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親善グラウンド・ゴルフ大会  

日  時： 11 月 10 日 (木 ) 10 時～  

場  所：東近江市愛知川河川敷    
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今、雑感 ～震災、台風、わが母校レイ大～ 

                          支部長  増田 泰男 

 

◆人類の思い上がりを戒めるように、３月 11日の地震・津波、そのことが原因で起こった

原子力発電所の大事故・放射能汚染、長期の避難を余儀なくされている多くの人々、私達

だれもが予測していなかったことでした。これから長い時間をかけてきっと東北地方も復

活すると信じますが、その道のりにある困難な各種テーマは日本の総合力を発揮し、乗り

切っていかねばならないものばかりです。政治家も官僚も民間企業も一般市民も皆が力を

合わせねばならないということになります。しかし、現状の政治状況は協力しあうことが

ありません。（彼らは鋭意努力しているというでしょうが…。） 

◆３月 11日からほぼ半年後、台風 12 号が近畿地方、特に和歌山県、奈良県に大雨をもた

らし、多くの死者、行方不明者を出しています。 

震災、台風、テレビの画面を通して私達が知らされるその惨状は、地球に住む人類が生

き残るためにおこなった種々の作為が、結果として地球のトータルバランスを崩し平穏な

暮らしを奪いつつあると思わざるを得ません。 

謙虚に生きる、原点に戻って生きる。その様な言葉が氾濫していますが、自分の生き方、

自分たち家族の生き方をゆっくり、しっかり考え話し合うことが大切なことだと思います。 

◆さて、わが母校レイ大の現状に目を移すと、皆様もご存知のようにレイカディア大学 34

期生の募集状況が、9 月 9 日の最終締切り時点で、草津、米原両校ともに定員に満たない

状況でした。（草津校：定員 145 名／応募 124名、米原校：定員 70名／応募 39名） 

その要因はいろいろあるでしょう。30 年以上続いてきたレイ大が一昨年、突然、県の財

政難から休校という事態に見舞われ、ずっと続くと考えていた我々卒業生の多くを驚かせ、

存続のため力をあわせ多くの行動を起こしました。その結果、存続と決まりましたが、こ

の間の状況は関心を持つ人には広く知れ渡ったでしょうし、大幅な学費アップは入学しよ

うと思っていた人達に戸惑いと諦めをもたらしたでしょう。年金受給開始年齢が 65歳とな

り、60～65歳までは何らかの形で働く人が増え、その間に市民活動に目を向けて、65歳以

降のライフワークが固まった人も多くなったこともあるでしょう。又、レイカディア大学

の知名度が高くないことが問題の大きな部分

を占めるとも思えます。 

我々大津支部は、市民への発信活動を強化

し、いろいろな場でレイカディア大学の名前

を市民の方々に知ってもらうように努力中で

す。楽しみながらそのような活動の幅を広げ

ていきたいものです。 

◆32 期生が卒業され、大津市在住の 30 名中

22名の方が同窓会に入会されました。新しい

会員を暖かく迎え、共にレイカ大津の発展を

目指していきましょう。 
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[部会だより] 

健康部 

活動報告 

◆第１回グラウンド・ゴルフ大会 

日 時：６月 29日(木) 13:00～15:30 

場 所：坂本市民運動場 

参加者：19 名（レイカ大津 12名、一般 7名） 

比叡地域：平井和子、木元 晃、吉田伸二、増田泰男、門前重一 

          中央地域：古田常勝 

石山地域：今井茂美、横川トシ子、横川晴一 

瀬田地域：梅景 宏、仲川恵太郎、内田久代 

成 績：優勝：門前重一 準優勝：横川トシ子 3位：梅景 宏 

 

◆第１回ディスコン大会 

日 時：7 月 14日(木)13:00～15:30  

場 所：瀬田市民センター3F（瀬田地区シニアクラブとの交流大会） 

参加者：(レイカ大津：14 名、瀬田地区シニアクラブ 8 名)  

比叡地域：森下伊津子、門前重一 

中央地域：古田常勝 

     石山地域：谷 玲子、今井茂美、廣瀬芳子、横川トシ子、横川晴一 

瀬田地城：梅景 宏、藤井周三郎、内田久代、仲川恵太郎 

梅雨も明け猛暑の中、レイ力大津の活動に瀬田シニアクラブの皆さんの参加を得て、盛

大に楽しく交流をさせて頂きました。 

 

第１回グラウンド・ゴルフ大会 第１回ディスコン大会 
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 ◆第２回ディスコン大会 

日 時：8 月 24日 (水）13:00～15:30 

場 所：膳所市民センター 3F  

参加者：16 名(男 10名、女 6名)  

比叡地域：門前重一 

 中央地域：一井正信、小川陽一、山下克巳、古田常勝、水谷清次 

 石山地域：今井茂美、西村慶一、横川トシ子、田中久義、横川晴一 

谷 玲子 

    瀬田地域：斎藤治子、内田久代、千田素子、仲川恵太郎 

 

◆第２回グラウンド・ゴルフ大会 

日 時：９月 15日(木) 13:00～15:30 

場 所：帰帄島グラウンド・ゴルフ場 

参加者：27 名（レイカ大津 20名、一般 7名） 

比叡地域：平井和子、木元 晃、吉田伸二、増田泰男、花染 貢、岡田 融 

小林郁郎、他一般 6 名 

        中央地域：古田常勝 

石山地域：高田亮子、木村慶子、池村貞雄、今井茂美、田中久義、上田 豊 

谷 玲子、横川トシ子、横川晴一 

瀬田地域：梅景 宏、藤井周三郎、仲川恵太郎、他一般 1 名 

成 績：優勝：花染 貢、準優勝：仲川恵太郎、3位：西村すえ子（一般） 

 

今後の活動予定 

活動内容 実施日・場所 申込締切 会費 

第 3回ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ大会 

 

10月 18日(火) 13:00～16:00 

唐橋公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

10 月 11日 

 （火） 

500 円 

レイ大同窓会 30周年記念 

親善ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ大会 

11月 10日（木）10:00～ 

東近江市愛知川河川敷 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ場 

・参加者：各支部 20～21 名 

 （大津支部は各地域 5 名程度を募

集し、支部全体で調整） 

・会場までの足は各地域で調整。 

・当日は各自弁当等を持参。 

・道具は持参下さい。 

10 月 15日 

  （土） 

 

無料 

第３回ﾃﾞｨｽｺﾝ大会 12月実施予定（日時・場所未定）   

第４回ﾃﾞｨｽｺﾝ大会 ２月実施予定（日時・場所未定）   

第４回ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ大会 ３月実施予定（日時・場所未定）   

＊申込先 比叡地域：門前重一（525-1026） 中央地域：古田常勝 （524-7050） 

石山地域：今井茂美（537-6787） 瀬田地域：仲川恵太郎（545-2270） 
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文化部 

 

活動報告 

◆囲碁大会 

  平成 19 年 6月開催以来、毎年 2 回開催しています。 

本年 23 年 10 月 14日（金）に第 10回目を開催します。新入会員の

方で囲碁をされる方、新しく参加を希望される方はご連絡下さい。 

 連絡先：中野 清（Tel 090-3707-3748） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎回 12～28名が参加し熱戦を繰広げています（於：中老人福祉センター） 

 

◆陶芸体験講座                 

22 年 10 月に市民発信型講座としてスタートした当講座は、本年

10月７日(金)に第３回目を開催します。初回 14名、第２回 23名と

参加者も増え、一般の陶芸教室や講座と違い、多数のレイ大陶芸学

科卒業生が丁寧なお手伝いをする事で、アンケートの結果も好評で

す。市広報からの申込みも多く、今回も多くの参加希望者があり、

市民参加型催事として認知されてきた証と思っております。 

     熱心に作陶に取組む参加者（於:生涯学習ｾﾝﾀｰ３Ｆ美術工作室） 
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文化部のサークル紹介 

◆フォトウォーククラブ 

写真撮影とウォーキングを楽しみ、自

然と親しみ活動中です。本年度は４月に

山科疎水堤の「桜」撮影を皮切りに作品

発表会、５月には奈良方面、７月には夏

の立山を計画するも台風で９月に延期、

10月は志賀高原・乗鞍・上高地・白山ス

ーパー林道（２泊３日）11 月は嵐山・清

滝、３月には京都近辺と、充実した活動

を目指しています。又３～４月には例年

通り作品展も計画中です。 

連絡先：森田 定雄（Tel 578-1636） 

 

◆マジックサークル 

昨年夏から開始した「出前演技」は大津

市立老人福祉センター、デイケアサービス

センター７ケ所を中心に、月１回～３回、

会員の住域も考慮し２,３名が１組になっ

て活動しています。 

最近は大津市の児童館からも依頼が来

るようになってきました。勿論、自治会行

事や、同窓会、等々で会員はそれぞれに演

技披露をして会を盛り上げていることはい

うまでもありません。失敗も交えながら、

場数を踏むことにより演技が洗練されてき

ます。本部同窓会 30周年記念大会では久保さ

んと大江さんが、９月１日のレイカディア大学「プレ大学祭」では山本さんと大江さんが

出演し、拍手喝采を得られたことは当サークルにとっても鼻の高いところであります。９

月にはＮＨＫの取材を受け、テレビで多くの市民に活動の一端が紹介されました。 

また、今夏「みずほ教育福祉財団」の「老後を豊にするボランティア活動資金助成」に、

大津市社協の推薦を得て応募したところ助成決定の通知を頂きました。個人ではなかなか

買えないマジック用具を購入し、出前演技活動を更に充実させていきたいと思っておりま

す。常時会員を募集しています。楽しく練習し、楽しくボランティア活動をしませんか。

お待ちしています。  

・会員数：11 名 ・活動日：第 2,4木曜日午後 13:30～ ・場所：びわこ大津館 

  連絡先：増田 泰男（Tel 574-0946） 

プレ大学祭での演技 

奈良方面「新緑撮影会」(5月 18日) 
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◆絵手紙サークル 

 会員の半分が一般の大津市民で、8 割を女性会員が占めています。当サークルではレイ

大草津校の絵手紙クラブで、長らく指導しておられる福井信江先生からその日に描いた作

品の講評を受け、互いに学びあえる雰囲気の中でいつも賑やかに楽しく活動しています。 

会員の作品はレイカ大津作品展、老人福祉センター合同文化祭、中老人福祉センター文化

祭に出品しています。又、今年度から出前講座を始め、第１回目を衣川台オアシスＫの皆

様 17名に対して行ないました。今後も各地域の「ふれあいサロン」のニーズに応じていき

たいと思います。レイカ大津の皆様も近隣でニーズがあれば是非お声かけ下さい。            

・会員数：21 名 ・活動日：第１月曜日午前 10:0～ ・場所：中老人福祉センター 

連絡先：増田 泰男（Tel 574-0946） 

 

◆川柳サークル 

  

 五七五に、主に花鳥風月を読み込む俳句と違って、人間の面白さ、おろかさ、反省、希

望等々を読み込むのが川柳。なかなか奥の深いものがある。前月に与えられた「題」に対

し会員が３句を作り、名前を伏せて一覧となった句の中から

会員が、本人句を除く、佳句２首、秀句１首を選ぶ。佳句１

点、秀句２点とし得点の多い句から選者や先生の感想が披露

され互いに学びあう。１時間半があっという間に過ぎる。 

 この楽しさを共に味わう仲間が増えないのが今のサークル

の悩みである。５名のうち市民会員が２名、同窓会会員が３

名という構成で活動しているが、尐なくとも 10名ぐらいのサ

ークルになることを願っている。興味を持たれた方は是非声

をかけてください。 

・会員数：５名 ・活動日：第３月曜日 13:30～ ・場所：中老人福祉センター         

連絡先:梅景 宏（Tel 543-1421） 

福井先生の講評風景 会員の力作 
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◆レイカ・パソコン同好会 

 

 レイカ・パソコン同好会は現在 30 名の会員で、毎月第 1 と第 3の火曜日午後に大津中老

人福祉センターで例会を開催しています。第 1火曜日は初心者クラスで、パソコンの基礎

を学習、第 3 火曜日は初級クラスで WORD・EXCELの基本操作を学習しています。 

 レイ大の同窓会会員以外の一般市民も

入会して、共に学習しています。学習は

講師のパソコン画面をプロジェクターで

投影しながら進めていますので、参加者

は映像を見ながら自分のパソコンを操作

して分かりやすく学んでいます。 

 最近パソコンの OS が次々に新しくな

って、WINDOWS の XP,VISTA,SEVEN と持ち

寄るパソコンが異なるので講師も対応に

四苦八苦です。しかし、それも頭の体操

になると信じ、教え、教えられる教室に

なっています。 

 当会も 5年目を迎え 9月 6日には記念すべき第 50回の例会でした。これからも皆で協力

しながら新しい手法に挑戦していきたいと思います。 

※ お問い合わせは下記まで 

   市吉 登美一 Email：otsuichiyoshi@leaf.ocn.ne.jp TEL&FAX：077-525-6544 

佐瀬 章男   Email：sase@opal.plala.or.jp        TEL&FAX：077-543-5926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otsuichiyoshi@leaf.ocn.ne.jp
mailto:sase@opal.plala.or.jp
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ボランティア部 

 

活動報告・計画 

◆「大津まちなかスッキリ士隊」 

 大津市が中核市に指定されて以来、これまで県が実施してきた「まちなかの違反広告物」

の除却活動が市に移管され、その一翼を市内ボランティア団体が担うことになり、平成 21

年度から私達レイカ大津も積極的に活動に参加してきました。市全体で 22年度末に 20 団

体 333名の隊員が活動。 

 市全体で除却した違反広告物は、初年度(21年度）771 枚。この内レイカ大津が 110枚で

14％を占めました。22年度の除却枚数は市全体で 423枚、この内レイカ大津が 213枚で 50％

を占め、20団体中ダントツとのことでした。ご参加いただいた会員の皆様、誠に有難うご

ざいました。 

 さて、23 年度「まちなかスッキリ士隊」も、レイカ大津４地域で次のように活動が始ま

りました。 

○石山地域 

大津市から協力依頼のありました｢屋外広告物

適正化旪間」(9月 1日～10 日)の推進に合わせ、

石山地域が代表して、９月７に除却活動を実施し

ました。 

９時半に千町のファミリーマートに集合した

後、最初に南郷地区｢赤尾町４から住宅街の道路を

東に向かい、千町２丁目を通り、南郷１丁目交差

点まで」の約１ｋｍ区間にある電柱に貼られた違

反広告物 18 枚を除却しました。               

 その後、情報が寄せられた石山地区「石山寺３丁

目北交差点付近」の電柱に違反広告物があるのを確

認し、３枚を除却しました。強力な接着剤で貼って

あり、剝すのに予想以上時間がかかりましたが、11

時 50分に終了しました。 

美しい地域の街づくりをめざし、年２回を目標に

これからも活動を続けたいと思います。皆さまのご

参加をお待ちしています。 

除却枚数 合計：21枚  

内訳（1 枚もの 12枚、剥し残りもの９枚） 

            

違反広告（南郷１丁目交差点） 

違反広告（石山寺３丁目北交差点） 
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○中央地域 

活動日時：23 年 7月 29日(金)午前 9 時 45分～11 時     

除却場所：大津市横木１丁目９～１１ フレスコ店付近  

参加者 ：5 名  除却枚数：26枚     

活動状況 

 これまでは主に長等、逢坂、中央、平野、膳所地区を中心に作業を実施しました。     

  今年は京都に近い「藤尾地区」の作業をおこないました。暑い日でしたので、熱中症に

気をつけながら、又作業した道路が旧東海道で車の通行が多く、身の安全に留意しなが

ら作業を実施しました。 

○比叡地域 

 昨年度は JR湖西線の駅周辺（JR大津京駅、比

叡山坂本駅、堅田駅周辺）を中心に、不法ビラ除

却活動を 3回実施しました。今年度は JR和邇駅周

辺で 9月 17 日に実施しました。 

 これらの活動により町中がスッキリすれば、や

りがいが有るというものです。 

○瀬田地域 

  前年度の除却成果もあって、まち中の電柱には

目に付く違反広告物が尐なくなりました。しかし、瀬田駅前通りを龍谷大学に向かって上

がり、名神高速道路を超えた県道との交差点付近のフォレオ側と大学の校門側迄の県道（学

園通り）両側１kmの街灯柱に学生向け広告物が約 35枚出くわしました。 

7月 29 日 9時、瀬田東公民館で 11人にてミーティングをした後、10 時から 10人が 4

班に分かれて作業。フｫレオ側から道路両側に 2班、校門側からも道路両側に 2班。4つの

バケツに水を入れて持参しましたが、強力な接着剤に出くわし、作業は難航。気温も上昇、

11時 30分に作業を終了しました。除却枚数は 23 枚（内 1枚もの 13 枚）。結果、全体の

半分程度の除去に留まりました。涼しくなってから再度、除却作業に取組むことになりま

した。 

◆大津祭曳山 

 昨年度は支部全体で 16名の参加で盛況でした。今年度も 10月 9日に予定されています。

現在の参加申出は 25名で、ボランティア部としての目標 25 名に達しています。なお、今

年度の新入会員も 3名参加します。 

曳山巡行中に数回ある休憩時の飲食は、おいしく本当にホッコリします。 

＊各地域の参加予定者数：比叡 10名、中央 3名、石山 2 名、瀬田 10 名 

◆ヨシ刈り 

昨年度と同じく、今年度も冬期に次の 4 か所で予定されております。会員の皆様の積極

的な参加を期待しております。 

○比叡地域：雄琴（24 年 1月） 

○中央地域：膳所公園湖岸周辺（24 年 2月） 

○石山地域：松原～蛍谷瀬田川畔（23 年 12月) 
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○瀬田地域：唐橋公園前瀬田川畔（23 年 12月） 

＊なお、実施日時、集合場所は、大津市及び各市民センターが各市域のヨシ保全実行委

員会等と協議して決定されます。結果は次号「かけはし」に掲載予定。 

 

◎ボランティア部からのおねがい 

瀬田川リバプレ隊活動への参加について 

平成 23年度支部定期総会において、事業計画に「社会貢献活動のステップアップ」が挙

げられました。これを受け、ボランティア部では更に活動の幅を広げる１つとして、標記

活動に参加を試みます。 

以下に活動概要を紹介致しますので、会員の皆様、是非ご参会下さい。 

＊参加できる方は事前に下記の地域スタッフまでご連絡ください。 

＜活動概要＞ 

１．活動日時：毎月 10 日、午前 10 時～11 時 30 分（集合時間：10 時） 

   但し、8、9月は 9時～10 時 30 分（集合時間：9時）  

        雨天中止。軍手、用具はリバプレ隊で準備 

２．集合場所：瀬田川堤防（瀬田地域側） 

京阪終点石山寺駅の対岸のバイパス橋下の上流側のコムラサキシキブ植栽場所 

（京阪電車「唐橋駅」下車、徒歩 15 分前後） 

   ＊駐車可能場所は瀬田川左岸京滋バイパス下にあります。 

３．作業内容：コムラサキシキブ植栽場所周辺の草ひき、川岸のプラゴミ、空缶、ビニー 

ル等の清掃作業 

 

 

＊ボランティア部地域スタッフ（問合せ先） 

比叡地域：畑山 進（573-1055）  中央地域：小田 悟男（524-0690） 

石山地域：上田 豊（533-0751）  瀬田地域：原田  勲（543-4855） 

  

コムラサキシキブ植栽場所周辺の清掃と瀬田川リバプレ隊の皆さん 
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研修部 

 

 

『神仏います近江』見学研修会  ＜参加者募集＞ 

近江は仏教美術、神道美術の宝庫。今秋、県立近

代美術館、大津歴史博物館、MIHO MUSEUM（ミホミュ

ージアム）の３館が連携して、近江の宗教美術およ

そ３００点が会し、湖国最大級の展覧会が始まりま

す。 

研修部では見学研修として、３館のうち県立近代

美術館、大津歴史博物館の２館の展示を下記の通り

観覧します。 

各館の展示内容は、県立近代美術館では「祈りの

国、近江の仏像」と題して、平安時代から室町時代

に至る社会が大きく変化する時代の、近江の仏像を

中心とした造形の変遷と、地域社会とのつながりが

判るように展示されます。一方、大津歴史博物館で

は、「日吉の神と祭り」をテーマに、延暦寺の守護神

として崇敬を受け、神仏が融合した独特の世界を形

作ってきた日吉社の、山王曼荼羅図をはじめ、神仏習合の美術品や山王祭に関わる作品が

展示されます。 

なお、今回の見学研修には入れていませんが、MIHO MUSEUM では「天台仏教への道」と

題して、近江伝来の仏像・仏画など中心に、天台仏教確立までの道のりに関する美術品が

展示されます。 

 

記 

 

１．県立近代美術館 ：平成 23 年 10 月 12 日（水）13:30 １階エントランス集合 

           入館料：￥950（20名超で￥750） 

＊入館料は当日申し受けます。 

２．大津市歴史博物館：平成 23 年 10 月 26 日（水）13:30 １階エントランス集合 

入館料：￥1,000（15 名超で￥800） 

＊入館料は当日申し受けます。 

申込み：各地域担当者に申込んで下さい。 

比叡地域：堀口唯子（578-2758） 中央地域：水谷清治（522-9088） 

石山地域：久保貞雄（534-5574） 瀬田地域：勝田幸三（543-1724） 
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広報部 

 

１．活動結果 

 1) 大津支部会報「かけはし」33号の発行 

     6月度 4回の編集委員会   6 月 30日付け 東日本大震災特集号 

   大津支部会報「かけはし」34号の発行 

     9月度 4回の編集委員会   9 月 30日付け 部会活動紹介号 

 2) 大津支部の活動状況紹介 

  滋賀県社会福祉協議会運営ホームページ 「びわこシニアネット」にて 

 3）レイカディア大学・プレ大学祭にて震災支援活動紹介 

  3月の「震災支援物質仕分けボランティア活動」を紹介するポスター掲示 

２． 活動計画 

 1) 大津支部会報「かけはし」35号の発行 

   発行予定 12月下旪   新入会員特集号 (会員投稿・文芸欄含む) 

 2) 大津支部会報「かけはし」36号の発行 

      発行予定 24年 3月下旪  支部・本部総会及び部会活動紹介号 

 3) 社会福祉協議会運営ホームページ 「びわこシニアネット」に掲載 

   10月以降も大津支部の活動状況を逐次紹介していきます。 

※ 今年度より従来年 3 回発行の支部会報「かけはし」を年 4回に増やし、会員   

の皆様に事務局や部会活動を出来るだけ早くお知らせして、多くの会員に各 

種行事に参加頂くことを希望しています。 

・3月号と 9月号は部会活動紹介を主な記事にして、6月号と 12 月号は総合編集版と

して、部会活動紹介と会員投稿・文芸欄を含む編集にしています。 

 

○広報部からのお願い 

会員投稿欄はこれまでの経緯をみると、本欄

に協力的な会員のお蔭で投稿欄が維持されて

いる結果となっています。 

編集部としては出来るだけ沢山の会員に投

稿頂き、大津支部会員が日頃何を感じ、どんな

活動をしているかを、多面的角度から紹介して

いくことが会報の使命と考えています。 

役員や関係者はこの点をご理解頂き、多くの会員の投稿が集まるよう、ご協力をよ

ろしくお願いします。 

○本部広報部からのお願い 

 本部會報第 28号(30 周年記念誌)で会員の皆様の「私の一言」を掲載します。 

 既に原稿用紙は配布済みですが、出来るだけ沢山の会員の投稿をお願いします。 
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瀬田地区・地域ミーティング 

 

7月 29日(金)９時から、瀬田東市民センター1階 第１会議室で開催されました。 

１．瀬田地区・地域ミーティング 

参加者は梅景、藤井、山口、米原、齋

藤、千田、原田、仲川、谷、山田、佐瀬

の 11 名で、佐瀬瀬田地区副支部長より

開会挨拶の後、山田ボランティア部長よ

り以下について報告・説明がありました。 

１）「地域社会貢献活動・２２年度の実

績と２３年度の取組み」等内容は以下の

通 りです。 

・まちなかスッキリ士隊 

・大津祭曳山綱引きボランティア 

・瀬田川リバプレ隊・・・瀬田川（瀬田側)雑草除去・ヨシ地ごみ処理 

・冬期ヨシ刈ボランティア・・・瀬田川両岸（蛍谷公園前・旧三洋前） 

・囲碁将棋対局ボランティア 

２）レイカディア大学サポート隊について 

  ・プレ大学祭：９月１日(木）地域活動のパネル展示・フリーマーケットなど 

  ・全体説明会：９月１４日（水）１３時３０分～ 

上記の１）２）について質疑応答の後、まちなかスッキリ士隊の活動に移りました。 

 ２．「大津まちなかスッキリ士隊」の活動 

活動範囲: 龍谷大学取り付け道路の大学正門東より、文化ゾーン通り交差点信号まで。 

  参加者: 梅景、藤井、山口、米原、千田、原田、仲川、谷、山田、佐瀬(10名) 

① 佐瀬・梅景・藤井 ②山口・谷 ③米原・千田・原田 ④仲川・山田の 4班に分か

れて活動 (活動時間：10時～11時過ぎまで) 
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第１０回生涯学習フェスティバル 

～レイカ大津・ブース参加～ 

大津市教育委員会生涯学習課主催の“生涯学習フェスティバル”が、10 月 15日(土)皇

子が丘公園グラウンドで開催されます。今年は 10 回記念大会として、参加者がマナビー君

の面を作り、一体となって楽しむ“マナビーダンス”や木下洸希くんのジャグリングパフ

ォーマンスなど盛りだくさんの出し物が計画されています。（9/15広報おおつ参照） 

 レイカ大津は毎年ブースを設け、ポスター掲示による活動の紹介と紙芝居・マジックを

披露し、子どもからお年寄りまで幅広い人気を得ています。みなさん是非ブースにお立ち

寄りください。 

 

 

 

 

 

 

32 期生 新入会員歓迎会 

 大津支部には 32期卒業の 22 名の新入会員を迎えることとなりました。２年間の勉学を

終え、意欲と活力に溢れたニューフェースたちです。 

新入会員の皆さんに同窓会活動の内容を理解いただき、積極的に諸活動に参加していた

だけるよう、今年も新入会員歓迎会を開催いたします。 

 

日 時：10 月 13日(木) 10時～13 時 

場 所：大津市生涯学習センター視聴覚室 

昼食代：1,000 円  

（新入会員は同窓会負担） 

 概 要：全体活動をはじめ、健康、文化、研修、

ボランティア、広報の 5部会による多

様な活動および市民参加型活動・発信

型活動などの紹介。地域活動の事例紹

介、マジッ クサークルによる演技等

(予定)。 

昨年はマジックショーと手作り紙芝居に参加 

昨年度の新入会員歓迎会 
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会員動向   

☆ 大津支部会員数(9 月 25 日現在) 232 名   新会員が 22 名入会されました。 

お知らせ  

機関誌「かけはし」は 23 年度より年 4 回発行することになり、次回は 12 月下旪発行予

定です。原稿締め切りは 11 月 20日で投稿の要領は従来通りです。 

投稿方法は特に定めはなく、表題は自由でボランティア活動、随想、紀行文、趣味のサ

ークル活動などのほか、短歌、俳句、川柳作品などの投稿をお願いします。 

投稿要領は、パソコンで作成される場合は、用紙はＡ４、本文の字体や大きさは、ＭＳ

明朝体・１２ポイント、表題の文字の大きさは１４～１６ポイントと指定しています。 

原稿の字数は 1,２００文字以内を厳守下さい。 

表題の下部に、氏名、(期生、学科・地区名)をご記入下さい。また、写真などがあれば

是非添付して下さい。写真の返却を希望される方は、その旨を写真裏面にご記入下さい。 

会員投稿は今後、6月発行と 12 月発行の年 2回の掲載とします。 

《原稿送付先》 

自筆・ワープロ打ち原稿は、郵送または FAXで 

〒520－2141 大津市 大江 5丁目 2-25  

米 原  俊 介 宛    TEL・FAX 077－543－5310 

ＰＣメールは 佐 瀬 章 男 宛    sase@opal.plala.or.jp     

 

 

編集後記 

機関誌 34 号は部会活動を主体とした初めての編集となりましが、前 33号発行以降も国 

内や国外で大きなニュースが報道されています。 

野田新内閣の成立、経済面では急激な円高が継続し、このままでは日本の国際競争力は

大きなダメージを受け、製造業は益々海外移転を加速させる恐れが拭いきれません。 

 新内閣は円高対策に対しての国際的な強い姿勢があまり見えて来ないのが心配です。 

 円高の要因をもっと専門的に分析して、国民に見える政策を示して欲しいものです。 

                                (文責:佐瀬章男) 

編集委員(10 名体制) 

増田 泰男 (堅田)   岡崎 一郎（日吉）   衛藤 彰男（日吉） 

西澤 勝  (唐崎)      村田 保憲（皇子山）  大塚 庸行（打出） 

木村 慶子（北大路） 谷 玲子 （石山）   米原 俊介 (瀬田)    佐瀬 章男 (瀬田北) 
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