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●令和４年度事業計画

＜総務グループ＞ 

７月  9日 （土） 拡大役員会　／　天白こじょう会だより 105 号 発行　300 部　

11月 19日 （土） 拡大役員会　／　天白こじょう会だより 106 号 発行　300 部　

３月 11日 （土） 拡大役員会　／　天白こじょう会だより 107 号 発行　300 部　　

４月～３月 鯱城会ホームページ更新

＜愛護会 ・ 緑道清掃＞

公園清掃　植田中央公園特定愛護会

毎月 第１、第３土曜日　９時から約１時間（雨天翌日）

公園清掃　戸笠公園愛護会　

毎月 第３土曜日　9時から約１時間（雨天翌日）

公園清掃　天白公園第４愛護会　

毎月 第４土曜日　９時から約１時間（雨天翌日）

県道名古屋岡崎線　第三街路樹愛護会

毎月 第３土曜日　９時から約１時間（雨天翌週土曜日）8月・1月は休み

天白川緑道清掃　天白区役所北側の天白川河川敷付近

毎月 第２金曜日　９時から約１時間（雨天翌週）8月・1月は休み　

※ 鯱城会関連行事

９月 こころの絆創膏キャンペーン

10月 　1日 （土） 鶴舞公園清掃大作戦　　予備費は 8日（土）

18日 （火） 公開講演会  　　鯱城ホールにて　

26日 （水） グラウンドゴルフ交歓会　　庄内緑地公園にて

11月 17日 （木） 16区フェスティバル　　東スポーツセンターにて

　5日 （土） 堀川清掃キャンペーン　　予備費は12日（土）

令和５年 ３月 こころの絆創膏キャンペーン

  9日 （水） OB文化祭　鯱城ホールにて　練習日は2月28日（火）、３月2日（木）

12日 （日） 名古屋ウイメンズマラソン2023

鯱城かわら版は年3回、7月、12月、3月に発行される予定です。

　昨年に続きコロナ禍は非常に厳しい状態です。 今年に入っても不安定な状況が続
き、４度目のワクチン接種の可能性も出てきています。 引き続き、皆さんの健康維持
を最優先し、企画・運営していきたいと思います。
　行事・ボランティア・同好会活動等が、一年間を通して企画通りに実施される事を
願っています。新会員の確保、会員のこじょう会活動への参加増、同好会の活性化等
をテーマに進めて行きたいと思いますが、そのためには会員の皆さんからの情報やご
協力が大事と考えます。
　今年度は、その為にブロック会・愛護会・同好会の会長に顧問としてのご参加をお
願い致しました。皆さんと一緒に、この一年を明るく、楽しい天白こじょう会に致し
ましょう。

（未定）

４月～３月

（未定）

毎月２回

毎月１回

毎月１回

毎月１回

毎月１回
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＜ボランティア・行事グループ＞

月 日 曜 内容 日 曜 内容 日 曜 内容

 定期訪問自粛。
20 (水)  総会

 5月以降の訪問・お手伝いに

 ついて、施設と打合せる。

 ほほえみ　（定期）

 あしたの丘（定期）

12 (木)  寿荘／さつき祭り

 ほほえみ　（定期） 4 (土) クリーンウオーキング 15 (水) 地域散策･･･植田三山界隈

 あしたの丘（定期）
天白

  ＊健康ウオーク同好会共催

12 (日) わんぱく相撲お手伝い   ＊地域ミーティング34期生体験参加

 ほほえみ　（定期） 12 (火) 大高地区史跡散策

 あしたの丘（定期）

 ほほえみ　（定期）

 あしたの丘（定期）

23 (火)  寿荘／夏祭り

 ほほえみ／夏祭り

 ほほえみ　（定期） ※こころの絆創膏 24(土) 趣味の作品展

 あしたの丘（定期） ～25(日)   ＊センターまつり共催

 あしたの丘／秋祭り

 ほほえみ　（定期） 1 (土) ※鶴舞公園クリーン 26 (水) ※グラウンドゴルフ交歓会

 あしたの丘（定期）
キャンペーン

18 (火) ※公開講演会

（未定） 天白区民祭り 南山大学人類博物館・香積院等の見学

 ほほえみ　（定期） 5 (土) ※堀川清掃大作戦 17 (木) ※16区フェスティバル

 あしたの丘（定期） バス旅行

 ほほえみ　（定期） クルーズ名古屋（中川運河遊覧）

 あしたの丘（定期）

 ほほえみ　（定期） 針名神社初詣・新年会

 あしたの丘（定期）

 ほほえみ　（定期） 学習会･･･詐欺対策講和

 あしたの丘（定期）

 ほほえみ　（定期） ※こころの絆創膏 地域散策･･･

 あしたの丘（定期） 12 (日) ※ウイメンズマラソン     平針界隈散策としだれ梅まつり

※は鯱城会関連行事

4

6

7

8

9

5

10

11

12

1

１回

１回

４回

１回

４回 （未定）

１回

2

3
(未定）

（未定）

１回

４回 （未定）

（未定）

４回

１回 （未定）

４回 （未定）

（未定）

１回

（未定）

４回

４回

１回

（未定）

４回

１回

ボランティア部会 行事部会

施設行事 屋外行事

４回

１回

４回

１回

４回



 3 / 3 

 

 

9：00～12：00 植田中央公園

9：00～12：00 植田中央公園

9：00～12：00 野並多目的広場

10：00～11：30

カラオケ同好会 14：00～16：00 ジャパンレンタカー天白

天天会 16：00～18：00 和風レストラン天狗

アウトドア会 天白公園デイキャンプ場

史跡散策

 毎回月曜日 

原在宅サービスセンター

（会場・日程変更に注意）

囲碁同好会 13：00～16：30 原コミセン

健康ウォーク   9：30～12：00 原駅集合 （１月は第４水曜日）

麻雀同好会 13：00～17：00 八事東コミセン

 毎週金曜日

リズム体操クラブ

パソコン研究会 天白生涯学習センター

絵手紙の会 毎月第３水曜日 　 13：30～

 （今年度は未定です）
同
好
会

＜同好会活動＞

開催日時、会場等

（不定期開催です）

 毎週木曜日

 毎週火・金曜日

 毎月20日

 毎月第１月曜日

毎月第3水曜日

毎月第１水曜日

　1組13：15～　  2組14：50～　

平針新公民館

グラウンドゴルフ

毎月第１木曜日

 毎月第１,２,４の月曜日  


