
２０２２年度（令和４） 東鯱城会 活動計画   ２０２２年４月８現在 
 

月 日・曜日 行 事 名 場 所 出席者 担 当 

４ ８（金） 令和４年度 定期総会 木曽路瓦町店 会員希望者 総務 

 １８（月） 第２回 ボッチャの会 高岳げんき館１階 会員希望者 寺園 

 ２８（木） 第２回 うたごえ・サロン（Ⅱ） ビックエコー錦通り店 会員希望者 山田 

５ ２３（月） 第３回 ボッチャの会 高岳げんき館１階 会員希望者 寺園 

６ １３～１７ 第２回地域ミーティング（対象３４期生） 検討中 役員・関係者 総務 

未定 第１回見学会・宗次ホールランチコンサート 宗次ホール 会員希望者 行事 

７ 未定 第７４号 「東鯱城会たより」 封入・配布 高岳げんき館 1階 役員・関係者 広報 

９ ２３～２５ 第１８回 「ふれあい作品展」 名古屋市市政資料館 役員・関係者 作品展 

未定 こころの絆創膏配布 地下鉄駅周辺 会員希望者 社会奉仕 

１０ １（土） 鶴舞公園クリーンキャンペーン （予備日８日） 鶴舞公園 会員希望者 社会奉仕 

１８（火） 公開講演会 鯱城学園 ５階ホール 会員希望者 特任 

２６（水） グラウンド・ゴルフ交歓会 庄内緑地公園 会員希望者 特任 

未定 東区区民まつり ボランティア 建中寺 会員希望者 社会奉仕 

１１ 5（土） 堀川清掃大作戦 （予備日 1２日） 堀川区域の街路 会員希望者 社会奉仕 

１６・１８ 第 1回地域ミーティング（対象３７期生） 鯱城学園（各クラス） 役員・関係者 総務 

１７（木） 16区 フェスティバル 東スポーツセンター 会員希望者 特任 

未定 第２回見学会 熱田神宮 会員希望者 行事 

１２ 未定 第７５号 「東鯱城会たより」 封入・配布 高岳げんき館 1階 役員・関係者 広報 

１ ２７（金） 区会説明会 （対象３４期生） 各会場 （8階鯱城室） 役員・関係者 総務 

２ １５・１７ 鯱城会入会申込日 （対象３４期生） 鯱城学園（各クラス）７階 役員・関係者 総務 

未定 第３回見学会 瀬戸倉見学 瀬戸倉 会員希望者 行事 

３ ９（木） OB文化祭 鯱城学園 5階ホール 会員希望者 特任 

１２（日） 名古屋ウイメンズマラソン ボランティア 東区域内 会員希望者 社会奉仕 

未定 こころの絆創膏配布 地下鉄駅周辺 会員希望者 社会奉仕 

通年 随時 ホームページ掲載 （東鯱城会） 鯱城会ホームページ ＨＰ担当者 ＨＰ委員 

毎月 第２（金） 準備会 高岳げんき館１階研修室 役員・委員 総務 

第３（土） 全体会 高岳げんき館１階研修室 役員・会員 総務 

毎月 第１・３ （火）なごやかハウス出来町・清掃ボランティア なごやかハウス出来町 会員担当者 社会奉仕 

第２・４ （水）なごやかハウス出来町・清掃ボランティア なごやかハウス出来町 会員担当者 社会奉仕 

第２・４ （火）なごやかハウス出来町・喫茶ボランティア なごやかハウス出来町 会員担当者 社会奉仕 

未定 夏祭り等のお手伝い なごやかハウス出来町 会員担当者 社会奉仕 

毎月 第４（金） クリーンパトーナー ボランティア 明和高校～徳川園 会員希望者 社会奉仕 

未定  赤い羽根共同募金 ボランティア 街頭募金活動 会員希望者 社会奉仕 

 福祉基金街頭募金 ボランティア 栄町周辺 会員希望者 社会奉仕 

毎月 月 1回 うたごえ・サロン（Ⅱ） ビックエコー錦通り店 会員希望者 山田 

月 1回 ボッチャの会 高岳げんき館１階研修室 会員希望者 寺園 

不
定
期 

未定 歩こう会    寺園 

未定 食べ歩き会   島宗 

未定 東風の会   志村 

 



担 当

令和4年度定期総会 4月 8日 （金） 木曽路瓦町店 総　務

第1回　見学会 6月　　予定 宗次ホール　ランチコンサート 行　事

第2回　見学会 11月　予定 熱田神宮 行　事

第3回　見学会 令和５年　2月　予定 瀬戸蔵見学 行　事

ふれあい作品展 9月2３日（金）～２５日（日） 会員の作品発表（市政資料館） 作品展

3４期生歓送迎懇親会 中　止 新入会員歓迎会 総　務

なごやかハウス出来町 第1・3（火） ：第2・4（水） 清掃サービス 社会奉仕

〃 第2・4（火） 喫茶サービス 社会奉仕

〃 未定 夏祭り等のお手伝い 社会奉仕

社会奉仕

クリーンキャンペーン 10月1日（土） 鶴舞公園の一斉清掃予備日　8日 社会奉仕

堀川清掃大作戦 11月5日（土） 堀川区域の街路清掃予備日　12日 社会奉仕

赤い羽根共同募金 未定 街頭募金活動 社会奉仕

東区区民まつり 10月頃 区民まつり手伝い（建中寺） 社会奉仕

こころの絆創膏配布 9月、3月頃 地下鉄駅周辺 社会奉仕

福祉基金街頭募金 未定 栄周辺 社会奉仕

ウイメンズマラソン 令和5年　3月12  日（日） 東区域内 社会奉仕

第34期生　第２回地域Ⅿ 6月13(月）～17日（金） なごやかハウス出来町（検討中） 総　務

第37期生　第１回地域Ⅿ 11月16日（水）・18日（金） 学園にて（各クラス） 総　務

第34期生　区会説明会 令和5年　1月2７日（金）ＡＭ 各会場　８階　鯱城室 総　務

第3４期生　鯱城会入会申込 令和５年２月1５日（水）1７日（金）学園にて（各クラス）7階会場 総　務

グラウンド・ゴルフ交歓会 10月26日（水） 庄内緑地公園 特　任

公開講演会 10月18日（火） 鯱城学園５階ホール 特　任

16区　フェスティバル 11月   17日（木） 東スポーツセンター 特　任

ＯＢ　文化祭 令和5年　3月９日（木） 鯱城学園５階ホール 特　任

広報誌発行 年2回　(7月、12月) 東鯱城会たより 広　報

鯱城会・東鯱城HP 通年 東鯱城会HP情報掲載 HP委員

準備会 原則　毎月第２（金） 高岳げんき館　１階研修室 総　務

全体会 原則　毎月第３（土） 高岳げんき館　１階研修室 総　務

歩こう会 不定期 寺　園

食べ歩き 不定期 島　宗

うたごえ・サロン（Ⅱ） 毎月1回 ビックエコー名古屋錦通り店 山　田

ボッチャの会 毎月1回 高岳福祉協議会　1階研修室 寺　園

東風の会 不定期 志　村
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2022年度（令和4）東鯱城会　事業計画
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2022年4月8日現在

毎月第4　（金） 明和高校～徳川園

実 施 期 日 内容及び開催場所等


