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会長に就任して 

「であい ふれあい わかちあい」            ３０期 生活 B 金丸 正美 

縁あって天白こじょう会の会長になりました。ご縁は大切にしたいのですが。 

現状は厳しく、新規入会者が少なく退会者が多くなっているという現実。天白 

こじょう会の魅力も失せているのではないかという漠然とした想い。組織とし 

ての在り方が問われ、新たな対策が必要となっております。 

組織は本来チームであるべきで「個々のメンバーの目標と集団の目標が一致する人たちの集まり」

であると思っております。何よりも楽しく、面白くなければならないでしょう。成熟した個々のメン

バーが対等の立場でコミュニケーションを取り合うことが組織の活性化に繋がり、思いを共有し、

団結することでパワーが生まれ、前進をもたらすと思っております。 

これからの天白こじょう会を創り上げていくためにも、であい（共感）ふれあい（共鳴）わかちあ

い（協働）を大切にしたいと思います。天白こじょう会を少しでも良くしていこうという志を持った

人たちがユーモアをもって活動していけば、楽しくて面白い集団を創り上げていくことが出来ると

信じています。皆様のご協力をお願い致します。 

 

天白こじょう会の皆様 有難うございました。  

２９期 地域 B 石谷 清和 

昨年一年間天白こじょう会の副会長として、皆様と一緒に活動させて頂きました。 

２８期の顧問はじめ２９・３０期の役員の皆さん 会員の皆さんのご指導・ご支援 

のお蔭をもちまして、行事をほぼ計画通り執り行うことが出来ました。誠に有難く、 

厚くお礼申し上げます。 

今年は、機会があり鯱城会会長に選任頂きました。身が引き締まる思いです。私は、学園卒業後 

鯱城会幹事を一年 天白こじょう会を一年と、鯱城会の内（幹事）と外（天白）で勉強させていただ

く機会を与えてもらいました。それを通じ 「区会（区鯱城会）あっての鯱城会」 という考えが間

違っていないことを実感しました。 

学園卒業生として、クラス・クラブの仲間との交流ももちろん大事ですがやはり地域活動という

のは、その地域のため（世のため）、その地域の皆さんのため（人のため）の地道な活動であり そ

れを支える仲間の存在が今後の自分にとって大事な財産になると確信いたしました。 

近年は、学園入学生の減少 鯱城会入会者の減少に加え高齢化の進展による退会者の増加、価値

観の多様化等々鯱城会を取り巻く環境は大変厳しくなってきております。今年度の天白こじょう会

の入会者も大きく減少いたしました。今までと同じことをやっていく時代は過ぎた感があります。 

再来年迎える創立３０周年に向け、会員のため、地域の皆さんのためにますます活発な、喜んでい

ただける活動を推し進めていただきたいと思います。私も微力ながらお力になれればと思い鯱城会

で活動いたします。 

天白こじょう会会員の皆様のご健勝と天白こじょう会の益々のご発展を祈念申し上げ、育ててい

ただいた天白こじょう会の皆々様へのお礼とさせていただきます。 

有難うございました。 拝 
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天白こじょう会の皆様へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天白区長 渡部智恵 

 この 4 月に区長に着任いたしました。天白区は、キャッチフレーズ「ホッとするまち、

『好きだよ、天白。』」のイメージそのままに、ゆったりと温かい印象のまちでした。区役所

北側の天白川のゆったりとした流れと川岸の豊かな緑に、通勤途上、心癒される毎日です。

これから区民の皆様のお役にたてるよう、区役所職員とともに精一杯頑張ってまいりたい

と思っております。 

 天白こじょう会の皆様には、日頃より区政運営のさまざまな場面でお世話になっており

ますことを深く感謝申し上げます。高年大学鯱城学園の卒業生で天白にお住まいの方がこ

れほど多くいらっしゃり、これほど活発に活動しておられるとは、正直、知りませんでした

ので、嬉しい驚きを感じています。楽しみながら自己啓発し、さらに地域社会に貢献しよう

という志をお持ちの皆様のお力をお借りしながら、天白区をさらに住みよいまちにしてい

けたら幸いです。 

 皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

特別寄稿 
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平成３０年度 天白こじょう会 総会・懇親会 報告 

２９期福祉 B 黒木朝子 

日 時：平成３０年 4 月 25 日(火) 11 時から 14 時 30 分           

場 所：中区 上前津 4-9 「ローズコートホテル」 

出席者：総会 7６名 懇親会６４名 (会員総数 2３７名) 

[ 総会 ] 坂井会長挨拶…平成 28 年度活動経過 活発に活動出来た。 

     ひとえに会員皆様のご協力のお陰と感謝 

・議事 (議長 坂井会長) 

１. 平成 2９年度 事業報告 

２.  同 会計報告及び監査報告 

３. 役員改選 (ここより 議長 金丸会長) 

４. 平成３０年度 新役員紹介 

５.  同 事業計画 同 予算 いずれの議事も満場一致で承認された。 

６. 金丸正美会長挨拶 会員の皆様が楽しんで頂ける活発な活動を展開する。 

７. 新入会者紹介 ３０年度新入会員 １０名のうち６名が自己紹介 

８. 質疑応答 ３０度活動計画について質疑応答 

 アトラクションとして、イカメン男性合唱団・フラダンスとフラダンス体験会・エンディング曲

として、２６期 国際 斉藤昌和さんの指揮で、「前を向いて歩こう」を、全員参加で歌いお開

きとした。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

天白こじょう会総会を終えて  

                               ２９期 福祉 B 黒木 朝子 

隣国北朝鮮が中国・韓国とにわかの融和政策。国内は森友、加計学園の問題が、1 年 

以上続き、公文書改ざんの発覚、自殺者、セクハラと財務省は 2 トップが辞任。防衛 

省は日報の隠し。そんな渦中、平成 30 年度の天白こじょう会総会が開かれた、前日 

から降り続いた大雨は、総会に出かける時には、カラッと上がり天気は回復。気分も 

快晴。会場のパークコートホテルには 3 回目ともなると迷わず行けた。会員皆様の早めの参加で、

237 名中 7４名の出席で開催された。昨年との違いは、総会出席者々の封筒記名をやめたことで受

付はスムーズに運び、席表をテーブル上に明示したことで各自座席に着き易くなった。 

さて、天白こじょう会の問題は、会員の減少である。会員の減少は、そのまま収入の減少となる。

対策点は、天白こじょうだよりの印刷をネット印刷に切り替えたことで 40％カットできる見通しが

立った。しかし、会員同士の情報交換を密に保つには、通信・事務材料費の値上げは免れない。こう

してたてられた予算案は、会費を値上げることなく活動を維持できる対策点となり出席者の温かい

ご理解で承認された。これで平成 30 年度がスタートできることになった。会員一人一人が地域活

動の必要性を言い続け、身をもって地域活動に協力していきましょう。 

 

 

役員会報告 

 

平成 30 年 3 月 10 日（土）拡大役員会議  

                               ３０期 国際 B 馬場 興樹 

１．代議員報告：31 期生入会者 9 名、本日懇談会実施、鯱城会全体 190 名（39％）、 

30 年度鯱城会会長石谷清和氏に決定。16 区フェスティバルはやってよかったが 

時期を考慮、グランドゴルフは要件等の意見あり。31 期生入会説明会 1 月 26 

日実施、参加者在籍者 29 名中 12 名参加、天白こじょう会 13 名参加 

２．総務：1 月 24 日（水）平針ブロック会天狗 12 名参加、2 月 10 日（土）植田ブロック会天狗

13 名参加、2 月 22 日（木）28 期会植田夢の蔵 16 名参加、4 月御幸山ブロック会徳川園予定。

各ブロック会には会員の継続、退会者の中間チェックをお願い黒木副会長に報告3月15日まで。 

３．行事：3 月 14 日（水）農業センターしだれ梅散策とゆず庵でランチ、会費 1,400 円、5 月 25

日（金）天白公園バーベキュー大会、会費 1,000 円、締め切り 5 月 11 日（金）  

４．広報：広報誌 93 号 3 月 10 日（土）発行今回より全ページをカラー印刷。 

５．ボランティア：清掃活動 区内各公園、行事予定に従い実施する。  

施設訪問：ほほえみ実績 2/13（3 名）2/17（5 名）2/24（2 名）2/27（4 名）予定 3/13、

3/17、3/24、3/27 あしたの丘実績 2/19（4 名）予定 3/20  

施設訪問以外：天白区男女平等参画推進事業ボラ 2/12（月）原文化小劇場 8 名参加、予定こ 

ころの絆創膏 3/5（月）金山駅イベント広場、マラソンフｴステｴバル 3/11（日）。 

６．会 計：会費の入金状況会員 186 名中 53 名入金 3 月 2 日現在  

７．同好会：パソコン同好会 6 月以降の日程未定生涯学習センター運営主体変更のため。  
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８．提案事項：鯱城会組織見直しにより拡大役員会、鯱城かわら版、広報誌等内容回数見直しについ

て了承、30 年度役員候補（案）総会タイムスケジュール（案）総会案内について了承  

９．その他：今後の課題 30 周年記念に向けて準備委員決定 27 期水野、山内 28 期宮下、出雲 29

期酒井、石谷 30 期金丸、北島  

 

平成 30 年 4 月 14 日（土）役員会議（新旧役員会議）  

 

１．代議員報告：5/23 第 1 回 33 期地域ミーティング、学園卒業式 3/22（木）実施、学園入学

式 4/10（火）入学者 541 名、再入学者 92 名：天白こじょう会員数 237 名、31 期生 10 名 

２．総 務：4 月 5 日（木）御幸山ブロック会 8 名参加、5 月 7 日（月）南天白ブロック会養老の

滝予定 5 月 11 日（金）原ブロック会予定  

３．行 事：5/25（金）天白公園バーベキュー大会、、6 月 22 日（金）犬山城下町の散策 

４．広 報：天白こじょう会だより 94 号発行予定 6/１５日（土）、原稿依頼 5 月 12 日締め切り。 

５．ボランティア：清掃活動 区内各公園、行事予定に従い予定どうり実施する。 

施設訪問、ほほえみ実績 3/13（2 名）3/17（5 名）3/24（2 名）3/27（4 名）予定 4/10、

4/21、4/24、4/28、新生会あしたの丘実績 3/20（4 名）予定 4/1.施設訪問以外 名古屋ウ

イメンズマラソンのボラ参加者 3/11（30 名）、こころの絆創膏 35（4 名）、平成 29 年度天白

こじょう会ボランティア活動延べ実績上半期 657 名下半期 710 名合計 1367 名  

６．会 計：30 年度会費納入状況会員 257 名中入金者数 225 名、総会参加数 7４名懇親会参加

者 67 名の予定 31 期生会員数 10 名懇親会参加者数 6 名の予定。  

７．その他：天白川緑道清掃等に係る事業報告は 3 月 14 日天白区役所地域力推進室へ度報告済  

 平成 30 年度天白区クリーンキャンペーン 6 月 2 日（土）、生涯学習センター祭り 9 月 29 日

（土）～30 日（日）、作品展第一回実行委員会 4/21、平成 30 年度天白区区民祭り 10/28（日）

各々予定  

８．提案事項：＊30 年度新役員・29 年度決算報告・30 年度予算各案について了承。  

９．その他 ：天白こじょう会創立 30 周年記念事業第一回準備委員会、平成 30 年度総会、懇親

会出席者一覧表、平成 30 年度総会懇親会スケジュールと担当者（案）について確認、退任役員慰

労会実施。 

 

平成 30 年 5 月 12 日(土）役員会議     

 

１．代議員報告 ：鯱城会会則改定を今後検討する。 ：鯱城会事業計画は前期と同様に進めるが、

必要に応じて見直す。 ：鯱城会の会費は今後返金する予定、グランドゴルフ、ホームページは今

後見直す ：33 期生対象（35 名）の第一回地域ミーティング 5/23 実施する。  

２．総務関係 ；30 年度総会 4/25(水）開催、参加者７６名、議案の通りすべて承認された、懇親 

会６４名参加、余興ではフラダンス、男性合唱団共に大変好評を得た。 ：質疑応答では印刷業者 

を取り換えて経費節減を図ることで品質劣化はないかと質問あり 93 号でテストしたが全面、カ 

ラー印刷、紙品質にも問題なくいい結果を得たと回答。 ：今後入会者が減少していくがその対策 
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はどうかと質問あり、本部鯱城会でも同様に問題を抱えている、今後重点課題として取り組んで 

いくと回答。   

３．行事関係 ：5/25（金）天白公園バーベキュー大会、5/12 現在 43 名他 3 名の申し込みあ 

り。6/22(金）犬山城、日本庭園遊楽園、城下町散策、5/12 現在 16 名申し込みあり。行事委員

は楽しい活動を通して健康づくり、仲間づくりを目指し、後輩の入会希望者を促す。  

４．広報関係 ：5/3 編集会議開催、広報委員担当割り振りを決めた。こじょうだより 5/12 締め

切り、5/26 校正完了予定。    

５．ボランテｲア ：平成 30 年度総会ボランテｲア活動計画の通り実施していく。   

６．会計関係 ：立替金につて、領収書に支払った者の名前を記入して会計に渡す。   

７．同好会 ：「絵手紙の会」会員募集        

８．提案事項 ：各ブロック長との打ち合わせについて、役員会に参加して頂き各地区とのコミュ 

 ニケーションを図る。 ：天白こじょう会の仕組み、活動内容を主に 31 期生対象に説明、共に参 

加を促したい。 

９．次回会議予定  

＊第一回地域ミーティング、３３期生（３５名）5/23、13：30～15：00、 

場 所；鯱城学園 9F4 号室にて実施。       

＊リーダー＆役員会 6/2（土）13：00～15：00、場所在宅サービスセンター（原）  

＊資料袋詰め 6/8(金）13：00～15：00 在宅サービス(原） 

＊拡大役員会 6/15（金）09：00～12：00、場所在宅サービスセンター4 研修室(原） 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
名古屋城 
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役 職 名 氏   名 期・学科 学    区 備     考

会     長 金丸正美 30　生活B 原 鯱城会代議員

副 会 長 馬場興樹 30　国際B 表山

〃 丹羽桂子 30　国際A 平針南

総務担当 水野勝隆 30　文化A 表山 リーダー

〃 北條道子 30　美術 表山

〃 伊藤初枝 31　生活B 野並

行事担当 杉山元浩 30　国際B 相生 リーダー

〃 高橋慶子 30　環境 植田

〃 上條　友 30　福祉 平針北

〃 横井清子 30　地域B 野並

〃 市川正信 31　地域A 平針

〃 高田智志子 31　文化A 原

〃 石川いく代 31　国際B 相生

広報担当 井熊 重義 30　健康A 野並 リーダー

〃 夏目 祝子 30　美術 植田南

〃 川島英良 31　陶芸 平針

〃 福永時継 31　地域A 平針

ボランティア担当 栗山憲夫 30　美術 大坪 リーダー

〃 宮前郁子 30　生活A 天白 （施設訪問担当）

〃 濱口美代子 30　美術 しまだ

〃 水本　進 30　国際A 平針北

〃 廣井孝彦 30　生活B しまだ

〃 有賀一子 31　環境 大坪

〃 菊谷守泰 31　美術 植田

〃 中村宏志 31　生活A しまだ

会計担当 近藤文枝 30　環境 植田 リーダー

〃 夏目多加子 31　生活B 天白

鯱城会幹事 北島和典 30　地域B 植田南 リーダー

会計監査 坂井慶喜 29　環境 植田北

〃 佐々山浩将 29　生活A 八事東

顧    問 黒木朝子 29　福祉Ｂ 八事東 生涯学習センターまつり

〃 城殿光博 29　福祉Ｂ 大坪 ボランティア

〃 小川司郎 29　地域A 原 行事

〃 宮前裕道 28　文化B 天白 広報

　　　平成30年度　天白こじょう会　役員名簿　　



10 

 

新役員紹介 

副会長を継続させて頂きます。              30 期 国際 A 丹羽 桂子  

今年度も引きつづき、副会長を務めをさせていただくことになりました丹羽桂子 

です。昨年は何もわからないまま 29 期のみなさんに就いての活動でしたが今年度 

は 30 期が中心となりますので緊張しています。年々会員の減少が気になる所です 

が、魅力ある取り組を積み重ねて、数多く経験してもらいながら、楽しく魅力ある 

こじょう会を目指したいと思っております。 

そのためには、まず私自身が皆様とのつながりを大切にしっかりと、こじょう会活動に取り組ん

でまいりたいと思います。会員の皆様には日頃からこじょう会活動にご理解・ご協力をいただきま

ことにありがとうございます。今年度も引き続きのご理解とご協力をお願いいたしまして挨拶とさ

せていただきます。 

 

副会長就任にあたって                     30 期 国際Ｂ 馬場 興樹 

天白こじょう会副会長を引き受けるに当たっては会員の皆様にご迷惑を掛けるかもし 

れないと思うと不安ばかりでなかなか決心がつかない中で、已む無く引き受けること 

となりました。 この 1 年間、先任者の仕事ぶりを拝見しながら、こじょう会との関わり 

を私のお役としてどうしたいのか、私なりの気持ちを整理してみました。 

第一には健康で楽しく過ごせること。第二は楽しい仲間と関わりをもつこと。第三はすこし大げさかも

しれないが地域への恩返しが何か少しでもできないか。欲を言えばきりがないが、天白こじょう会は会員

がそれぞれの能力経験体力に応じて活躍できる機会と場所を得て、楽しい仲間作りをすることが、会の目

指す所と思います。副会長のお役は先輩諸氏、役員、会員皆様が気持ちよく活動できるように裏方として

支えていくことが使命ではないかと思っています。 

会の運営に当たりましては会員皆様のご指導とご協力が何より重要ではないかと思います。 

宜しくお願いいたします。 

  

 

 

 
 

 

 

 

                  石川県白山（御前峰 2,702m） 
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「総務担当リーダーとしての抱負」                ３０期 文化 A 水野 勝隆 

総務リーダーを拝命した。昨年度は行事担当としては名ばかりで殆ど何もできない 

一年であった。前任の総務担当各位の活動を垣間見ることのない儘、何とかなるとの思 

いであった。引き継ぎ段階になって初めてこれは豪いポジションであることを認識する。 

直ぐに過去の資料等々を拝読し、改めてその範囲の広さに驚かされる。時間的制約が求 

められるもの、資料、情報等の整理、各部門、各ブロック長との連絡、調整と限りない。前任者の苦労が

偲ばれる。総務のスタッフは私を含め３名である。何事も最初が肝心と認識。継続と、見直しの取捨選択。

出来れば簡素で簡潔な資料の整理、コスト削減等の仕組み作りが出来たらと思う。言う程に簡単ではない

と思う。諸先輩からの助言、指導等を頂きながらリーダーとは名ばかりの私をサポートしてくれる仲間と

会員皆様と共に歩んでいきたい。 

 

行事担当リーダーになって                  ３０期 国際 B 杉山 元浩 

 今年度一年間、行事担当のリーダーを務めることになりました。経験も浅く手探り 

の状況にありますが、諸先輩方のアドバイスを得ながら、行事委員、皆で相談して、 

年間計画を立て、適時消化していきたいと考えています。 

行事の目的はやはり仲間づくり、健康づくり、楽しみづくりにあると思われます。 

参加された方々が、楽しい一時を過ごせたと、少しでも多く感じてもらえるよう、精一杯努力した

いと考えております。出来るだけ前広に、行事計画の内容や日程等について、天白こじょう会の皆

様にご案内を差し上げ、広く、多くの方のご参加をお待ちします。 

９月２９日（土）、３０日（日）の２日間に亘って、天白生涯学習センターまつりが開催され、 

「趣味の作品展」を開きます、後日、改めてお知らせとお願いをしますが有意義な作品展になるよ

う、広く、多くの方に作品を出展して頂くようお願いします。 

 一年間頑張りますので、よろしくご支援をお願いします。 

  

ボランティアリーダーになって                 ３０期 美術 栗山 憲夫 

  平成３０年度ボランティアを勤めさせていただきます３０期栗山です。 

天白こじょう会が行っている施設ボランティアは、地域密着型特別養護老 

人ホーム（ほほえみ）（公文を教える）（清掃する）、障害者支援施設あしたの丘で 

本の読み、聞かせをする、養護老人ホーム（寿荘）特別養護老人ホーム・誠和荘でお 

祭りの手伝いをする・・等あります。ほほえみでは 火曜日には認知症の進行を遅くするために、公文

の教材を利用し、小学校低学年に相当する読み、書き、計算を教えます。土曜日には居間、居室、トイ

レの清掃。早く終わったら皆で楽しく歌を歌います。 

あしたの丘では、市販本を１対１で読んで聞かせたり、話の相手になったりしています、寿荘では、

さつき祭り、夏祭りで屋台の手伝い、駐車場の車の誘導等行います。誠和荘でも屋台駐車場誘導等、約

１０名程で参加します。時間が有れば、終わった後で、茶会もします。 

楽しそうだな、自分もできるかな、と感じた方は、是非ご連絡下さい。難しい事は何もありません。 

月に１度でもよいです、一緒にやりましょう。 

  天白区内の公園清掃管理について、植田中央公園愛護会・戸笠公園愛護会・天白川緑道清掃・  
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天白公園大４愛護会・第三街路樹愛護会、各公園の清掃の日時は行事予定に記載されています、皆さん    

の協力をお願いします。 

 ＊随時募集中 

今後コスモスの花壇管理も６月頃からおこないます、楽しく自分の意思で参画し、日々を有意義に暮

しましょう、ほほえみ、あしたの丘は、一度来てください。お待ちしております。 

 

広報担当者のリーダーになって                ３０期 健康 A 井熊 重義 

昨年は、先輩の指示に従っておりましたが、今年はリーダーと成り、若干緊張もして 

いますが、広報担当、顧問の皆様の助けを借りりたいと思います。 

「こじょうだより」は会員の皆様の唯一の情報誌であり、内容の正確さは勿論、読む人 

の興味や楽しさがなくてはならないと考えます、しかし、一口に言っても中々難しい事 

で素人の私では何処まで出来るのか解りませんが、広報グループ全員で挑戦したいと思います。 

会員の皆様のご意見等踏まえながら活動していきますので、会員皆様の綺譚のない意見をお願いし

ます。広報担当５名でより良い広報誌作りに頑張ります、宜しくお願い申し上げます。 

 

新入会者紹介 

 

３0 年度新入会者名簿（３１期生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 自己紹介 

                        

                               ３１期 環境  有賀 一子 

学園生活の２年間が終り、鯱城会に入会しました。会合で早速何かの係を選ばなければ 

との事、ボランティアにしましたが、私に何が出来るのか先輩方の話を聞きながら楽しく 

参加したいと思います。宜しくお願い致します。 

 

番号 期 学区 学科 氏名

1 31 大坪 環境 有賀　一子

2 31 相生 国際Ｂ 石川　いく代

3 31 平針 地A 市川　正信

4 31 野並 生活B 伊藤　初枝

5 31 平針南 陶芸 川島　英良

6 31 植田 美術 菊谷　守泰

7 31 原 文A 高田　智志子

8 31 しまだ 生活A 中村　宏志

9 31 山根 生活B 夏目多加子

10 31 平針 地A 福永　時継
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３１期 国際 A 石川 いく代 

卒業して早一か月以上経ちますが、私いまだに学生気分が抜けきれないというか、時折 

もう少し学生で居たかった気分で過ごしています。二年間は実にハードでしたがすごく楽 

しくて有意義に過ごすことが出来ました。そこでの素晴らしい仲間との出会いと絆は私に 

元気と勇気をくれました。心から大切にしたいと思っています。 

そんな中、もっと楽しい事たくさんあるよ、と誘う先輩の巧みな話術に引き込まれるように天白こじょ

う会へ入会することになりました。卒業後は仕事も増え、クラス・クラブのＯＢ会活動も継続し、地域活

動も増えました。どれだけ活動できるかという不安はありますが、元気な諸先輩方と有意義な楽しい時間

を共有できることに感謝します。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

３１期 地域 A 市川 正信 

 都合により、地域ミーティングや説明会に出席することができず、天白こじょう会の活 

動についてはあまり知りませんでした。入会の動機も「卒業後も気楽に町歩きやサークル 

活動を楽しんだりできればいいな」との軽い気持ちでしたので、先日の総会で会の運営方 

法や皆さんが行事、ボランティア活動、ブロック会、サークル活動等、積極的に活躍して 

いることを知り、戸惑いと敬意を感じたところです。仕事との日程を調整しながらの参加になると思いま

すが、よろしくお願い致します。 

 

３１期 生活 B 伊藤 初枝 

アフリカの環境の母ワンガリ・マータイ博士は「私は私のできることをする」と言 

われ、最初に７本の木から植え始め、やがて５千万本を超える植樹を成し遂げました。 

私は、大きなことはできませんが、自分ができることをコツコツとさせていただきま 

すので、よろしくお願いします。 

 

３１期 陶芸  川島 英良 

 学園での地域ミーティングのお話を聞き、同じ地域内に住む同氏が集まってボランテ 

ィア活動をし、お互いにコミュニケーションをはかり、仲間作りをしていることを知り、 

私もその仲間にはいりたいと思い天白こじょう会に入会しました。 

 広報担当をすることになりましたが、シルバーカレッジ・クラブ OB 活動の日程を調 

整しながら活動したいと思っています。どうぞ宜敷お願いします。 

 

３１期 文化 A 髙田 智志子 

楽しかった高年大学もあっという間に終り、次は同じ学園を卒業された地域の方々が 

いらっしゃる「天白こじょう会」に入ろうと思っていました。在学中に頂いた「天白こ 

じょう会だより」を読みいろいろな情報や集いの記事から“たのしそうだな”と感じた 

からです。ボランティア・同好会・サークル活動等が活発に行われている様子に同年代 

のパワーを感じました。また、皆さんと同じ地域に住んでいるという親近感も沸き、これからは地域の皆

さんの輪に入れていただき、色々な行事に参加したいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 
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３１期 生活 A 中村 宏志 

二年間の鯱城学園生活で学んだ事は何事にも関心を抱き、心身ともに健康で過ごし、 

充実した余生を過ごすべく努力することの大切さでした。その為には何はとも自身の健 

康を保つことが基本と考え、どこへ行くにも歩くことに努める、スポーツセンターに通 

い水泳、水中ウォーキング活動を継続する事、又好きな旅行にも時間を見つけて計画す 

る事等を考えています。 

次に心及び頭脳の健康維持に関しては学園生活を通じ色々な経験を持った人との交流により刺激を受

け続ける事と考えました。その為クラス、クラブのＯＢ会に参加することを早々と決め、更にＪＩＣＡ研

修生との交流を深める活動にも参加する事にしました。その後先輩からの天白鯱城会加入へのお誘いを

受け参加を決意。ボランティアという新たな事に挑戦するつもりです。活動が錯綜する中スケジュール管

理により極力参加するつもりです。よろしくお願い致します。 

 

３１期 生活 B 夏目 多加子 

鯱城学園を卒業して間もなく 2 カ月が過ぎようとしています、今回、天白こじょう会 

の会計をさせていただくことになりました。未熟ではございますが、皆様にご迷惑をか 

けないよう頑張りますのでよろしくお願い致します。 

 南区から天白に移り住みまして 30 年余り。ご近所のお付き合いも少なく今回の入会 

を機会に視野を広めたいと思いとても楽しみにしています。クラス、クラブの OB 会との日程の調整を

図りながら皆様と交流を深めさせていただきたいと思っております、どうかよろしくお願い致します。 

 

３１期 地域 A 福永 時継 

学園生活の２年間はあっという間でした。これからは、クラスや倶楽部の OB 会に加 

えて天白こじょう会、また私的なシニア勉強会（雑談の会）もあり、今まで以上に忙し 

い毎日になりそうです。広報を担当しますが、この新入会員紹介欄の原稿依頼（集め） 

が初仕事です。 

天白に来て１５年ですが、まだ知らないことがいっぱいです。会の活動を通して皆さんとの交流を深

め、地元をもっと知ることができればと思っています。よろしくお願い致します。 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

アセビ（馬酔木）               福寿草 

      花言葉「純粋な心」            「幸福と長寿」   
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                    行事関係 

 

＜ｄｅｌａふぁーむ・枝垂れ梅まつり＞            ３０期 環境 高橋 慶子 

 記録的積雪のニュース、爆弾低気圧の襲来など、気がめいるような早春の幕開け、 

梅は咲いたか～桜はまだかいな～江戸の端唄にもあるように春が待ちどうしい心境 

でした、３月中旬、あわただしい春の訪れです。 

「名古屋市農場センター(愛称：dela ふぁーむ）しだれ梅まつり」に参加しました。 

３月１４日大先輩の方、３１期新入会員の方を含め３０名。 快晴 気温２１度 降水量０ 風

なし、花粉情報は非常に多し！ ！ これ以上は望めないほどの好日となりました。 

＊緋の司垂枝（ヒノツカサシダレ）＊白滝垂枝（シラタキシダレ）など７００本の紅白の梅、

ため息が出るほどの満開の姿を見せてくれました。しだれ梅の花言葉は高潔、忠実、忍耐 中国

原産で奈良時代に入ってきたそうです。青空市、出店、大道芸にぎやかな祭り風景の中に高齢化

社会の一面もふと感じる春のー日でした。                         

「しだれ梅の傘に入りて ひとりかな」（俳句雑誌遠嶺より） 
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ブロック会関係 

南天白ブロック                       ２８期 健康 小栗 奈津子 

大型連休明けの５月７日（火）１７：００より「養老乃瀧」野並店にて今年度最初のブ 

ロック会が、新入会員の３１期伊藤初枝さんをお迎えし１９名の参加で開催されました。 

井熊ブロック長より、鯱城学園と天白こじょう会の現況と展望などのお話があり、そ 

の後は食べながら、飲ながら一人 

                        3 分迄の自己紹介を兼ねた近況報告となりま

したが、タイムオーバー続出でした。皆さんと

ても若々しく元気な方ばかりで和やかな楽し

い会でした。 

最後は皆で輪になり「高校 3 年生」を合唱 

                        しお開きとなりました。皆さんからたくさん

のパワーをいただけて感謝です。  

 

                    

 

 

 

 

 

 植田ブロック                           ３０期 環境 近藤 文枝 

2 月 10 日(土)１６：３０より『天狗』原店にて 29 年度の植田ブロック会を開催 

しました。この日は、15 時から、天白在宅サービスセンターにて「薬」の講演会が 

開催され講演会終了後の植田ブロック会でしたが、13 名(欠席者 2 名)の食事会にな 

りました。最初に自己紹介で氏名・期・学 

科等お話しながら、楽しい食事のひと時を 

過ごす事が出来ました。「終わり良ければ総て良し」の言 

葉がある様に、年を取ることも時間が少しゆっくりと動 

いて、いいのかもしれませんね。次回も全員の方が元気

で参加できるのを楽しみにしています。 
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第 14 回原ブロック懇親会                    27 期 地域 水野 正弘 

 原ブロック会を 5 月 11 日（金）11 時から原 5 丁目の「わか松」にて開催しま 

した。出席者は 14 名の会員中 9 名でしたが、天白こじょう会の会長になられた、 

金丸正美さんもメンバーとして参加して頂き、楽しい時間を持つことができました。 

会長の挨拶に始まり、金丸さんから天白こじょう会の状況を聞き、また、それぞれ 

の近況報告で一喜一憂しました。 

今回は特別に加藤真砂美（22 期文化 A）さんが、自らボランティアガイドをしておられる「名古

屋城の本丸御殿」のその歴史と美術的価値について、立派なパンフレットを基にして話をして頂き

ました。懇談の場でも名古屋城の話の輪が広がりました。食事をしながら、楽しく勉強ができて 

お腹も、頭も？一杯になりました。 

 次回は 30 年 11 月 16 日（金）11 時に同じ「わか松」で開催を予定し、健康で再会を誓いなが

ら散会しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア関係 

「戸笠公園愛護会」清掃ボランティアの概要 

                      戸笠公園世話人 ２４期 生活 B 八木 勝男                                               

公園愛護会とは名古屋市と公園周辺の地域住民の皆さんと協力して、公園をきれ 

いに保ち、安全で楽しく市民が利用できるように活動しています。 

戸笠のメンバーの構成は 11 期から 30 期迄 23 名です。月 1 回（第 3 土曜）楽しい 

                           会話を交えながら公園の清 

掃をしています。 

公園の概要ですが、所在地は天白区 

久方、創立は平成 12 年 5 月で本年で

18 年目となります。先達者の支援・協

力のもとで、継続していることは大き

な財産です。ちなみに戸笠の清掃面積

は 3.5ｈです（約 1 万坪）参加者を募

集しています。是非この機会にふるっ

て加入されることを希望します。 
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28 期 環境 石本 佳之 

平成３０年３月１０日 スタート時 快晴 気温 8 度 ほぼ無風。参加選手 

40,000 人、ボランティア 9.500 人（うち天白こじょう会 30 人・担当 妙音道での 

沿道警備、ナゴヤドームから 10 ㎞地点） 絶好のマラソン日和の中、午前 9 時過ぎ 

準備完了。沿道の観客と談笑しながら、選手の到着を待つ。先頭集団約２０名が 9 時 

40 分ごろ声援を受け、あっと言う間に通過。その後続々と。色とりどりの服装をしたランナーが、

約 1 時間後には道路一杯に。観客に手を振る人、談笑しながら走る人、歩く人。ボランティア

募集のキャッチフレーズ「この日、あなたの笑顔に会いたい！」の雰囲気が良く出ていた。

11 時 45 分、40,000 人のすさまじい数のランナーが駆け抜け、任務を終了した。 

 その後、新瑞橋にて会食。これも楽しいひと時であった。関根花観さんが初マラソン歴代

4 位の好記録でゴールしたとの報道。東京オリンピックに向けて頑張れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同好会・サークル関係 

 

 ＜今回はアウトドアの遂行状況の報告を致します＞   26 期 国際 斉藤昌和 

年２回、５月と１０月に天白公園にてアウトドアの大会を開催しております。参加 

者は約３０名～４０名です。買出しは前日の９時に参加人員に合わせて、野菜、米、 

酒、ビール、焼き鳥、漬物、ソーメン等、車２台で５ケ所程の店に回ります。 

 天候が一番問題で、天気予報が頼りです、雨の予報が 60％の場は雨の確立が高く 

前々日の朝 9 時に結論を出し、中止の場合は参加者全員に前日電話連絡をしております。 

 実施の場合は ご飯やおでん、味噌汁等の仕込みは前日に致します。ご協力していただける女性

２名の方（20 期 西さん、23 期 渡邊さん）です。買付けは前会長の（18 期奥野さん、元会長

の 19 期 今井さん）と行事の方にも参加をして頂き、又当日は現地には９時に集合して、場所の

確保や炭に火とつけ焼き物や煮物の準備をしまして、11 時の開店できるように準備致します。 

道具一式は私の自宅に保管をしており、前々日までに道具のチェックをする必要があり、炭や

皿、箸,ゴミ袋等の不足分は前日に購入します。会員の皆様が快適にバーべキューが楽しめるように

マラソン・フェスティバルなごや・愛知 2018 

ボランティア活動に参加して 
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心がけております。 

他の鯱城会にはない同好会です、お酒の弱い方も十分に食事に堪能して頂いております。会費は

1000 円相当です、当日集金します、（事前の申込必要）この機会に先輩たちのお話を聞く事が出

来るのも楽しみの一つです。初めて参加の方も料理のおいしさと量にびっくりされます。新入会の

方も是非参加を全員で洗いもの、清掃、ゴミの処理をして１３時には解散、 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラオケ同好会～～ 新しい風が ～～               26 期 国際 斉藤昌和 

カラオケ同好会の発足は平成 21 年１１月 16 日で今年で９年近くになりますが 

会長を 22 期の中島克人さんより引き受け３年目を迎えました。平成２９年度の活 

動方針として下記のように決めました。 

①  会のモットは「仲良く楽しく」 

②  参加資格：誰でも参加できる。天白こじょう会会員以外の方や他区の方も可 

③  会費を平成２９年４月より 200 円から４００円に改定 

④  会費の一部を平成３１年の創立１０周年記念行事の為積み立ての為 

⑤  参加者１０名以上の場合は２部屋確保する。 

⑥  毎月第１月曜日２時から４時まで天白警察書の向かい「ジャパンレンタカー」において開催

しています。（一度顔を出してみませんか！楽しいですよ） 

＊ 声を出すと、空気が通ると声帯筋が刺激され反応して振動して声になります、 つまり声

を出す度に喉周辺の筋肉を刺激し強化する事は、貢献していること につながっています。 

  また歌詞を理解し、曲に合わせて雰囲気を譲し出し思いきって歌うことは 脳の活性化にもつ

ながっています。（天白・加藤美千代氏） 
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リズム体操の抱負・・・（超高齢化時代に備えて体力作り）    ２６期 国際 斉藤昌和 

 リズム体操の会長に就任致しまして３年目になりました。リズム体操同好会は１０ 

ある同好会のうち創立が一番古くまた会員も９期生から３０期生まで約４０名あり、 

女性の方が３４名です。女性の会員が頑張っている同好会です。 

創立は平成１７年３月１日です。会員のうち９期生の方が一番古い方です。日々 

の健康維持の為に睡眠と栄養・休息のほか運動をされておられる結果であると感心致しておりま

す。体力は年と共に衰えていきます。これを防ぐには日頃から体を動かすことが必要とされてお

ります。リズム体操は無理のない体操ですので年齢を重ねましても出来る体操です。運動

不足の方には最適な同好会ですので、いつまでも健康で高齢化社会に向かってリズム体操

で頑張っていきましょう。 

・・年若き方もぜひご参加して先輩方の生き方を学んで下さい・・ 

４月２日（月）に木曽路・八事店にて総会を開催致しました。会員３０名参加しまし

た。総会のあと懇親会をいたしまして和やかな雰囲気のもと終了いたしました、私は最近

足腰の衰えを感じておりますので、エレベーターを使用せず階段を利用することにしてお

ります。 

 

行事予定表（１８／６～１８／１１）  
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絵手紙の会に参加して                      ２２期 陶芸 恒川早苗 

 私は絵手紙教室に通いだして２年になります。絵は描けない下手くそ 俳句  

短歌 経験なし 言葉表現貧弱 何一つとして素質なし ハードルの高さを意識 

しながらも 月一度だけ 入会金なし 月謝５００円と負担の少なさに引かれて 

参加する事にしました、新天地を知った快感で楽しんでいます。 

絵手紙を代表する標語に〝ヘタでいい、ヘタがいい“という言葉が有ります。幼子のようなヨタヨ

タした線 はみ出した線に色をさし 墨の力を借りて言葉を添える、それでもう立派な作品になる

のに驚きです。世界一つの作品だと思い心浮きたちます。いつでも始められる 誰でも描ける 私

の実体験から皆様にお薦め出来ます墨世界を楽しんで今年の年賀状は絵手紙で まごころ を届け

てみてはいかがでしょう。 

自由投稿 

児童たちとの「ふれあい」                      28 期 地域 西尾 克己 

昨年 10 月、大坪小学校４年２クラス 62 名の元気な児童達とふれあった。車いす 

の体験と講師の講話を通して、障がい者を思いやる心を育む福祉授業である。1 クラ 

ス 31 名を二回、各１時間 40 分の授業だ。障がいをもつ講師 1 名と私達ボランティ 

アのメンバーが５名。児童達は車いすの取扱い方法を聞いた後、私達が付添い３人一 

組で指定コースへ。最初は不安顔も直ぐに慣れ、あれこれ喋りながら楽しそうに体験した。皆の笑顔

がとても嬉しい。講師の話に真剣に耳を傾けたり、私達も児童と会話を交わすなど、子ども達から元

気をいっぱいもらっています。 

皆さんも車いすのボランティアを通して、子ども達との「ふれあい」を楽しんでみませんか、楽し

いですよ。夏休みに「車いす講座」を計画しております。まずは気楽に参加されてはいかがですか。 

と き  平成 30 年８月７日（火）８日（水）の２日間  午前 10 時～12 時 

ところ  天白区在宅サービスセンター研修室（原ターミナルビル３階） 

申込み先 天白区社会福祉協議会 809－5550 担当者 磯 村 

申込み日 ７月２日から受付開始（先着 20 名で受講料は 200 円） 

旅のエッセイ【Ⅰ】 

鉄道でニッポン再発見 （各駅停車・ローカル・SL・寝台特急列車）  26 期 国際 斉藤昌和 

鉄道の旅に興味を抱く様になったのは偶然の事、平成９年頃に東京出帳帰りに何と 

なく東海道本線の各駅停車で帰ってみたくなり、上野で一泊して朝 7 時発名古屋行き 

の列車の乗った、乗り替え駅は熱海と浜松の 

２駅で相模湾のロ ケーションが素晴らしく、 

車内での駅弁や向かえの席の乗客との会話が楽しく７時間 

もかかったが、本も十分読むことが出来て時には長い時間

をかけての旅も一つの旅だ と考えるようになり、それ以

来ゆっくりと時間をかけて旅するようになった。（注）（今

日まで JR 線の７割を乗車。） 

 

  花巻駅（銀河号 C58） 
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行 事 予 定 表（６月～１１月） 

 

６月 7月 8月 9月 10月 11月

２（土） 6（金）３（金）７（金）５（金） ２（金） 10:00～12:00
生涯学習

センター

15(金） ９（金）
9:00～12:00 原・社協

水野勝隆
836-4775

北島和典
838-9765

15(金）
発行

9（金）
発行

井熊重義
895-5836

植田中央

公園愛護会
 9:00～10:00 植田中央公園

坂井慶喜
２１７－３８１６

戸笠公園

愛護会
 9:00～10:00 戸笠公園

八木勝男
９７７－６２４３

天白川緑道

清掃
 9:00～10:00

植田公園

天白区役所

豊田 悦造
803-2723

天白公園

第4愛護会
 9:00～10:00 天白公園

水野正弘
80５-４７９６

第三街路樹

愛護会
 9:00～10:00 植田公園

小山良太
805-0250

20（水） 19（木）　22（水）20（木） 17（水） 15（木） 14:00～15:30 あしたの丘

未定 寿荘、誠和荘

火13:30～15:00

土10:30～12:00
特養ほほえみ

 9:00～12:00 植田中央公園

 9:00～12:00 天白公園  

リズム体操

クラブ
10:00～11:30

平針新公民

館

斉藤 昌和
802-0239

カラオケ

同好会
14:00～16:00

ジャパンレ

ン

タ-カ-天白

斉藤 昌和
802－0239

天天会

(食事会)
16:00～18:00

和食ﾚｽﾄﾗﾝ天

狗

長谷川聡
子   803
－7757

アウトドア会 11:00～13:00
天白公園

ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場

斉藤 昌和
802－0239

史跡散策
佐治　學
831-0742

1組10：00～11：30

２組12：45～14：15

経験無14：30～16:00

絵手紙の会 13:30～16:00
社協３階ボラ

ンティア室

古橋富美代

831-9234

囲碁同好会 13:00～16:30 原コミセン
小南　勝

804-7150

健康ウォーク 27（水） 25（水） 22（水） 25（水） 24（水） 28(水）  9:30～12:00頃
地下鉄原駅

集合

水野 正弘

805-4796

 拡大委員会

金丸正美
848-0160

ブロック連絡会

鯱  城  会 

広 　　 報
こじょう会だより

杉山元治
891-9362行　　　事

2２

（金）
犬山城下

町の散策

名古屋港

見学

中部国際

空港セン

トレア見

学

栗拾い・

作品展

アウトド

ア大会

リーダー、役員会

行　事
実　施　予　定　日　

時  間 場  所
担 当 者
電話番号

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

毎月第1,３土曜日　（雨天の場合翌日）

毎月第３土曜日　（雨天の場合翌日）

毎月第2金曜日　（雨天の場合翌週）

毎月第４土曜日　（雨天の場合翌日）

毎月第3日曜日　（雨天の場合翌日）

施設訪問

毎月第2、第4火曜日
毎月第3、第4土曜日

栗山憲夫
781-3082

寿荘、誠和荘共に夏まつりお手伝い

斎藤 正喜
801-9689

毎週金曜日

毎月第1月曜日

生涯学習セン

ター
鈴木 泰治
805-4733

毎週月曜日（祝日や講師の都合で変更する場合有）

随時（行事と合同企画あり）

毎月第3水曜日

毎月20日

4.11.18 2.9.16 6.13.20 5.12.19

同
好
会
・
サ
ー

ク
ル

グラウンド

ゴルフ

毎週木曜日

毎月第3水曜日

パソコン

研究会
9.10.17 1.8.15
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責任者担当紹介                  列車の今昔（提供 斉藤昌和） 

発行責任者 会 長 金丸正美 

広報顧問      宮前裕道 

          菊池一雄 

広報委員 リーダー 井熊重義 

夏目祝子 

川島英良 

福永時継 

編集後記 

「天白こじょうだより」作成に当たり、多数の     

方のご協力ありがとうございました。 

 しかしながら、今後の課題として、会員皆様の 

機関誌でありながら原稿の集まりが良くない。 

要因は我々広報委員の対応等の問題もあると思う 

が、広報誌の内容にもあるのではないか？ 

 いずれにしても今回、初めての経験であり、今 

後、広報委員グループで検討しながら努力して行 

きたい。 

大井川鐵道（千頭駅）C11 型 227 号 

 

上越新幹線（東京駅）E４系 
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野並店  名古屋市天白区野並 2-22 

桜通線 野並駅 徒歩 5 分   電話番号 052-895-8451 

営業時間 昼ランチ 11:00～13:30 夜 17:00～23:00 


