のご

負担をお願いし、私も会長を留任することになりました。力不足でまたご迷

惑をおかけすると思いますが、よろしくお願いいたします。 

会員数は、昨年 4 月の 210 名から、逝去 4 名・退会 16 名・新入会 2 名

で、今年は 192 名のスタートとなりましたが、5 月に天白ブロック・今井兼義さんが逝

去され 191 名になってしまいました。 

 「まん延防止特別措置法」（4 月 20 日適用）から「緊急事態宣言」（5 月 12 日から 31

日まで）に切り替わり、更に 6 月 20 日まで延長が決まりました。高齢者へのワクチン接

種がやっと始まり、少し明かりが見えて来ましたが、まだまだ気を抜くことはできません。 

 学園・鯱城会も難しい舵取りに苦心しています。学園では休校が続き、6 月の地域ミー

ティングも中止になりました。鯱城会では 5 月・６月の幹事会・代議員会を中止し、今年

度企画への影響が心配されます。この 102 号が発行される頃には、少しでも落ち着きを

取り戻していることを願うばかりです。 

 30 周年という節目を超えて新たな弾みをつけたいところですが、健康が第一です。 

決して無理をしないようにお願いします。 

 

 30 周年記念事業のひとつとしてのぼり旗を新しくしました。  

旧 旗 新 旗 
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総会・役員会報告 

       32 期 地域 B 小島 明 
令和 3 年度総会議事録         

日時：令和 3 年 4 月 20 日（火）10:00～11:00 

会場：生涯学習センター 第 1 集会室   

出席人数：43 名 

総会にあたり、天白こじょう会 30 周年記念として、会員全員に「天白こじょう会 30 周

年記念特集号」と記念品として「アクティブランタンライト」を配布しました。 

 

１．開会の辞：（司会）小島副会長 

２．会長挨拶：福永会長 

３．議長の選及び各議案の審議 

   会則に基づき、福永会長を議長に選任し、議案について審議する。 

１） 第 1 号議案 令和２年度事業報告： 

行事関係・広報関係：小島副会長  ボランティア関係：中村副会長 

２） 第 2 号議案 令和２年度決算報告：伊藤リーダー 

  監査報告：杉山監査役   

「3 月 27 日に監査を実施し、正確に会計処理が行われたことを確認した。」 

３） 第 3 号議案 令和 3 年度役員（案）：福永会長 

  福永会長から提案され、承認される。 ３役・リーダーを紹介。 

４） 第 4 号議案 令和 3 年度事業計画（案）：福永会長 

  総務グループ：小島副会長、行事グループ：市川副会長から説明。 

５） 第 5 号議案 令和３年度予算（案）：福永会長   

以上、１号議案から 5 号議案までの案件は全てご承認いただきました。 

 

４．報告事項：小島副会長 

  新入会員の紹介と行事案内の説明等 

以上ですべての議題報告が滞りなく終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月の役員会（15 日）はコロナ禍を配慮し、中止しました。 
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令和 3 年度役員名簿 

期 氏 名 学 区 役 職 特 命 

31 福永 時継 平針 会 長     鯱城会代議員、30 周年実行委員 

32 小島  明 しまだ 副会長 総務 G 主管 総務/リーダー 30 周年実行委員 

31 川上 茂雄 原   総務 G 広報/ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 16 区フェスサポーター 

33 青山 博美 植田   総務 G 総務/ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ   

32 渡邉 幸子 植田北   総務 G 会計/ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ   

28 宮前 裕道 天白   総務 G   30 周年実行委員 

30 井熊 重義 野並   総務 G   30 周年実行委員 

30 近藤 文枝 植田   総務 G     

31 伊藤 初枝 野並   総務 G   16 区フェスサポーター 

31 夏目 多加子 天白   総務 G     

32 遠藤 信子 山根   総務 G     

32 奥村 恵子 八事東   総務 G     

31 市川 正信 平針 副会長 行事 G 主管     

33 小島 範雄 野並   行事 G 行事/リーダー センターまつり役員 

33 伊藤 雅子 植田南   行事 G 行事/ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ   

30 栗山 憲夫 大坪   行事 G ボラ/リーダー   

32 戸谷 和代 平針北   行事 G ボラ/ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ   

32 綿貫 幸夫 八事東   行事 G ボラ/ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ   

29 小川 司郎 原   行事 G   センターまつり役員 

29 石谷 清和 植田   行事 G   30 周年実行委員 

30 金丸 正美 原   行事 G   30 周年実行委員 

30 杉山 元浩 野並   行事 G   
会計監査、30 周年実行委員、 

センターまつり実行委員 

30 濱口 美代子 しまだ   行事 G     

30 馬場 興樹 表山   行事 G   
会計監査、30 周年実行委員、 

16 区フェス実行委員 

30 水本  進 平針北   行事 G   鯱城会幹事 

30 夏目 祝子 植田南   行事 G     

30 宮前 郁子 天白   行事 G   
 

30 北條 道子 表山   行事 G     

30 高橋 慶子 植田   行事 G     

30 上條  友 平針北   行事 G     

31 池田 雅子 大坪   行事 G     

31 中村 宏志 しまだ   行事 G     

24 八木 勝男 野並       ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ交歓会実行委員 
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副会長留任と行事グループ主管就任にあたって 

31 期 地域 A 市川 正信 

今年度の役員の体制は、最近の同期会員数が少ないことや、２年度の行事が

行えず 32 期・33 期が実務経験を積めていないことを話し合い、複数期の会

員の皆様のご協力で何とか役員構成をすることができました。今後、本会への

入会希望者を少しでも増やしていく働きかけを皆様と協力してやっていかな

ければならないことを切に思います。 

 副会長としての役割は、会長はもちろんのこと会員の皆様が楽しく活動できるよう裏方

として支えることではないかと思っています。この 1 年、福永会長の下、3 役会、リーダ

ー会、役員会、拡大役員会と微力ながらやってきました。今年度も皆様の協力を得ながら、

気持ちよく活動できる会になるよう頑張りたいと思います。 

 加えて、行事グループ主管の役も拝命しました。主管としての役割を今一消化しきれて

いませんが、私なりに行事部とボランティア部それぞれの活動を推進する調整役と考えて

います。皆様の協力を得ながら助け合って活動できるよう担当者を調整したり、リーダー

と共に対外的な連絡を取ったりすることと考えています。調整不足が出てくるかもしれま

せんが、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

副会長(総務グループ主管)として 

32 期 地域 B 小島 明 

昨年一年間、初めての役職として、行事担当兼務の副会長を拝命いたしま

した。残念な事に皆様ご承知のコロナ禍により、行事の実績は 2 件に留まり、

33 期の新入会員も 3 人しか残らず、鯱城学園の休校により、今期の卒業者

は皆無と最悪の状態でした。 

 今期の役員案を 3 役で検討した結果、30 期・31 期の諸先輩の応援は今後

の役員構成の中では不可欠との結論でした。特に問題なのは、センターまつり、趣味の作

品展、16 区フェスティバル等、重要なイベントを一度も経験できなかった事でした。 

 今年度、私が総務グループ担当の副会長として、この一年間務めさせて頂きますが、諸

先輩の役員方と初めて携わる新役員との間で、繋ぎ役に徹するつもりです。 

 もう一つは、今のコロナ禍の中で、少しでも皆様に喜んで参加して頂く為、行事企画、

愛護会、同好会への参加案内を定期的に行い、参加メンバーの増加を目指したいと思って

います。ここへ来て、ワクチン接種日程が具体的になり始めました。新型ウイルスの感染

もまだまだ続く厳しい一年となるでしょうが、ルールを守って、明るい天白こじょう会に

大勢のご参加をよろしくお願い致します。   
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行事担当リーダーになって 

33 期 国際 B 小島 範雄 

 今般行事リーダーを承りました。昨年 4 月に名古屋市高年大学を卒業後（卒

業式典はコロナで中止）こじょう会に入会致しましたが、コロナ禍によりほ

とんどの行事が中止となり、残念な一年でした。今年もスタート早々第 4 波

で引き続き動きの取れない状況ですが、ワクチン接種も高齢者から開始され、

秋以降は元通りとはいかないまでも徐々に回復していくと思います。皆様も

健康第一を目標にしばらく我慢我慢ですね。 

 バスでの日帰り旅行はまだまだ困難と思われますが、基本的には例年通りの行事を行っ

て行く予定です。よろしくお願いいたします。 

 

 

ボランティアリーダーになって 

3０期 美術 栗山 憲夫 

 新型コロナウイルス感染問題から昨年度は、ボランティア活動は、ウイメ

ンズマラソンが唯一の活動で、ほとんどの活動が出来ませんでした。 

 今年度、ボランティアリーダーの拝命を受け年間の予定表作成に当たり、

各施設訪問を行い感染懸念から施設訪問活動の延期（ワクチン接種及び感

染懸念の解消）を踏まえ当面の間（8 月頃迄）休み、その後考えましょう

と施設責任者と、お話し出来ました。 

 施設主催行事サポートも同じく 8 月頃まで協議する事になりました。区役所主催行事の

クリーンウォーキングも延期（時期未定）になり、天白区民祭り（10 月 24 日（日）自

転車整理、25 日（月）の会場整理）も中止になりました。鯱城会主催行事 10 月 2 日（土）

鶴舞公園クリーンキャンペーン、11 月 6 日（土）の堀川清掃大作戦は、現況として行う

方向で調整中との事。 

こころの絆創膏（配布）も 9 月、3 月を予定していますが、結論は出ていません。 

これも感染の全国的な広がり、コロナ変異種の世界的な蔓延への懸念もあって、事務局

の思惑通り進められるか微妙です。収束が見通せない状況が今後も続くようであれば、こ

じょう会活動の存続をも懸念する次第です。ウイメンズマラソン（来年 3 月 13 日（日））

は行われる予定です。 

 いつでも活動出来る様に自己の体調管理を徹底し、連帯感に影響が及ばないよう心掛け

していきましょう。ご協力よろしくお願いいたします。 
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鯱城会幹事、3 年目です 

30 期 国際 A 水本 進 

新型コロナの収束がまだ見えない時期が続いて居りますが、この号が発行

される頃には、多くの会員の方がワクチン接種を受けられ、多少なりとも安

心されている事と思います。  

鯱城会幹事として、通常で有れば６月には、1６区全体行事としてのグラ

ンドゴルフ交歓会、16 区フェスティバル、公開講演会、ＯＢ文化祭等々の

準備作業で忙しい日々が続く予定でしたが、現状は残念ながら先が見えない状況が続いて

居ります。特に幹事会として中心的な役割を果してまいりました公開講演会に関しまして

は、1 年も前より出演者の選定作業を進めて居り、今年は我々幹事の方が林与一さんとの

知り合いとの事で出演が決定いたしました。毎年限られた予算で開催されている講演会で

すが、今年は有名人をお呼び出来、皆様方に昨年中止分まで楽しんで頂きたいと準備して

来た際の緊急事態宣言にショック受けて居ります。 

今年度は天白こじょう会の役員を兼務し、皆様と一緒に活動する機会を頂きました。コ

ロナ禍が 1 日も早く収束し、計画通りに全ての行事が実施される事を願っております。 

 

ボランティア担当サブリーダーになって 

32 期 陶芸 戸谷 和代 

4 月から、行事 G のサブリーダーになりましたが、股関節手術の入院で、

ミーティングにも出席もできず、動ける状態ではありませんでした。 

まず自分が健康で活動できる状態にしておくことが肝心、今なら余り迷惑

をおかけしないかなと思い、With コロナの有効活用？になりました。 

新幹線が通るのを見ることができる病室にしてもらえましたので、病室で

のんびり新幹線が通る景色を描いていました。ドクターイエローも運よく往

復見ることができ、ホントにまっ黄色なのに感動でした❣ 

現在は自宅でリハビリ中ですが、コロナ禍が収束し再活動できる日には、動き回れるよ

うになっているつもりです。緊急事態宣言で、施設訪問活動は 1 年半近くできていない状

態ですが訪問解禁を待ち望んでいます。 
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ボランティア活動報告 

令和 2 年度を振り返って 

31 期 生活 A 中村 宏志 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染問題に振り回されっぱなしの一年

でした。２月に感染懸念から施設訪問活動の取りやめ要請を受けて以来、施

設訪問、施設主催行事サポート全て中止に。さらに区役所主催行事、鯱城会

主催行事、市主催行事すべて中止と前代未聞の一年となり、メンバー間の繋

がりや連帯感の薄まりを危惧してしまう様な状況になってしまいました。 

最後の望みとして残ったのが 3 月 14 日の名古屋ウイメンズマラソンですが、東京マラ

ソンが秋に延期決定となった時、名古屋も延期になるのではと心配しました。事務局が一

般参加を例年の半分、沿道応援を極力控える要請など感染対策を施して予定通り実施。当

日は暖かい晴天に恵まれ、参加者 30 名が一致協力して妙音通りの沿道で活動を展開して

無事終了しました。 

令和３年度はより多くの活動の実現を期待したいところです。 
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新入会員自己紹介 

                               31 期 生活 B 川上 茂雄 

 天白こじょう会の皆さまこんにちは！ 

私は、昨年夏頃に長年住み慣れた港区から引っ越してきました。コロナ禍

の最中ということもあり天白こじょう会への加入は控えていましたが、知り

合いの方からお誘い頂いたのを機に、今年度からお仲間に入れて頂くことに

なりました。 

 出身は関東の茨城県日立市、大河ドラマ「青天を衝け！」で登場する水戸藩の近くです。

皆さんもご存知の電気機器メーカ・日立製作所の発祥の地で、茨城県の北部、阿武隈山系

の南端に位置し、太平洋に沿って南北に伸びた企業城下町です。都道府県の魅力度ランキ

ングでは万年下位を占める地味な県ですが、観光地としては水戸黄門で知られる徳川光圀

公の隠居所「西山荘」、梅園として有名な「偕楽園」、や「袋田の滝」、最近では 450 万本

のネモフィラが丘一面に咲き誇る「ひたち海浜公園」が萌える景色として人気を博してい

ます。名産物としては、体に良い食品の筆頭に挙げられる「納豆」、女性に人気の生産量日

本一「干芋（ほしいも）」、「西のふぐ、東のあんこう」と言われる冬の味覚「鮟鱇鍋」があ

ります。 

 学園では「健康長寿」と「認知症予防」の大切さを学びました。特に「きょうよう（今

日用）・きょういく（今日行く）」の言葉が印象に残っており、その実践に努めています。

現在はコロナ自粛で外出や仲間との「わいがや」さえ儘ならない状況ですが、一人でもで

きる「ウォーキング」と学園で始めた「太極拳」を日課として健康・体力維持に取り組ん

でいます。認知症対策としては新聞や読書、ＰＣによる数読ゲームなどを楽しんでいます。 

入会早速広報担当を仰せつかりました。コロナ禍によりボランティアやイベント、各種

会合等の中止が続く中、初の広報業務に手探りの状況ではありますが、明るく・楽しくを

モットーに、会員間の情報共有を円滑に推進できるよう取り組んで参ります。皆様のご支

援・ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

        31 期 国際Ｂ 池田 雅子 

 私は、鯱城学園 33 期健康Ｂに再入学し４年間お世話になりました。 

クラブは、3 年半は国際文化研究クラブでしたが、某大学の授業に出席す

る為に曜日が合わず、半年間福祉友愛クラブに所属しました。国際文化研究

クラブでは、名古屋市内で味わえる世界の料理をクラブの皆さんに紹介して

おりました。 

 私はクルーズが好きで世界中の料理や文化を楽しんでいます。地球一周も

体験しました。今もと言いたいところですがコロナ禍の為当分はお預け状態です。 

 ほんのわずかですが、手と足が不自由なのでリハビリを兼ねて今は仕事をしており、参

加できないことも多く皆さんにご迷惑をかけると思いますがよろしくお願いします。 
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植田中央公園特定愛護会 

坂井さんから会長を引き継いで 

22 期 文化 B 中島 克人 

今回は、植田中央公園特定愛護会の近況をご紹介します。 

相変わらず基本は公園内のゴミを毎月 2 回（第 1、第 3 土曜日）回収するこ

とですが、5 月は草刈りの作業も加わり、メンバーが２つの組に分かれて作

業しています。（10 月も草刈り期間があります。） 

それは草がよく伸びるタイミングがこの時期なのです。 

このゴミ回収作業と草刈り作業以外に毎回花壇の手入れをしています。 

10 数年前荒れ果てた「辛夷（こぶし）」の樹の周りを耕し、根っこを掘り起こし整地して、

花々を植えることにしました。天白土木さんからの助成金を使って花を買い、スコップや

鍬を買い、手入れのためのホースやジョロなどを買って、材料をコツコツと充実させてい

きました。 

現在は四季折々の花々を植え、色鮮やかな花園となっています。 

毎回集まってくれる 10 数人のメンバーが各々に分かれて活動します。 

４月からは前会長の坂井慶喜さんが家庭の事情で出来なくなり、以前会長を務めていた中

島が再度会長に復帰しました。 

花のことはなにも知らず「さつき」と「ツツジ」の違いを聞かれると「さつき」はひらが

な「ツツジ」はカタカナと答える頼りない会長です。 
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麻雀同好会  

麻雀同好会の現状と今後 

29 期 生活 A 佐々山 将浩 

 高齢者の健康増進及び仲間作りを目的として、昨年 4 月発足し 9 月から活

動を開始しております。 

9 月以降（2 月を除き）毎月開催しております。参加者は平均 8 名前後です。 

3 卓迄可能ですので、皆さん奮ってご参加ください。 

毎月第Ⅰ木曜日、13：00～17：00、八事東コミセンにて開催しております。 

ご連絡は下記へお願い致します。 

 佐々山浩将：29 期 八事東学区  090-9949-5202 

 綿貫幸夫 ：32 期 八事東学区  090-1411-7733 

奥村恵子 ：32 期 八事東学区  090-7687-3651 

尚、当日は下記の感染防止対策をとった上で実施しております。 

1. 体調の悪い場合は、無理な参加はしない  2. 手洗い、消毒の励行 

3. 各自マスクの持参、常時着用   4. 卓間隔は 3～4ｍとする 

5. エアコン使用時も、窓を半開又は大型扇風機 

 

リズム体操クラブ     

西さんから会長を引き継ぎました    

                             24 期 環境 山内 君子 

リズム体操クラブの創立は平成 17 年 3 月 1 日（2004 年）、今年で 17

年となりました。天白こじょう会では一番歴史のある同好会で一時会員数は

80余名ありましたが現在は 11期から30期まで40余名で活動しておりま

す。特色は卒業生以外の方も入会できることで、１ケ月に３回平針新公民館

で開催しております。 

新型コロナの感染症防止対策の為にアルコール消毒液の設置、利用者の手洗いやうがい、

入館時の検温、マスク着用の徹底をしております。また窓の開放による定期的な換気をし

て「三つの密」を避ける為の対策を行い楽しく活動しております。 

日々の健康維持の為に睡眠と栄養・休息の他に体

を動かすことが必要とされております。 

運動不足の方にはリズム体操は最適な同好会です

ので、超高齢時代に備えて体力作りのために是非参

加されますことを、会員一同心よりお待ちしており

ます。 

“爽快ですよ” “待っています” 
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旅のエッセイ      

９年ぶり・潮騒のメモリーを聞いて ♬♪ 復興の街三陸へ 

「漂流ポスト」と「奇跡の一本松」 

                        26 期 国際 斉藤 昌和 

潮騒のメモリーは三陸を舞台にした 2013 年の NHK 朝ドラ「あまち

ゃん」の挿入歌である。薬師丸ひろ子さんの澄み切った声が評判を呼び

又ドラマは大ヒットした。その三陸へ。 

死者・行方不明者、関連死含め２万 2,167 人が犠牲となった東日本震

災から３月 11 日で 10 年を迎えた。国が定めた「復興・創生期間」最

後の年になったが、復興はまだまだ途上にある。 

震災の翌年に一人で被災地を訪れたが、鉄道が破壊されており車にて名古屋からフェリ

ーで仙台へ。気仙沼、陸前高田、釜石、宮古を回り高速道路で名古屋へ帰宅。今回は鉄道

で、名古屋～東京～八戸まで新幹線、八戸から久慈、宮古、陸前高田、気仙沼を三陸鉄道

で廻り、一ノ関から新幹線で帰る。 

９年前は道路の両側は瓦礫の山でしたが、今はすべて撤去され、かさ上げされた道路や

高い防波堤があり景色が一変していた。しかし岩手、宮城、福島３県のプレハブ住宅では

今も 709 人が暮らす。３県の人口は 30 万人以上減少した。 

今回の旅の目的は開通した三陸鉄道で、久慈駅から盛駅までの 163 ㌔を乗り、被災地

の復興の状態並びに、新聞で知った「漂流ポスト」や「奇跡の一本松」を見ることにあり

ました。     

 

震災当時の短歌にこんなものがありました。 

  「九十一の われ三度目の 大津波 ながらえて見し この世の無残」 

  「ぶっしつな 問に静かに 答えるは 父母を波に さらわれし人」 

 美智子上皇様のうた 

  「草むらに 白き十字の 花の咲き 罪なく人の 死にし春逝く」 

 

「てんでんこ」とは！  

現地で「てんでんこ」を現地の語り部の方からお聞きしました。 

 岩手県の三陸沿岸には「津波の時はてんでんこ」という命を守る教えです。 

それは「津波がきたら、周りを気にせず、てんでんばらばらに、それぞれで逃げなさい」

ということです。「命を守るためには何がなんでも逃げろ」「必ず生き残れ」という強い思

いが込められています。 

 津波によりより多くの人々が犠牲になる悲劇がくり返される中から生まれた、それが「て

んでんこ」の教訓です。今回の震災にも役立ったとの事です。 
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「漂流ポスト」を訪ねて・・・ 

「漂流ポスト」を新聞記事で知る。東日本震災で犠牲になった人らに宛てた手紙を預かる

ポストは、陸前高田広田に 2014 年に設置され、設置者が喫茶店を開設して犠牲者の方々

と交流を計る。この事柄が評判となり投函された手紙をもとに映画化される。撮影も現地

で行った。 

その作品はこれまで国内外 20 の映画祭に出品しフランスの二―ス国際映画祭で外国短

編映画部門の最優秀作品賞を獲得。英国のロンドン国際映画祭では外国部門の最優秀助演

女優賞などに輝いた。 

内容は震災で犠牲になった親友との約束を果たすため漂流ポストを訪れた主人公が、ポ

スト設置者に背中を押されて新たな一歩を踏み出す姿を描いたもので、2020 年 9 月には

愛知県大府市映画祭でも上映され評判となる。 

喫茶店は廃業されたが現地で設置者との対話ができる。私もお会いできた。 

 

「奇跡の一本松」・・・造園家の涌井雅之さんの著書「なぜ一本の松だけが生きのこったのか・奇

跡と希望の松」を読んで現地を訪ねる事にした。 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波の直撃を受けほとんど

の松の木がなぎ倒されて崩壊した。しかし松原の西端近くに立っていた一本の松が津波に

耐えて立ったままの状態で残ったことから、この木は震災からの復興の希望を象徴するも

のとして捉えられるようになり「奇跡の一本松」や「希望の星」と呼ばれるようになった。 

樹齢 173年と判明、350 年にわたって植林した約 7万本の中の一本で、高さ 27.7ｍ、

胸高直径 87ｃｍ、保存費用に 1 億 5,000 万円、年間維持管理費に 20 万円かかり、「一

本松費用募集」により一般の寄付により費用を募集したところ 

    2013 年 3 月      1 億円 

    2013 年 6 月 27 日   1 億 5,000 万円を突破した。 

松原の７万の中で一本松だけが生き残った理由は、

一本松と海の間にユースホステルが建っていた為、建物

が防波堤となって津波の直撃を防いだ形となったこと。

押し寄せた津波が引いていく際、一本松から見て、陸側

にある高架道路が防波堤の役目を果たし、引き潮の衝撃

を弱めたことによる。 
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７月 ８月 ９月 １０月 １１月 時間

9(金）

天白13:30

12(金）

天白13:30

9(金）

天白13～

11(土)

天白9:30

9(土)

天白9:30

12(金）

天白13～

7(土）

天白9:30

11(土)

天白10～

9(土)

天白10～

10(土）

天白13：30～
　

13(土）

天白10～

2(土)鶴舞公園

清掃大作戦

6(土)堀川清掃

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

13(水)ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ｺﾞﾙﾌ交歓会

2(火)16区

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

21(木)

公開講演会

10(土）

102号

13(土）

103号

川上茂雄

090-5459-9204

15(木) 25(土)・26(日) 24(日)・25(月)

　毎月第１,３土曜日　（雨天の場合翌日） 植田中央公園
中島克人

090-8152-2760

　毎月第３土曜日　（雨天の場合翌日） 戸笠公園
八木勝男

977-6243

　毎月第２金曜日（雨天の場合翌週、1・8月は休み） 天白区役所
豊田悦造

803-2723

　毎月第４土曜日　（雨天の場合翌日） 天白公園
水野正弘

805-4796

　毎月第３土曜日（雨天の場合翌週土曜日） 植田公園
小山良太

805-0250

 10月秋祭り 施設内で縮小実施　　　　 14～15:30 あしたの丘

寿荘

火13:30～15

土10:30～12
特養ほほえみ

　毎週木曜日 9 ～ 12 植田中央公園

　毎週金曜日 9 ～ 12 天白公園

　毎月1,2,4 の月曜日（祝日や講師の都合で変更あり） 10 ～11:30 平針新公民館
山内君子

802-6928

　毎月第１月曜日 14 ～ 16 ｼﾞｬﾊﾟﾚﾝ/天白
綿貫幸夫

090-1411-7733

　毎月２０日 16 ～ 18
和風れすとらん

天狗

西かずゑ

833-3029

11 ～ 13
天白公園

ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場

斉藤昌和

802-0239

佐治　學

831-0742

1班13：15～14：40

2班14：50～16：15

13:30 ～ 
原社協

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室

北條道子

833-5237

13～16:30 原コミセン
西尾克己

803-3437

7(水) 4(水) 1(水) 6(水) 3(水) 9:30～12
地下鉄

原駅集合

水野正弘

805-4796

1(木) 5(木) 2(木) 7(木) 4(木) 13～17
八事東

コミセン

佐々山浩将

834-4046

水本　進

080-4539-0325

栗山憲夫

090-7807-6160

 行事予定表 （令和３年７月～令和３年11月）　＊６月１４日時点の予定です。変更・中止に注意してください。

行　　　事
実　施　予　定　日　

場  所 担当者

 

役

員

会

等

リーダー会

時間は

下段表示

天白：生涯学習

センタｰ
福永時継

090-4446-0204

市川正信

090-5103-7459

小島　明

090-6640-2901

袋　詰　め

役　員　会
原：在宅サｰビス

センター
拡大役員会

鯱城会関連行事

広 　　 報

こじょう会だより発行

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

植田中央公園

特定愛護会

戸笠公園愛護会

天白川緑道清掃

天白公園第4愛護会

第三街路樹愛護会

施 設 訪 問

行　　　事

同

好

会

・

サ
ー

ク

ル

グラウンドゴルフ
林口　強

804-7876

リズム体操クラブ

カラオケ同好会

天天会(食事会)

アウトドア会

史 跡 散 策

パソコン研究会

(毎月第1･2･3月曜)
5,12,19

囲碁同好会  毎月第３水曜日

健康ウオーク

麻雀同好会

2,9 6,13 11,18 1,8,15

小島範雄

090-3954-3793

絵手紙の会  毎月第３水曜日（会場・日程、変更注意）

生涯学習

センター

鈴木泰治

805-4733

ワクチンが

行き届くまで

見合せる

奇数月/第3火曜日

偶数月/第3月曜日

栗山憲夫

090-7807-6160
  8月夏祭り 6月末までに決まる　

  8月夏祭り 6月末までに決まる　
公文 毎月第2、第4火曜日

清掃 毎月第3月曜日、第4土曜日

センターまつりは

中止、趣味の作品

展は別途開催予定

朝日遺跡

ミュージアム

天白区民祭り

中止
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編集後記 

102 号の発行にあたっては、コロナ感染拡大に伴う緊急事態宣言が発出

される中での作業となりましたが、皆様から多くの投稿を頂き無事発行の

運びとなりました。ご協力に感謝申し上げます。 

当初計画では 3 月に発行予定でしたが、30 周年記念特集号と編集が重

なったため 7 月になりました。 

次号 103 号（11 月に発行予定）までには、ワクチン接種も順調に進み、

安心して生活できる日常が一日も早く戻ってくることを祈念しています。 

編集スタッフ一同  

＜訃報＞ 

今井兼義さん 

天白ブロック 19 期 地域。 

アウトドア同好会の初代会長 

として活躍。 

5 月に逝去されました。 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

＜編集スタッフ＞ 

発行責任者      福永 時継 

総務グループ主管   小島 明 

総務（広報）担当   川上 茂雄 宮前 裕道 

        井熊 重義 伊藤 初枝 

遠藤 信子 青山 博美 

 

 

撮影：川島 英良 

撮影：川上 茂雄 


