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会長挨拶 

1 年間を振り返って 

31 期 地域 A 福永 時継 

今年度も新型コロナに振り回されました。11 月からは新たに“オミクロ

ン株”におびえる毎日で、案の定、第 6 波に見舞われ、とんでもない新規陽

性患者数を記録しました。 

またここに来て、ステルスオミクロン（BA-2）なる新変異株も話題にな

っています。 

新型コロナの終息には国内企業による経口薬の安定供給が必要で、まだ時間がかかると思

います。油断せず、安全を確保しながら、少しずつ活動の幅を広げていきましょう。 

鯱城学園は２年続けての休校となり、結果として卒業生が出ませんでした。また鯱城会も

２年続けてすべての企画が中止になりましたが、新年度に期待したいと思います。 

 

２期続けて会長を務めさせていただきました。役員の皆さんと頭を悩ませながらの我慢と

試行錯誤の２年間でしたが、諸先輩からもいろんなアドバイスや励ましを頂戴することがで

きました。紙面を借りて厚く御礼申し上げます。 

４月からは 32 期・33 期を中心に、新体制でスタートを切ることになりますが、会員数

の減少（入会者、愛護会・同好会への参加者の減少）、学園卒業生ゼロ等、課題は山積です。 

現役員の皆さんはもとより、期を遡っての先輩方の協力をお願いする次第です。 

“天白こじょう会”をもっと魅力あるものにするためには、ブロック会・愛護会・同好会

等のグループ間の情報交換や情報発信、先輩方からのアドバイスが大きな効果をもたらすと

考え、新年度はそれぞれのグループの代表に“顧問”として役員会へ参加していただくよう

にお願いしました。 

より楽しい“天白こじょう会”となるよう、皆さんの力を結集していただきたいと存じま

す。 

 

（雄-北側設置）         (雌-南側設置) 

地上に降りた金のシャチホコ（撮影：宮前 裕道） 

八重桜 

（撮影：宮前 裕道） 
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役員会報告 

                            32 期 地域 B 小島 明 

役員会 10 月 9 日（土） 天白生涯学習センター 第１集会室 22 名出席 

会長挨拶 趣味の作品展が無事終了し、ありがとうございました。 

緊急事態宣言は解除されたが、ラムダ、ミュー株、新変異株が心配です。 

学園は２年続けて休校となり、来春も卒業生はゼロです。 

来年度以降の会の運営を考える時期にきています。 

鯱城会 ＊在校生数（天白区 9 月現在）34 期 25 名、36 期 34 名 更に減少します。    

＊8/11 に不正アクセスにより HP が使用不能となり、現在復旧作業中。     

総務  ＊訃報 久方ブロック（26 期・文化 B）江口哲郎さんが 9 月 19 日にご逝去      

広報  ＊「天白こじょう会だより 103 号」を 11 月 3 日に発行予定       
行事  ＊「第 20 回趣味の作品展」報告 来場者 198 名（会員 85 名、会員外 113 名） 

    ＊12 月企画「クルーズ名古屋」に変え 16 日（木）「笠寺観音界隈散策と青空市」 

    ＊1 月企画は 13 日（木）「針名神社初詣」 

ボラ  ＊施設の定期訪問 年内に施設と打ち合わせるが、年度内の実施は難しい。 

    ＊天白区民まつり、鶴舞公園クリーンキャンペーン、堀川清掃大作戦は中止 

    ＊ウィメンズマラソン（3/13）は団体ボランティアで 30 名参加申込済 

ブロック会 ＊南天白ブロック：食事抜きのミーティングを検討中 

愛護会 ＊愛護会・緑道清掃 R3 上半期 活動回数＆参加人数  

①植田中央：12 回/102 名、②戸笠：6 回/30 名、③天白第 4：6 回/44 名 

④第 3 街路樹：4 回/24 名、⑤天白緑道：5 回/53 名      

 

拡大役員会 11 月 13 日（土） 天白生涯学習センター/第１集会室 41 名出席 

袋詰資料 ①こじょう会だより 103 号  ②同左 104 号の原稿募集  ③行事案内 2 件 

会長挨拶 趣味の作品展を無事に終える事ができ、ありがとうございました。 

    コロナ陽性患者は激減しているが油断できず。３回目のワクチン接種も間近です。 

鯱城会 ＊11 月の幹事会・代議員会は 10 月に続き中止、鯱城会企画は今年も壊滅状態 

広報  ＊こじょう会だより 103 号を発行、104 号を 3 月に発行予定 

＊ HP の不具合が 8/11 に発生したが、9 月末までにほぼ復旧しました。 

行事  ＊ 12 月企画 12/16（木）笠寺観音界隈散策と青空市 

＊ １月企画  1/13（木）針名神社初詣、参拝後の懇親会は様子をみて判断する 

    ＊ ２月企画 2/10（木）名古屋市港防災センター見学会 

    ＊ ３月企画 3/３ (木）に地域散策（史跡散策同好会と共催） 

ボラ  ＊ ウィメンズマラソン（3/13） ２月下旬に説明会を開催予定 

ブロック会 ＊南天白ブロック会で、11/6 懇談会開催、14 名と会長・副会長出席 

愛護会 ①植田中央：12/4 懇親会予定、②戸笠：12 月懇親会予定、③天白第 4：公園で

食事会実施、④第 3 街路樹：最近活動再開、⑤天白緑道：毎回 10 名以上参加 

同好会 ①囲碁：毎回 7～8 参加、初心者歓迎 ②グラウンドゴルフ：3 か所で実施 

    ③リズム体操：11 月から活動再開 ④カラオケ：コロナの影響で参加者少ない 

    ⑤天天会：参加者は 4～8 名 ⑥健康ウオーク：毎回 17～20 名参加 

     ⑦パソコン研究会：毎回 30 名位だが PC 台数不足 ⑧絵手紙：参加者少ない 



5 

     ⑨麻雀：8 月以降は実施 ➉アウトドア：会長の体調も悪く会の継続も難しい 

来年度の総会・懇親会について 

   総会は、4 月 20 日（水）10：00～ 天白学習センター/第１集会室にて開催予定 

   懇親会は、三役で打ち合わせた結果、今回は無理と考える。 ⇒ 提案承認 

 

役員会 12 月 11 日（土） 天白生涯学習センター/視聴覚室 18 名出席   

配布資料 ①レジメ ②学生募集チラシ ③公開講座チラシ ④市民運動会チラシ 

袋詰資料 ①こじょう会だより 103 号の正誤表 ②行事案内 2 件 ③鯱城かわら版 

会長挨拶 昨年 12 月上旬のコロナ新規陽性者は、愛知県で１日当たり 201 名（名古屋市

94 人）でしたが、現在は非常に安定しています。新たにオミクロンという新種

が発生し、心配の種は尽きませんが、３回目のワクチン接種や新薬の開発も進ん

でいます。もう少しの辛抱です。頑張って乗り切りましょう。 

学園関係 令和４年度は通常通りで再開すべく準備を進めています。入学案内は１月配布。 

鯱城会  ①12/6 に第 3 回幹事会・代議員会が開催され、下記議案が可決されました。 

     ＊第 1 号議案 令和 4 年限定運用として「幹事」の任期を 2 年から 4 年に延長

し、資格を卒業後 5 年以内から 6 年以内とします。 

     ＊第 2 号議案 鯱城かわら版は当面 3 回/年発行とします。 

     ＊第３号議案 鯱城会サポーター制度の充実をはかります。 

     ②令和４年の鯱城会会長選挙が、鯱城かわら版 R3-2 号で公示されました。 

     ③行事を企画する上での今後の課題として、 

 ＊グラウンドゴルフ交歓会で、区によってクラブや同好会が無い、メンバーが 

少ない、団体戦のために鯱城会以外の人を集める、等の問題がある。 

   ＊趣味の作品展では、他区との共同開催が可能か、また社会奉仕の観点から出展 

作品をチャリティオークションにかけられないか、等の課題が出された。 

     ④ウィメンズマラソンについて事務局から２名来場 ボランティア参加へのお 

礼と、鯱城会に対しては出来るだけ考慮する（トイレ設置やカラーコーンの多 

い場所から外す）、フェイスマスクからメガネタイプに変更する、等の説明あり。 

総務   ＊来年度の総会に向けてのスケジュールです。 

      2/12（土）総会案内、会費納入のお願い、払込取扱票等を袋詰め       

      3/11（金）リーダー会・役員会（拡大役員会の準備、袋詰め） 

   3/12（土）拡大役員会 

3/26（土）会計監査、リーダー会 4/9（土）臨時役員会（資料チェック等） 

      4/16（土）臨時役員会（総会資料印刷、袋詰め） 

      4/20（水）天白生涯学習センターにて開催予定  

広報  ＊こじょう会だより 104 号 原稿締め切り 1/31、発行 3/12 

行事   ＊12/26（木）「笠寺観音界隈散策と青空市」参加申込は 21 名。 

＊1/13（木）「針名神社初詣」本殿参拝を 20 名で予約。まだ人数に余裕あり。 

ボラ   ＊ほほえみ、あしたの丘ともに年度内訪問は見合わせ 

＊2/26（土）PM ウィメンズマラソン参加者説明会 生涯学習センター 

    ＊こころの絆創膏キャンペーン（３月）は名古屋市からの連絡待ち。 

来年度に向けて 来年度役員は 32 期、33 期が中心となるが、32 期８名、33 期 3 名で
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の役員会運営は如何ともしがたく、31 期迄の現役員さんにも引き続きご協力を

頂きたい。又現役員さん以外にもご協力を呼び掛けたい。 

34 期生 住所の分かる 21 名に、30 周年号と 103 号を配布した。 

    （手渡し 4 名、郵送 17 名） 今後も機会を見つけて働きかけを行う。 

                                       

役員会 1 月 21 日（土） 天白生涯学習センター/視聴覚室 23 名出席 

会長挨拶 今日からまた「まん延防止等重点処置」が適用されました。オミクロン株は  

     デルタ株に比べ重症化率は低いが感染力が強く市中感染や、ブレークスルー感 

     染も目立っています。３回目のワクチンが始まるが、まだまだ注意が必要です。 

学園関係 令和４年の募集は定員に満たない 184 名、受付は 1/17～2/28 

     入学式 ４/８日、第２回地域ミーティング（34 期）6/13～17 日、 

     第１回地域ミーティング（37 期）11/16（水）、18 日（金） 

鯱城会 ①１/17（月）の幹事会・代議員会は中止。今年度はまだ 3 回しか開催されず 

②令和 4 年度、行事・ボランティア日程 

     10/1 （土）鶴舞公園クリーンキャンペーン  予備日は 10/8（土） 

      10/18（火）公開講演会   鯱城ホールにて 講師は林与一さんを予定 

     10/26（水）グラウンドゴルフ交換会     庄内緑地公園 

      11/5 （土）堀川清掃大作戦         予備日は 11/12（土） 

      11/17（木）16 区フェスティバル      東スポーツセンターにて  

       3/9 （木） OB 文化祭  鯱城ホールにて  リハーサルは 2/28、３/２ 

      ３月（未定） ウィメンズマラソン 

総務  ＊4/20（水）総会 天白生涯学習センター/第１集会室、懇親会は無し 

    ＊会費徴収 ゆうちょ口座振込と現金で徴収 

役員、ブロック長、愛護会会長、同好会会長にお手数をお掛けします。 

＊来年度の役員会議日程調整アンケートを配布。 

広報  ＊12/22（水）ホームページの記事投稿方法のレクチャーを受けた。 

行事  ＊1 月行事報告 1/13（木）針名神社初詣 12 名でお参りしました。 

    ＊2 月行事予定 2/10（木）名古屋市港防災センター見学会 

    ＊3 月行事予定 3/３（木）地域散策 平針界隈散策としだれ梅まつり 

ボラ  ＊こころの絆創膏（3 月）は中止になりました。 

    ＊ウィメンズマラソン 3/13（日） 

担当区域は 7.5ｋｍ給水／4 島、5 島【瑞穂区南エリア】に決まりました。 

来年度の役員構成 ①32・33 期が中心で運営 ②現役員に引き続き協力を依頼 

     ③ブロック長、愛護会・緑道清掃・同好会会長に御協力を依頼。 

２月・３月の予定（場所は全て生涯学習センター、（）内は配布資料） 

2/12（土）リーダー・役員会 10：00～ 第２集会室（総会資料、会費納入依頼） 

2/26（土）マラソンボランティア説明会 13：30～ 第１集会室 

3/11（金）リーダー・役員会  10：00～ 第２集会室      

3/12（土）拡大役員会       10：00～ 第１集会室（こじょう会だより 104 号） 

3/26（土）会計監査・リーダー会 ９：30～ 第２集会室    以上 
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こじょう会行事 

笠寺観音界隈散策と青空市 

33 期 国際 B 小島 範雄 

 行事リーダーとして、12 月 16 日（木）師走の慌ただしい中 20 名の参

加で開催しました。当初の予報に反して暖かく穏やかな天気でした。地下鉄

桜通線桜本町駅で集合、市バスで笠寺西門まで移動、南歴歩マイスターのメ

ンバー7 名と合流し、笠寺観音界隈を散策しました。西方院～泉増院を参拝

し笠寺観音（笠覆寺）に到着。同観音は名古屋を鎮護する尾張四観音の一つ

で 1300 年の歴史を持ち境内では、毎月６、16、26 日は「六の市」が開

催され、今回の目玉の一つでもあります。野菜、果物、海産物から衣料品迄幅広い品ぞろえ

で楽しくお買い物をし、美女のベリーダンスも楽しみ、リュックサックが一杯になったとこ

ろで、歩いて 5 分の笠寺公園に。ガイドさんから高射砲台座跡、環濠跡、きんさん桜・ぎ

んさん桜等の説明を受けた後、見晴台考古資料館で係員による概要説明を受け、展示してあ

る土器や石器、B-29 の尾翼の破片などを見学し、公園内のテーブル・ベンチで持参のラン

チ。その後、八幡社、村上社を歩き、地下鉄桜通線の鶴里駅で解散しました。 

村上社は桜台高校の東側、閑静な住宅街の中にズドンと佇む推定樹齢約 1,000 年、高さ

20ｍ、幹周り 20ｍの大楠で有名です。 

  

西方院にて 

笠寺観音仁王門前にて 

 

村上社の大楠（撮影：川上 茂雄） 
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令和 4 年 針名神社初詣 

                  31 期 地域 A 市川 正信 

例年恒例になっている針名神社の初詣を 1 月 13 日（木）に行いました。

参加者 12 名が、新年の挨拶を互いに交わしたり近況を話し合ったりしながら

針名神社へ向かいました。神社内ではコロナ感染症対策の措置がとられ、手水

舎が人感センサー式になっていたり、どんど焼き（左義長）が中止になってい

たり、拝殿内はビニール製の幕で仕切られたりしていました。 

一同揃ったところで拝殿にてお祓いを受け、天白こじょう会の発展と会員の健康を祈願し

ました。宮司の連史朗氏からは、今年の干支は寅年ということで「トラは一日に千里を走る

」がごとく、その並外れた行動力でよい年に向かっていくだろうとのお話がありました。ま

た、絵馬には天白こじょう会の願いを「絆」「健康長寿」の 2 つの言葉で書き記し奉納しま

した。 

例年行っていた初詣後の新年会がコロナ感染症のため実施できなくなり、少し寂しい気持

がしました。来年こそは開催できるようにコロナ感染症の収束を願うばかりです。 

  

福寿草 

（撮影：宮前 裕道） 
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役員挨拶 

1 年を振り返って思うこと ＜副会長＞ 

31 期 地域 A 市川 正信 

 我々シニア世代の多くは、楽しく仲間と語り合ったり、趣味を共有したり、

少しばかり社会貢献をしたりして老後を過ごしたいと願っているのではない

でしょうか。私にとって、そんな願いに対応してくれたのがこの天白こじょう

会であると思っています。 

 この 1 年を振り返ってみると、コロナ感染症拡大防止の観点から施設訪問

を伴うボランティア活動は中止になりましたが、作品展・地域巡りの行事・同好会活動・愛

護会活動等工夫を凝らした対応や行動力により、できる範囲での活動が積極的に行われまし

た。これは「仲間づくり・楽しさづくり・健康づくり」を掲げる天白こじょう会の活動を進

めようとする意欲の表れと思います。私も地域巡りや作品展などに参加し、行事を通じて「

お久しぶりです」「お元気そうで！」と声を掛け合える会員同士の交流がいかに大切である

かを実感しました。感染リスクが人と人との絆や繋がりを断ち切ろうとしている今だからこ

そ、互いに助け合い励まし合いながら、楽しみを共有し喜びを感じ合える活動を、工夫を凝

らしながら展開したいものです。 

 

 

副会長を務めて 

32 期 地域 B 小島 明 

 ３年前に天白こじょう会に入会し、昨年度は行事担当として、今年度は

総務担当として、副会長を２年間務めさせて頂きました。 

昨年度、元々アウトドア派の私は最初の行事担当で年間行事を立てるの

が楽しく、ウオーキング、バス旅行、公共交通機関利用の旅行等を計画し

ました。ところがふたを開けて見ればコロナが蔓延し、ほとんどが中止と

なり、行けたのは「東山公園散策」と「いにしえの名勝地・音聞山を歩こ

う」のウオーキングのみで終わってしまいました。センター祭り（趣味の作品展）、16 区

フェスティバルも中止となり、行事の仕事は殆ど出来ない状態となってしまいました。 

今年度総務担当となりましたが、初めての総務で気の付かないことも多く、皆様にもいろ

いろご迷惑をおかけしたと思います。 

この３年間の中で健康ウオーキングと天白川緑道清掃に参加し、多くの諸先輩と知り合う

事ができ、LINE 友達も増えた事がこじょう会に入って一番楽しい思い出になりました。 

今年の 4 月からは 32 期・33 期のメンバー主体でこの会を運営する事となりますが、メ

ンバーが少ない為、今期に引き続き諸先輩のお力をお借りするしか有りません。皆さんから

のご意見・ご要望も伺いながら、天白こじょう会の繁栄を目指して楽しい１年になる様に取

り組んでいこうと思います。 
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１年目を終えて ＜広報リーダー＞ 

31 期 生活 B 川上 茂雄 

一昨年港区から天白区に転居し、昨年 4 月に天白こじょう会に入会させ

て頂きました。5 月から突然広報リーダーという大役を任されることになり

戸惑いましたが、会長、副会長はじめ関係者の皆様方のご支援・ご協力を頂

きながらなんとか天白こじょう会だより 102 号・103 号を発行すること

ができました。 

昨年、私は新たに 2 つのことにチャレンジしました。１つ目は広報業務

です。パソコンで文書が作れるといっても「会報誌」のように他人に見てもらうための 

“冊子”を作ったのは初めてです。若い頃に仕事上の必要があってワープロに取り組んだ時

には何度も徹夜してやり方を覚えましたが、今回こじょう会だより 102 号・103 号の発

行作業に携わってみて当時のことを思い出しました。今では操作方法で分からないことがあ

っても、インターネットで検索すれば何とかなる時代になりました。不慣れな作業に想定以

上に時間は掛りましたが、今年も認知症予防効果を期待しつつ取り組んで参ります。 

2 つ目はグラウンドゴルフです。コロナ禍で他の活動がほとんど中止になり余裕ができた

のを機にグラウンドゴルフ同好会に入会させて頂きました。パターゴルフに似ていますが、

凸凹が多い公園のグランドを使うのでなかなか思うように方向や距離感が合わず、四苦八苦

しながら楽しんでいます。 

今までは健康太極拳とウォーキングを中心にコロナ自粛に取り組んでいましたが、コロナ

禍でもできる「きょうよう・きょういく」活動を楽しんで行こうと考えています。天白こじ

ょう会の皆さまのご指導・ご支援をお願いします。 

 年明け早々からオミクロン株が猛威を振るい、新規感染者数の急増も止まる気配が見えま

せん。皆さまくれぐれもご自愛下さい。 

 

 

自粛の 2 年目でしたが ＜行事リーダー＞ 

33 期 国際 B 小島 範雄 

 令和３年度も前年度に引き続きコロナ禍の真っただ中でスタートしました。

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が休むことなく発令され、多人数での

会合・飲食・バス旅行等が自粛となり、こじょう会の行事も当初計画の半分

程度しか開催できませんでした。その中での開催は会員の皆さんのご協力に

よるもので感謝に堪えません。名古屋市高年大学は最終的に２年間の休校と

なり、卒業生もゼロで、こじょう会への入会者も見込めない状況です。 

 今後のこじょう会の発展のためには、会員の皆さんが楽しく、健康で気軽に参加できる行

事の計画が必要と思われます。 

  



11 

 

令和 3 年度を振り返って ＜ボランティアリーダー＞ 

30 期 美術 栗山 憲夫 

 令和 3 年に変わってもコロナ禍は終息する気配を見せませんでしたが、

鎮静化することを期待して、皆様のご協力を頂き、4 月からのボランティ

ア年間計画を作りました。 

しかしながらコロナ感染症はますます猛威を振るい、数次に渡る緊急事

態宣言が発出されるに至りました。当初計画していた天白クリーンウォー

キング、施設ほほえみ、あしたの丘、寿荘春・夏まつりのお手伝い、わん

ぱく相撲、鶴舞公園クリーンキャンペーン、堀川清掃大作戦、天白区民祭り、こころの絆創

膏等々次々に中止が決まり、参加予定されていた皆様への中止連絡が主な業務になりました。 

その中でウイメンズマラソン（3 月 13 日、30 名でボランティア参加予定）だけは無事

に開催されることを願っています。 

令和 4 年度もコロナの影響は必至で、年間計画の立案が難しいと思います。しかしコロ

ナが収束して活動を再開する場合、特に施設訪問には注意を払い、双方無理のない体制で臨

まねばなりません。皆さんには、いつでも活躍できるように自己体調管理を徹底して頂きま

すようお願い申し上げます。 

 

 

1 年間を振り返って ＜鯱城会幹事＞ 

30 期 国際 A 水本 進 

令和 3 年度もコロナ禍により 2 年続きで幹事会が手掛ける公開講演会

・グラウンドゴルフ交歓会・16 区フェスティバル・OB 文化祭に加えて

学園学生会との合同鶴舞公園・堀川清掃活動など全ての行事が中止となり

ました。 

一方幹事会としては、この１年間で一つの行事でも実施出来ないかと模

索してまいりましたが、結果的には参加者の安心安全を守る為とは云え中

止せざるを得なくなり、本当に残念な 1 年となりました。 

 

令和 4 年度に於きましては、２年間のブランクを挽回する為に

も意気込んで居りますが、ここへ来てオミクロン株の大感染が発生

して居り、大変心配して居ります。本当に早期の収束を願うばかり

です。 

 

  
アネモネ 

（撮影：宮前 裕道） 
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ブロック会・愛護会・同好会の活動状況 

（令和 3 年 10 月～令和 4 年 1 月） 

  

ブロック会

担当 学区 期 ブロック長
開催日数/
延べ人数

特記事項

 御幸山 八事東 29 佐々山 浩将 活動なし

 植田 植田北 28 松川 春生 活動なし

 天白 天　白 28 宮前 裕道 活動なし

 南天白 野　並 30 井熊 重義 1日/18名 ※投稿資料あり（31期 伊藤さん）

 久方 しまだ 28 石本 佳之 活動なし

 原 原 29 小川 司郎 活動なし

 平針 平針南 28 西尾 克己 活動なし

愛護会・天白川緑道

担当 学区 期 代表者
開催日数/
延べ人数

 植田中央公園特定 表山 22 中島 克人 8日/81名 清掃活動後に懇親会を開催（12/4）

 戸笠公園 野並 24 八木 勝男 4日/51名

 天白川緑道清掃 天白 24 豊田 悦造 3日/28名

 天白公園第４ 原 27 水野 正弘 4日/32名

 県道第3街路樹 植田南 27 小山 良太 2日/17名

同好会

担当 学区 期 会長
開催日数/
延べ人数

 グラウンドゴルフ 原 20 林口    強 31日/280名

 リズム体操 平針 24 山内 君子 9日/249名

 カラオケ 八事東 32 綿貫 幸夫 3日/20名 1月は中止

 天天会 大坪 20 西 かずゑ 4日/20名

 アウトドア 高坂 26 斉藤 昌和 活動なし

 史跡散策 表山 25 佐治    學 活動なし

 パソコン研究会 原 23 鈴木 泰治 22回/252名 1日2回（第1班、第2班）実施

 絵手紙の会 表山 30 北條 道子 4日/24名 ※投稿有り

 囲碁 平針南 28 西尾 克己 3日/24名 1月は中止

 健康ウォーク 原 27 水野 正弘 4日/72名

 麻雀 八事東 29 佐々山 浩将 4日/32名

※投稿資料あり

※投稿資料あり

※投稿有り

12月、1月は活動中止

特記事項

3か所（植田中央公園、天白公園、
野並多目的広場）で実施

※投稿有り（近隣中学生の飛入り参加）

特記事項

※投稿有り。

お店がお酒の提供不可の場合は休会



13 

御幸山ブロック会の現状と今後 

29 期 生活 A 佐々山 浩将 

コロナ禍の収束が見通せないまま、3 年目に入りました。 

と同時に、ブロック会も何の行事も出来ないまま 3 年目に入りました。 

そんな中会員の皆様は、お変わりなくお過ごしのことと思います。 

変異株が次々と発生し、今“オミクロン”株が世界中で猛威を奮ってお

ります。“オミクロン”の次は“パイ（π）”とのことですが、このあたり

で収束してくれることを願うばかりです。現在の“オミクロン”がギリシ

ャ文字の 15 番目のアルファベットですが、全 24 個のアルファベット迄あと 9 個……。

はたしてそれまでに収束するものか、心配になってきました。24 個のアルファベットで終

わらない場合は、天体の名称を使うことが既に WHO では決まっているとのこと。そこ迄は

絶対行かないようにしなくてはなりません。それには、国産のワクチンに加え治療薬の開発

・実用化に大いに期待したいところです。そんな中最近やっと、経口治療薬が近々実用化さ

れるとの朗報も出始めました。 

ブロック会行事も「ウイズコロナ」と腹を決め、来年度は何とか 2～3 回の行事を開催し

たいと思っております。具体的には、今年度中に皆さんにお伝えする予定です。その折には

是非お元気な姿が見られますことを楽しみにしております。日頃の基本的な防御策はくれぐ

れも怠りなく‼ 

 

南天白ブロック会を開催 

         31 期 生活Ｂ 伊藤 初枝 

 令和 3 年 11 月 6 日、野並コミュニティーセンターにおいて、飲食抜き

でのブロック会を、午後 1～4 時、ブロック員参加者 18 名で 2 年ぶりに

開催しました。 

 当日は、福永会長・小島副会長にもご出席を頂き、会長から鯱城会や天

白こじょう会の現状についてお聞きした後、会員からも各自の現状や活動

報告等を発表しました。久しぶりの集いに皆さん和やかに交歓しました。 

通常は飲食・カラオケ等、懇談会で友好を兼ねて開催していましたが、今回は新型コロナ

ウィルスの蔓延状況を勘案して飲食抜きの集いになりました。コロナ自粛が続く中で、久し

ぶりにお互いの顔をみながら話すこ

とができて良かったと思っておりま

す。 

 新型コロナウィルス等の拡大状況

にもよりますが、今年も会の皆さん

と集まれることを願っております。 

 



14 

誌上ブロック会の開催 

28 期 地域 西尾 克己 

平針ブロックのみなさま変わりなくお過ごしでしょうか。令和２年１月の

第 21 回ブロック会開催以後、2 年余り休止状態が続いたままでございます。

今回のこじょう会だよりを通して誌面で、楽しかった「思い出のブロック会」

を開催することにいたしましょう。 

令和元年 5 月、「浮世絵鑑賞と日本料理を楽しむ」を開催。マスプロ美術

館で素晴らしい作品を鑑賞した。日本料理の朝熊に移動し和やかな雰囲気で

懇親会を楽しむ。参加者 25 名。 

続いて 9 月、平針地域の氏神様である「針名神社をもっと知ろう」をお題に、禰宜を務

められる連 文之（むらじ ふみゆき）氏から神社の歴史や神道に関した貴重なお話しを拝聴

した後、寿司御殿で会食を楽しんだ。たしか渡辺京子さんのビンゴなどで盛り上がった気が

いたします。参加者 20 名。 

令和 2 年 1 月「八事山 興正寺を訪ねる」を開催し、中門に 26 名が集合した。県内最

古の五重塔（重文）、本堂や能満堂の説明を受けながら趣ある茶室「竹翠亭」へ。お茶をい

ただきながら各々で暫く歓談。興正寺は 1688 年の創建で、天瑞圓照和尚により開山され

たことなど興味深い内容であった。修了後、浜木綿の送迎バスにて懇親会場に移動し、中華

料理で会食。16 期の宮野清恵さん、19 期の宇佐美昭諦さん・千賀栄子さん（初参加）、

31 期の福永時継さんら多彩な期会員が出席され、親睦が更に深まりました。 

 

僅か 17 行の平針ブロック

会でしたが「思い出はいつ迄

もみなさまの心の中に」。 

次のブロック会でまたお

会いいたしましょう。  

興正寺（茶室 竹翠亭） 

マスプロ美術館 HP より（横浜波止場ヨリ海岸通異人館図） 
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天白川緑道の清掃美化活動 

   24 期 美術 豊田 悦造 

緑道の清掃活動は、多くの諸先輩方のご努力で平成 21 年度に区役所の承

認を得て始まりました。現在は区役所北側の天白川両岸の清掃をおこなって

います。 

これからも永く活動を続けボランティア活動が区民の皆様の支持が得ら

れるよう頑張っていきます。 

月１回１時間の活動です。健康の保持増進のための散歩をかねて一人でも

多くの会員各位に参加をお願い致します。 

 

＜ 活動実績（10 月～1 月）＞  

10 月/10 名、11 月/8 名、 

12 月/10 名、 1 月/休み 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 2 月 1 日 新島田橋から上流を撮る 

 

  

令和 4 年度総会開催のお知らせ 

・日時：4 月 20 日（水）10：00～ 

・会場：天白生涯学習センター 第 1 集会室 

※懇親会は開催しません。 

タンポポ 

（撮影：宮前 裕道） 
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戸笠公園愛護会活動と会員の一言 
24 期 生活Ｂ 八木 勝男 

≪活動報告≫ 令和３年 10 月～令和 4 年 1 月新型コロナ禍のなかです

が、会員一同老体に鞭打って（？）清掃作業に張りきっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 1 月 15 日撮影    
≪会員の皆さんの思い あれこれ≫  
                             

11 期 八木 良三（卒寿 90 歳）健康に留意し「絆」を大切にしたい！ 

 天白こじょう会 第７代会長、天白区老人クラブ相生山緑会会長 

 

 

26 期 中居 愈祝 (88 歳) 「 スキーに乗りたい 」   

茶臼山にスキー場が開設された昭和 61 年から平成 30 年迄スキ-

学校の校長(自称)を務めました。現在 88 歳の体力では子供達を 

十分に教えられない？ 寂しいですが、戸笠公園の清掃、グラウン

ド・ゴルフを頑張っています。 

 

17 期 上利 淳 「断捨離について」第 13 代会長 
「断捨離」の難しさに米寿を迎えて真の意味を再認識する。若い時は捨てる事 
は余り考へることなく時を過ごしていたが、「終活」が近くなると旅立ちの準備 
のため整理が必要。しかし人生を謳歌するためには必要なものがある。自己責 
任の範囲ならば余り神経質に考えることないかもね。生きてる内が華、ゆっく 
りして青春を謳歌しましょう。頑張るド。極楽にもレンタル業者があるかもね。 

        
28 期 木下 規予  「戸笠公園・あれこれ」 
我が家が相生山団地に住むようになって 50 年以上も過ぎています。いつもは 
自転車で通り過ぎていますが、戸笠池の清掃に参加するようになって過去の事 
をいろいろ思い出します。娘 2 人も戸笠池で遊んでいました。高坂小学校・久 
方中学校に通学していました。小学校は当時プレハブ教室で、夏の暑さを遮る 

ためまわりに沢山朝顔を植えていました。また当時は生徒数が多く、体育大会に行くと校庭 
にあふれんばかり人人でした。相生小学校の設立をお願いに市役所に行きました。その相生 
小学校は今生徒数の減少で近く廃校になるうわさです。あれこれ思い出はつきません。清掃 
は体調と相談しながら続けていきます。  

作業月日 10/16 11/20 12/18 1/15 作業者計 
作業人数 11 名 11 名 14 名 15 名 51 名 

備考   懇親会   

戸笠公園愛護会 
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20 期 伊藤 一夫 (緑区；特別寄稿)  鯱城学園講師 

「シャチホコへの拘り（こだわり）」 
「名古屋市高年大学」の名前は、設立の 2 年前から準備委員として活躍された
故「伊藤隆」先生(市立山田高校長)による命名である。もう一つの名前「鯱城

学園」は当時名古屋市長だった故「西尾武喜」による。ここで市幹部から待ったがかかった
のである。漢字の本場中国語には鯱と言う字は無いのである。中国語で鯱を表記するには虎
鯨と書きフーチンと読む。完全な和風漢字である。こんなことで西尾市長に汚点を残してい
いのかと突き上げられたが、広辞苑にも採り入れられているのだから良いではないかと言う
ことで落着した。 
第一期生は文化、生活、園芸で各 40 名の定員に 12 倍の志望者が殺到したとの記録が残っ
ている。 

 
33 期 小島 範雄 「ローカル鉄道の旅」 令和 3 年度行事リーダー 
私の趣味のひとつ・鉄道について紹介します。ひと口に鉄ちゃんと言っても 
色々ありますが、私は「乗り鉄」です。新幹線、特急、快速、等の中お勧め 
は、各停のローカル線です。急ぐ必要はないので、のんびり行き、気に入っ 
た駅で下車し、ぶらぶら。但し、ローカル線は本数が少ない為、次の時間の 

確認は必須です。コロナ禍で遠くには行けませんが、東海地区にも興味深い線が多く有り 
ます。クルマも良いですが、たまにはゆっくり旅もいいものです。 

 
16 期 尾関 一明 (卒寿 90 歳) 第 12 代会長 
健康と生きがいづくり、地域活動の核となる人材の養成として、ボランティ 
アを介して「天白区グラウンド・ゴルフ協会」等のお手伝いをしながら頑張 
っていきたいと思います。 
 
19 期 野々山 淑子 
戸笠池では水鳥をよく見かける。秋の終わりの頃にはカモ等多くの小型の渡
り鳥が飛来時にはダイサギ、アオサギも見かける。一年中いるわけでは無い
ので渡り鳥と思っていた。しかし留鳥か漂鳥らしい。この鳥は本州以南に生
息し繁殖すると 百科事典にある。この風景を眺められるのが、戸笠公園清  
掃の楽しみの一つである。 

 
************************************************************************ 

 
当日、私達の掃清応援に  

緑区の中学生野球部員が飛び入り参加！ 
 

野球部監督と筆者(八木) 

 
戸笠公園愛護会創立 23 年
目になりますが、飛び入り
応援は珍しく、微笑ましい
限りでした。 

 

嬉しかった！ありがとう。  
（19 期 野々山淑子） 
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リズム体操クラブの近況 

     24 期 環境 山内 君子 

リズム体操クラブは、平針小学校下の緑に囲まれた高台にある公民館で開

催しています。 

５月、６月、９月、１月とコロナの状況により休みが多かったので、再開

されるたび「久しぶりの運動つかれる！」「筋肉痛になりそう！」等という

声が聞かれましたが、「でも体操できて気持ちよかった！」と笑顔も見られ

ました。 

体を動かすことで、転倒防止、認知機能低下の予防、いつまでも元気で歩けることを目標

にしており、音楽に合わせてのストレッチ、太極拳の動きを取り入れたものや脳トレが入っ

た運動等をしています。 

リズム体操クラブでは会員を募集しています。一緒に体を動かしてみませんか。 

開催日は原則毎月第 1・2・4 月曜日、10 時からです。 

平針新公民館へ見学に来てください。お待ちしています。 

 

絵手紙の会の活動状況 

30 期 美術 北條 道子 

 新しい年になっても以前のようにいかない毎日ですが、現在は皆さんの

熱意で原在宅サービスセンターから大坪コミュニティセンターに場所を変

え、月 1 回の講習ができる様になりました。 

絵を描くだけでなく、干支の置物作りや、ミニタペストリー（壁掛け）、

年賀状など季節感を取り入れた作品を作っています。送る人への思いを一

枚の葉書にと、楽しみながら向き合っています。会員数は 7 名と少ない状

況ですが、これからも続けたいと思い日々活動している現在です。 

興味のある方は、見学にお越し下さい。 

 

 

  

令和３年度趣味の作品展より 
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３月 ４月 ５月 ６月 ７月

(13:00)  (9:30)  (9:30)  (9:30)  (13:00)

拡大
12(土)

10:00～

総会
20(水)

10:00～

拡大
9(土)

10:00～

12(土)
104号

９(土)
105号

　毎月第１,３土曜日　（雨天の場合翌日） 9～10時 植田中央公園 中島克人

　毎月第３土曜日　（雨天の場合翌日） 10～11時 戸笠公園 八木勝男

　毎月第２金曜日

　毎月第４土曜日　（雨天の場合翌日） 9～10時 天白公園 水野正弘

あしたの丘

特養ほほえみ

さつき祭り 寿荘

わんぱく

相撲手伝い

(日程未定)

クリーンウ

オーキング

(日程未定)

　毎週木曜日 植田中央公園

　毎週金曜日 天白公園

　毎週火・金曜日 野並多目的広場 八木勝男

　毎月1、2、4 の月曜日

（祝日や講師の都合で変更あり）

　毎月第１月曜日 14～16時
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾚﾝﾀ
ｶｰ /天白

綿貫幸夫

　毎月20日 16～18時
和風れすと
らん天狗

西かずゑ

(未定) 11～13時
天白公園

ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場
斉藤昌和

3(木)
地域散策

佐治　學

　毎月第３水曜日（会場・日程、変更注意） 13:30～ 
原社協

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室
北條道子

　毎月第３水曜日 原コミセン 西尾克己

2(水) 6(水) 4(水) 1(水) 6(水)
地下鉄原駅
9:30集合

水野正弘

八事東
コミセン

佐々山浩将

健康ウオーク

麻雀同好会 　毎週第１木曜日 　　　　13～17時

4, 11 生涯学習
センター

鈴木泰治

1班13:15～14:40　2班14:50～16:15　　

絵手紙の会

囲碁同好会 　　　　13～16:30　

山内君子

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

月曜日)

7, 14 4,11,18 9,16,30 6,13,20

栗山憲夫

公文：第2・第4火曜、清掃：第3月曜・第4土曜　

地域関連企画

同
好
会

グラウンド
ゴルフ

9～12時
林口　強

リズム体操
クラブ

　　　 10 ～11:30 平針新公民館

豊田悦造
（雨天の場合翌週、1・8月は休み）

天白公園第4愛護会

第三街路樹愛護会
　毎月第3土曜日

9～10時 植田公園 小山良太
（雨天の場合翌週、1・8月は休み）

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 9～10時 天白区役所

施 設 訪 問 見合せ

奇数月/第3火曜日、偶数月/第3月曜日

小島範雄

鯱城会関連行事
13(日)

ウイメンズ
栗山憲夫

行　　　事

3(木)
地域散策
史跡散策

同好会共催

(予定なし) (未定) (未定) (未定)

8(金)
13:30

天白
生涯学習
センター

福永時継
　

市川正信

小島　明

16(土)
9:30

拡大役員会・総会

広 　　 報
こじょう会だより 川上茂雄
ホームページ更新 随時

　　行事予定表（3月～7月）　＊１月末時点での予定です。変更・中止にご注意下さい。

行　　　事
実 施 予 定 日 ・ 時 間 等　

場  所
担当者

（令和3年度）

役員会
（袋詰をする場合)

11(金)
13:30

9(土)
10:00

14(土)
10:00

11(土)
10:00
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編集後記 

104 号の発行にあたっては、愛知県でもオミクロン株による第６波の爆発的なコロ

ナ感染拡大が始まり、まん延防止等重点措置が発出される中での作業となりました

が、皆様のご支援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。 

現在、お隣の中国では「2022 北京・冬季オリンピック」が開催されています。コ

ロナによる無観客開催となっていますが、連日日本選手の素晴らしい活躍が報道さ

れ、冬季オリンピックでの日本のメダル獲得数が過去最高を更新しました。この 104

号がお手元に届くころは、続くパラリンピックの最中でしょう。 

日本では「コロナの第６波はピークアウトした。」との一部専門家の発言がみられ、

地域によっては新規感染者数の減少傾向が出てきました。ブースター接種（第３回接

種）の進展とともに明るい兆しではありますが、一方で高齢者を中心とした重症者や

死亡者が増加しており、私達高齢者にとってはまだ安心できるとは言えない状況が続

いています。治療薬の普及、若者へのワクチン接種が更に進み、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。 

広報リーダー 川上 茂雄  

 

＜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 伊藤 初枝 

宮前 裕道 井熊 重義 

遠藤 信子 青山 博美 

 

●Ａゾーン（東側 12 基）： 

・自由使用。無料、先着順 

 

●Ｂゾーン（西側８基）： 

50 名以上の団体で事前予約受付、有料、 

窓口は天白土木事務所 

・団体で使用しない場合は自由使用、無料 

※現在はコロナ感染予防のため団体受付を 

停止中 

 ※詳細は HP、「天白公園デイキャンプ場」 

  で検索 

パソコン絵画：川島 英良 

天白公園 デイキャンプ場 

昨年末からの修繕工事で一新、 

バーベキューコーナー（20 基） 

 


