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大津支部新年会を行いました   

                           

 

  第 4 回地域 活動事例 発表会       東日 本大震災 から 1 年  

 

  部会だより  健 康 部 ・文 化 部             会員 動向・編 集後記  
    研 修 部 ・ボランティア部  

 

 

    

 

 

 

 大 津支部総 会のご案内   平成 24 年 4 月 21 日（土）  

大津支部の 24 年度総会を長寿社会福祉センターで開催  

 ２ ４ 年 度 作 品 展  平成 24年５月 11日(金)～13日（日） 

大津市生涯学習センターで開催します。  

皆様のご参加をお待ちしています！   

この一年を振 り返 って 

（増 田 支 部 長 ） 

かかけけははしし  
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この１年を振り返って 

                         支部長  増田 泰男 

 平成 23 年度事業もほぼ計画通り終了できました。役員の方々をはじめ各事業に参加いただいた

会員各位のお蔭であると感謝しています。今期当初は、直前に東日本大震災があり、自然の驚異の

凄まじさに日本中が恐れ慄いていました。レイカ大津は震災直後に大津市が行った支援物資募集に

対するボランティアに名乗りを上げ、多くの会員の参加（８日間、延べ 95

人）のもとパワーを発揮し、大津市や市社協にその存在感を見せることが

出来ました。しかし、そのあとは義援金を個々人が供出する程度で、甚大

な被害に苦しむ人々に何も行動をおこすことが出来ないことに、無力感を

感じた人も多くあったと思います。 

 国内では４月、５月と多くの行事が自粛されたりもしましたが、レイカ

大津は地域貢献活動を一つの柱として地道な活動をほぼ年間計画通り進めることが出来ました。 

 今回は新規な地域貢献活動としての「学校応援ボランティア」と「応募者数回復のためのレイカ

ディア大学の取り組み」を取り上げて皆様方のご理解をお願いしたいと思います。 

 ◆新規な貢献活動として「小学校応援ボランティア」の旗を揚げ、先進地の神戸市の「シルバー

カレッジの卒業生」が行っている学校応援の内容を参考にして、応援項目を具体的に示して、「す

でに行っている」「今後やってみたい」のアンケートを５月に会員各位にお願いしました。 

69 名の方から回答を頂きその結果をまとめて、大津市教育委員会の学校教育課を訪問し市内の各

小学校に希望するボランティア活動を挙げて頂くようお願いしました。11月４日に 17校より返答

を頂き、ボランティア部員、副支部長、理事、幹事が手分けして各校を訪問し、より具体的にニー

ズの把握に努めました。その結果を再度一覧表にして関係会員各位（前回のアンケート回答者、27

期～32 期会員、役員、大津市在住の在校生）に配布し参加したい学校応援ボランティアに名乗り

を挙げて頂きたいと思っています。 

 ◆皆様ご承知の如く 34期生の応募者が定員の 75％（草津：86％、米原：57％）と大幅に減尐し

ました（特に生活科学学科 42％、健康レクレーション学科 47％と激減）。 

この要因を分析し対策を立てることが急務となり、学校当局は「滋賀県レイカディア大学見直し

検討会」立ち上げました。検討会は学識経験者、地域団体関係者、健康生きがい団体関係者、社会

福祉協議会関係者、レイカディア大学関係者等 12 名で構成され、内レイカディア大学関係者とし

て、草津校、米原校の同窓会、サポート隊、直近 32 期卒業生の各代表計６名が参加しました。草

津校サポート隊からは在校生、直近の卒業生にアンケートした結果をまとめて「レイカディア大学

入学応募を増やすために」に関する提言が提出されました。 

計４回の検討会の結果を「滋賀県レイカディア振興運営委員会（レイカディア大学関係者として

同窓会会長、地域文化学科講師計２名が委員）」に提出しこの３月末には結論が出ることになって

います。 

学校当局は 35 期生の応募者数が対策後も回復しない場合、再びレイカディア大学存亡の危機と

なるとの認識に立っており、我々同窓会会員にも応募勧誘の協力が要請されています。 
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支 部・本 部 総 会 案 内 

 

 

 

第２８回大津支部定期総会 

◆ 日時：平成 24年４月 21日（土）午後１時 30分～ 

（受付開始：午後１時～） 

◆ 場所：滋賀県立長寿社会福祉センター  第１研修室（２階）  

( レイカディア大学草津校 ) 

◆ 議案 １．平成 23 年度事業報告   

２．平成 23 年度収支決算報告 

         ３．会則の一部改訂（案） 

４．役員の改選（案）     

５．平成 24 年度事業計画(案)  

         ６．平成 24 年度収支予算(案) 

   

  ★同窓会年会費（2,000 円）は領収書と引換えに地域の役員にお支払い下さい。 

 

     

 

レイカディア大学同窓会本部定期総会 

 

◆ 日時：平成 24年５月 17日（木）午後１時～ 

         （受付開始：午後０時 30 分～） 

◆ 場所：滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 小劇場 

◆ 総会終了後講演会を開催します。午後２時 30分～ 

○講師 東アジア交流ハウス雤森芳洲庵 

    館長 平井 茂彦 氏 

○演題 「雤森芳洲と生涯学習の町づくり」  

                   

（お願い）支部定期総会、本部定期総会への出欠については、配布された出欠 

回答ハガキにご記入のうえ、４月１５日までにご返送下さい。 

 

昨年度の総会 
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第７回 大津支部新年会を行いました ♪ 

                    新年会委員代表  小田 悟男 

２月１日（水）12時から石山寺門前の洗心寮で新年会を行いました。 

石山寺は紫式部が源氏物語の構想を練ったり、島崎藤村が若い頃逗留したり日本の文学に深い関

わりのある由緒あるところです。洗心寮は昭和２年に創業され瀬田川のせせらぎが見え、落ち着い

た良い処でした。 

平成 18年２月に第１回の新年会を行い、毎年行うよう

になり恒例の新年会になりましたが、当初参加しておら

れた会員の多くが最近高齢等で参加できないとか、退会

されたと言う事で顔が見られなくなり寂しい思いがしま

した。 

今回の参加者は計 39名でした。幸いにも最近入会され

た会員の方も参加され、扇舞やマジックサークルが披露

され、元気なパワーを見せて下さいました。 

  新年会の開始にあたり「レイカデイア大学校歌（讃歌）」を歌っていると、在学中のことや校友

の事等さまざまな事が頭をよぎります。と同時に改めて時

間やあらゆるものを超越して、今いる会員に何かしら親近

感を感じます。不思議な瞬間です。 

  新年会委員がいろいろと情報を集め、考えを持ち寄り、

協力し合い、無事に終って本当にありがたく思っています。 

  新年会終了時に書いていただいたアンケート結果は翌年

の参考にしています。会員皆様の御意見を取り入れ、出来

ればいろいろな場所で開催したいと思っています。 
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 第 4回地域活動事例発表会 

｢マジックの出前活動」の報告 

 ２月 10 日（金）13 時より、レイカディア大学・第一研修室で各支部から代表４人が約 50 人の

聴衆を前に地域活動の事例発表会を行いました。 

わが大津支部は増田支部長（23 期 園芸）が当初予定されていた荒木さんの代役でパソコンを

駆使し、始めに大津支部の地域貢献活動全般に関して説明をしました。その後所属しているマジッ

クサークルの｢マジックの出前活動」のパワフルな活動ぶりを報告しました。昨年９月には NHK の

取材を受け、テレビでも滋賀県や近畿圏に活動の一端が紹介され、会員の熱意はさらに盛り上がっ

ています。 

報告の後、山本さんと石津さんによって演技が披露され、会場は驚きや笑いの声で和やかな雰囲

気になりました。 

マジックサークルの紹介 

目 的：趣味のマジックの演技練習、地域社会での活動の場づくり 

会員数：11人  定例活動：第２・第４木曜日  練習会場：びわこ大津館 

 

＜事例発表会のプログラム＞   

 

（広報部・編集委員 記） 

 支部名 発表者 題目と報告概要 

１ 大津 増田泰男さん 
「マジックの出前活動」 

活動概況と山本・石津両氏の演技 

２ 草津・栗東 秋山謙二さん 
手作り紙芝居滋賀ネット「ぴょんた」創作紙芝居 

 活動概況と手作り紙芝居の実演 

３ 守山・野洲 石田敏夫さん 

「水と緑にあふれる環境作りのため、 

目田川の清掃、草刈り、ボランティア」 

「レイ大目田川会」現在までの報告と今後 

４ 甲賀・湖南 藤井忠夫さん 
「甲賀の環境・里山元気会」 

 里山元気会の概要と活動報告について 

マジックの実演 
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[部会だより] 

「健康部」 
活動報告 

○出前ディスコン 

・「地域ボランティア・メープルしが」との交流 

 「メープルしが」は大津市在住の 30～40 歳代の現役社会人約 10名からなるボランティアグルー

プで、大津市都市景観課が行った「大津まちなかスッキリ士隊」の活動グループ交流会で顔見知り

となった。 

 話し合う中で、ディスコンに興味があるので是非紹介して欲しいとの要望があったので、次の２

回の交流会を行った。 

 第１回：平成 24年１月 28日（土）10:00～11:30   於 勤労福祉センター体育館 

       参加者数  レイカ大津 ６名  メープルしが ７名 

 第２回：平成 24年２月 26日（日）10:00～12:00   於 勤労福祉センター体育館 

       参加者数  レイカ大津 ３名  メープルしが ６名 

 プレイを通じて若者と楽しく交流が出来、有意義な時間をすごすことができた。 

・ふれあいサロンとの交流会 

  日  時：平成 24年 2月 22日(水)13:00～14:30   

場  所：日吉台市民センター 

  ふれあいサロンの定例会のためか約70名の参加者

があり、昼食後、2面のコートを設定し、交流に先

立ちディスコンの説明、プレーにおけるルール説

明を行いチーム編成。 

レイカ大津の堀口唯子、梅景 宏、門前重一、 

森下伊津子，仲川恵太郎、古田常勝、横川晴一

の 7 名はプレーをせず、審判及ぴアシスタシトに

専念し、適当にメンバー変更を行いながら 5～6ゲ

ームを実施、14:30過ぎに交流会を終了した。 

   交流会の感想としては、心温まるおもてなしを

受け、楽しいひとときを過ごすことができたことを参加者一同喜んでいます。 

 

 

ディスコンって何？ 

室内で手軽に出来るニュースポーツ 

① 日本で生まれたスポーツで、「ディスク（円盤）」と 

「コントロール」を合成して名づけられました。 

② 赤と青の２チームに分かれ、１チーム６枚の円盤を投げ 

どちらがポイント（的）に近づいているかを競うスポーツです。 

③ １人対１人の個人戦から６人対６人の団体戦まで行なえます。 

会員によるディスコンの説明 
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○第 4回ディスコン大会(比叡地域担当) 

日  時：2月 7日(火)13:30～15:3O 

場  所：和邇市民体育館 

会  費  200 円 

参加者  10 名 

比叡地域：増田泰男、木元 晃、小西良一、森下伊津子、花染 貢、 

門前重一 

       中央地域：古田常勝 

       石山地域：横川晴一 

       瀬田地域：梅景 宏、仲川恵太郎 

成 績   

10名を混成の 2チームに分け、5ゲームを実施。冬の寒い体育館でのプレーでしたが、ゲーム

の流れのなかでドンデン返しのプレーに歓声やため息が入り混じり楽しい時を過ごしました。 

 

○第 4回グラウンド・ゴルフ大会（中央地域担当） 

日  時：平成 24年３月 15日(木)13:O0～ 

場  所：帰帄島グラウンド・ゴルフ場 

参加者   

19名(レイカ大津 18名、一般 1名) 

比叡地域：門前重一、花染 貢、小西良一、岡田 融、花染鈴子（一般） 

         中央地域：山下克己、一井正信、田中滋子、古田常勝 

         石山地域：山脇キヌ子、西畑晴美、松岡克実、谷 玲子 今井茂美、上田 豊、 

横川トシ子、横川晴一 

         瀬田地域：梅景 宏、仲川恵太郎 

成 績 

優勝 花染鈴子(一般)、準優勝 上田 豊、第 3位 花染 貢 
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文化部 

レイカ大津 作品展 

会員の日頃の研鑽結果の発表の場として、また、会員と市民との交流の場として毎年開催してい

ます。今年は会場の都合で５月開催となりました。 

皆様お誘い合わせの上、ご来場下さい。詳しくは別途配布の応募要項をご覧ください。 

会 期：平成 24年５月 11 日（金）～13 日（日） 

  時 間：11 日（金）12：00～17：00    

12 日（土）10：00～17：00  

13 日（日）10：00～15：00    

作品搬入は 11日 9：00～11：00 

作品搬出は 13日 15：00～   

会 場：大津市生涯学習センター 

１Fギャラリー（膳所公園前） 

応募締め切り 4月 20日（金） 

 

 

レイカ大津市民陶芸講座の開催 

レイカ大津の会員と一般市民対象の活動です。過去３回開催し、陶芸学科卒のメンバーを中心に、

きめ細かなアドバイスが、参加者からは大変好評を頂だいています。 

第４回を下記の通り開催しますので奮って参加下さい。 

日 時：平成 24年５月 18日（金）9：30～15：00 

会 場：大津市生涯学習センター  

３Ｆ 美術工作室 

会 費  1,000 円 

募集人員   25名 

締め切り  ５月 10日（木） 先着順 

  申し込みは中野まで 090-3707-3748  

メール kinakano@leto.eonet.ne. 

 

 

 

昨年度の作品展 

昨年度の市民陶芸講座 
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「ボランティア部」 

活動報告 

―無理しない！→出来る時に、出来る事を、出来る範囲で！― 

社会貢献活動にご参加いただきました会員の皆さん！ありがとうございました！ 

        ２０１１年度・地域社会貢献活動の実績    

 

＊ボランティア部相談係りスタッフ 

比叡：畑山 進 （Tel:573-1055）   石山：上田  豊 （Tel:533-0751） 

中央：小田 悟男（Tel:524-0690）    瀬田：原田 勲 （Tel:543-4855） 

 

 

活動内容 
２０１１年度 ２０１０年度（参考） 

備考 
回数 参加者    回数  参加者   

スッキリ士隊 
除去活動 5 24 9 53 

１１年度  除去数 123 

１０年度  除去数 213 

講習会 2 13 3    40    

大津祭 

（猩々山） 

中央 南保町 2 

1 

16 

20 

1 16 11 年度上段・宵山等試行 

下段は本祭り 

ヨシ刈 

石山螢谷 1 6 1 8  

雄琴 1 9 1 7  

瀬田唐橋 1 16 1 14  

膳所 1 11 1 10  

堅田米ﾌﾟﾗｻﾞ 1 2 － －  

小学校応援 

伊香立小 1 2   *餅つきの現場調査 

晴嵐小 6 8   *語学補助 

瀬田北 2 13   *剪定作業 

事前相談の 

訪問・面会 
20 49   

*学校訪問による 

応援作業の確認 

リバプレ隊 瀬田川 12 28 － －  

災害支援 物資受付   15 95  

囲碁将棋 

対局出前 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

ｱｸﾃｨﾊﾞ琵琶 － － 24 24  

みちくさ 23 23 20 20  

こてつ － － 12 12  

茶話本舗 5 5 － －  

 

 

Tel:549-0233
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○石山地域ヨシ刈り 

日 時：平成 23年 12月 17日（土）10：00～ 

場 所：蛍谷公園周辺 

大津支部石山地域は、昨年に引き続き、晴嵐学区

自治連合会が主催する瀬田川河畔（蛍谷公園周辺）

のヨシ刈り、ゴミ清掃活動に６名が参加しました。

最初に自治連合会長より、「地元住民、大学生（瀬田

川を利用している大学ボート部員）、レイカディア大

学関係者ら 80名以上の皆さんにご参加頂き、ご苦労

様です」と挨拶があり、その後作業上の注意事項の

説明がありました。 

10 時、一斉にヨシ刈りが始まり、長靴を履き水辺の

ヨシ帯に入るが、足元が不安定なので深みにはまらないよう注意しながらのヨシ刈り作業でした。

刈取ったヨシは学生達が一輪車で河川敷の一カ所に運搬し、焼却しました。また、岸辺のヨシ帯に

漂着した空き缶、空き瓶、ペットボトル、ごみ等も拾い集め夫々分別回収しスッキリしました。  

作業は学生さん達の頑張りもあり、予定終了時間より早い 11 時に無事終えました。今季一番の

厳しい寒さの中でしたが、主催者から提供された暖かい缶コーヒーを頂き、体が温まりました。 

ご参加の皆さん、ご苦労様でした。（報告者 上田） 

○瀬田南学区ヨシ刈り 

日 時：平成 24年１月 29日（土）９：30～11：30 

場 所：唐橋公園周辺 

昨年に続き今年も寒い 1日でした。朝方は雪も舞い

どうなることか心配しましたが、開始時間の 9 時過ぎ

には曇り空で割合風も無く予定通り瀬田南学区ヨシ

刈りは開催されました。 

レイカ同窓会大津支部のメンバーは在学中のメン

バーも含めて 15 名が集まり、開会式の挨拶の後持ち

場の JR の瀬田川鉄橋南側のヨシ刈りに取りかかりま

した。今年は琵琶湖の水位が例年より高く、水辺のヨ

シは殆ど水中からの刈り取りになりましたが、大勢のメンバーが汗だくになって作業を進めた結果

予定時間より早く終わりました。 

終了後記念撮影をして、例年恒例のうどんの炊き出しを待ちましたが、作業が早めに終わったの

で手持ちぶさたで帰宅するメンバーも多く、最後まで残った人は参加者の半数でした。 

在学生や瀬田地区以外のメンバーも含めて地区の行事に参加できた事は、地域のボランティア活

動を大きな活動目標にしている当会にとって、良い経験でした。当日の最高気温は摂氏 4℃でした

が、参加して頂いた皆様ご苦労様でした。（報告者 佐瀬） 

○中央地域ヨシ刈り 

日  時：平成 24年 2月 26日(日) 10時 ～11時半 

場  所：膳所公園周辺の琵琶湖 

瀬田川河畔のヨシ刈り 
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  当日は 9時 45分に膳所市民センター前にて説明が

あり、地域の方・学生や各種団体有志が参加され、

私達も計 10名参加しました。今年は「ヨシ刈取り作

業」は事前に大津市の方で手配されていましたので、

当日は湖岸に残っているヨシやゴミを拾い集めたり、

運搬・焼却・清掃を行いました。ボランテイア部が

活動を始めて以来、毎年市民ヨシ刈りに参加してい

ます。元気に作業ができる限り参加したいと思って

います。3 月 10 日に「ヨシ火祭り」が計画されてい

ます。(報告者  小田 悟男) 

○雄琴ヨシ刈り 

日  時：平成 24年１月 29日(日) ９時 ～11時 

場  所：大津市雄琴６丁目（アクテバ琵琶）付近の湖岸 

早朝から雪がしまけ、実施が危ぶまれましたが次

第に天候は回復し、作業開始時には時々晴れ間も見

えまずまずの天気となりました。市の担当者により

ますと、個人、団体を含めて 600 名余りが参加し盛

況でした。 

レイ大同窓会は９名が参加しました。越直美新市

長も来られ挨拶されました。例年市長代理が来られ

ての挨拶ですが、今年は新市長の心意気が伺えまし

た。作業は 11時前には終了し、ボランティアの方

が作ってくださった温かい豚汁を頂いて終了とな

りました。（報告者 畑山 進） 

○瀬田北の剪定作業 

日  時：平成 24年３月１３日(火) 午後２時 ～４時 20分 

場  所：瀬田北小学校 

瀬田北小学校応援の剪定作業は 3/13の午後 2時から 4時 20 分まで実施しました。 

会員 10名が参加して、校門右手のカイズカイブキ 9本、ツツジ 9株、サツキ 2株などを 

剪定しました。軽トラ 2台分の剪定ゴミが出て後始

末も一仕事でした。 

4時 30分より校長室で校長のお礼とお茶(菓子付

き)を頂き終了しました。寒い日でしたが、参加者

が各々の出来る作業を進めて、学校にも大変喜んで

貰いました。 

地域に役立つ瀬田地域の活動が出来て皆満ち足

りた気持ちで帰路につきました。 

（報告者 佐瀬） 
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学校応援ボランティア 

外国人小学生に日本語を教えました 

 小西 幸信（31 期 生活科学・平野） 

きっかけは、大津支部で取り組んでいる小学校への応援活動の一環で、大津市立晴嵐小学校から

外国人の小学６年生に日本語を教えて欲しいとの依頼でした。校長先生にお話を伺いますと、昨年

４月から通学しているフィリピン人の生徒に、毎日６時限目を利用し個別指導をしている内、週に

一度応援をお願いしたいと言う内容でした。 

小学校時代、校長先生と言えば年配で近寄りがた

い存在であったことを覚えていますが、今回お目に

かかって見ますと若い先生です。こちらが歳を重ね

たこともありますが、それだけ小学校が遠い過去の

存在になっていることに気付きました。小学生は日

頃学校で校長先生よりも年長の人を見かけていない

でしょうから、60 歳を越えた私を受け入れてくれる

かとの心配が先ずありました。 

思案した私の背中を押したのは、生徒のことでし

た。外国語を学ぶ難しさは、誰しもが知るところで

す。知らない土地で、それが故郷から遠く離れた外

国で、言葉が十分に理解できないまま授業を受けて過ごす時間の不安を思いますと、尐しでもお役

に立てればと、お引き受けすることとしました。 

外国人に日本語を教えることは以前から関心を持って勉強していました。昨年は大津市主催の講

座を受講しました。ただ、大津市内では日本語を学びたい外国人が尐なく、現在の講師で十分数は

足りているとのことでした。そのような折りでしたから私自身にも良い機会でした。 

始めてみますと、この生徒は日本語がまだ良く理解できないとがわかり、授業での会話は英語が

中心になりました。いつもは職員室で二人での授業でしたが、卒業記念作品（唐橋焼き）の制作は

講堂に６年生が全員集合して行われました。子どもは遠慮がありません。「英語で説明してあげて

や」「先生（私のことです）は、今も英語を勉強しているの？」など質問を投げ掛けてくれました。 

短い期間でしたが嬉しかったことは、毎回授業の進め方を考えた内容を生徒によく理解してもら

えたと感じた時です。写真ではテキストに代えカ

ードを使用し、ホワイトボードに書いてもらって

います。子どもは、このような小道具を喜ぶよう

です。 

 最後の授業のあと、校長先生からレイカディア

大学大津支部の活動が理解でき、今後は校長会や

教育委員会の会議などでＰＲするとおっしゃっ

て頂いたことは嬉しいことです。この生徒がどの

ように成長していくのだろうかと期待を持って

います。今回の授業で得た物の大きさに今改めて

感謝します。 
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第 4回 瀬田地域ミーティング 

 ３月９日(金) (９時 30分～15 時 45分)瀬田東公民館にて瀬田地域ミーティングが開催されまし

た。当日は午前の部として瀬田地域の瀬田北地区会員の千田講師を迎えて、２階の調理室で健康料

理教室が開かれました。参加者は 13 名で調理ではベテランの女性会員が５名出席頂き、３班に分

かれて千田講師と一緒に男性会員の指導をしてもらいました。 

 献立は  １）サケのちらし寿司 ２）生節とふきの煮物 ３）すまし汁(そうめん、花麩)  

 ４）菜の花のおひたし  ５）丁字麩とキュウリのごま味噌和え 

の５種で会費 600 円の食べ応えのある昼食でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者で昼食の後、千田講師から「食事バランスガイド」の説明があり、デザートに千田講師手

作りのウグイス餅を頂きました。 

 午後からは増田支部長にも出席頂き、地域ミーティングとして講師に大津市教育委員会学校教育

課副参事丹羽広光氏に講演をして頂きました。 

演題は、瀬田地域における社会貢献活動への期待「この頃の小学校の様子から考える」で、小学

校の学習内容に付いて以下のお話がありました。 

①小学校に英語がやってきた    ②生活科・総合的な学習って何 

③道徳の時間・特別学習で何してる ④子どもを取り巻く様々な課題   

そのあと質疑応答があり講演が終了しました。最後に山田理事より瀬田地域の社会貢献活動の説

明があり、会員間で意見交換をして瀬田地域ミーティングは終わりました。 

参加して頂いた 17名の会員の皆様、ありがとうございました。（広報部 編集委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

研修部        

 

活動報告 

○転倒防止対策講座の開催 

 近年高齢者が道路を歩行中に小さな窪みに足を

取られて転倒したり、自転車で走行中に倒れ、打ち

所が悪くて大腿骨や膝関節部の骨折などで、長期に

わたり入院される方が増加しています。 

高齢者はどうしてもリハビリや傷の治癒の効果

が悪く、入院期間が長期にわたり、退院後は入院中

と異なり歩行等のリハビリや足腰の筋肉強化のト

レーニングが不充分で、そのうち歩くのが億劫にな

りその後ついつい床に臥してしまいますと足腰の筋

肉が衰えて寝たきりになります。そこで常日頃から足腰の筋肉を尐しでも鍛えて、日常生活に支障

がないように高齢者向けの軽いストレッチなどを取り入れた体操、特に下肢の筋力維持や立った状

態時のバランス感覚の向上を図るための運動を、尐しの時間であっても毎日行なうことが寝たきり

にならないために必要なことです。そのような危険を尐しでもなくするため大津市役所の出前講座

を申し込みました。 

２月 24 日 10:00～11:30 市中老人センターにお

いて、講師として黒川様（大津市保健所健康推進課）

をお迎えし、転倒防止対策について研修講座を開催

し 25名が受講しました。 

 黒川講師は、「年を重ねるごとに運動やトレーニン

グをやらないと足腰が弱ってきて、歩行中に転んだ

りすることが多くなります。この運動は過重な運動

でありませんから出来るだけ毎日 20～30 分間続け

て頂くことが寝たきりにならない秘訣です」と言わ

れました。 

 

★ 転倒防止体操を含め、次の①～⑧のパンフレットがあります。パンフレットを希望される方

は各地域別に申込んで下さい。（一人２種類まで） 

 ①「転倒防止体操」 ②「転倒予防のための腰かけ体操」」 ③「しっかり貯筋体操」 

④「介護予防体操」 ⑤「介護予防体操～床で行う運動～」 ⑥「膝体操」  

⑦「腰痛体操」   ⑧「肩こり体操」 

注意：この体操を行うに当たって、実施前に注意書きをよく読んで下さい。 

また、膝・大腿部・腰部に痛みがある方は予め掛かりつけの医師にご相談下さい。 

申込み先 ・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：大坪賢一 544-0668 
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東日本大震災 あれから１年 

備える、命を守るために“琵琶湖西岸断層地帯” 

壺井 楢明（28期 園芸・堅田） 

 昨年は、３月 11日に起こった東日本大震災、そして９月に紀伊半島を襲った台風 12、15 号と災

害の多い年でありましたが、東日本大震災においては、自然災害に加えて東電の原発事故は更に災

害を拡大複雑化している。 

我々が居住している湖西地域においても隣接する福井県にある関電の原発から約 30 キロという、

そう遠くないだけに住民の不安は深刻なものである。 

滋賀県で想定される直下型地震で最も大きな被害が懸念されるのが琵琶湖西岸断層帯による地

震で、滋賀県では姉川地震以来 100年余り大きな地震を経験していないが、京都新聞によれば「滋

賀県は地震で形作られた」と最大限の警戒を呼び掛けている。 

1909 年の姉川地震は県北東部の姉川付近を震源とし、震源付近で震度６、県内全域では震度４

～５とされ、県内の死者 35人、建物全壊 3339 戸という被害記録が残っている。 

滋賀県は古くは太古からの複数の活断層が連なって形作られた活動で、断層の西側では地面が隆

起して比良山地を形成し、東側は沈降して琵琶湖を生んだ自然環境や景観を形作っていた断層帯と

いわれている。 

琵琶湖西岸断層帯は過去に南北に分かれて活動した形跡があり、方丈記にある元歴の地震は、南

部の堅田断層によるものと判明されている。

そのため、今後はその際に動かなかった北

部で、地震の可能性がより高まっている。 

琵琶湖西岸断層帯の西側に並行する花折

断層帯との関係に注目する必要がある。発

掘調査では弥生時代に琵琶湖西岸断層帯の

北部と、花折断層帯の南部が近接して動い

た形跡があるといわれている。滋賀県は琵

琶湖西岸断層帯の北部が動いた場合、死者

は大津市、高島市を中心に最大 885 人と推

定され、人口の多い南部で動けば最大 1274

人と予測している。 

従って、今後、何時発生するとも知れな

い地震災害等に対し、被害を「備えあれば、

憂い無し」の言葉通り、日頃から有事に備

えて心がけておく必要があるのではないか

と思う次第である。 
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会員動向   

☆ 大津支部会員(3 月 20 日現在) 231 名  (昨年 12 月末と変更なし) 

広報部からのお知らせ  

・ 機関誌「かけはし」は 23年度より年４回発行していますが、原稿は会員の協力で編纂します。 

皆様から寄せられた色々な記事を掲載して、紙面を楽しく読みやすい内容にして行きたいと

編集委員一同考えておりますので、会員各位のご協力を 24年度も宜しくお願いします。 

・ 次回 37号は６月下旬発行予定です。各部会の原稿締め切りは５月 30日です。 

37号は支部全体の活動や各部会活動と会員投稿を掲載致します。 

会員投稿の原稿締め切りも５月 30日です。 

《原稿送付先》 

自筆・ワープロ打ち原稿は郵送または FAX で 

〒520－2143 大津市 萱野浦 13-２  佐瀬 章男宛 

                  TEL:FAX  077-543-5926 

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

編集後記 

  昨年３月の東日本大震災から早いもので 1年を迎えましたが、被害を受けた現地の復興は牛歩

のようで、瓦礫の引き受け先を政府が各地に要請しているのが現状です。 

  東日本大震災復興を考えるシンポジウム「これからの復興支援はどうあるべきか」に参加して

来ましたが、現地の状況報告を聞くと大震災からの国土と人心の再建には、まだまだ長い道のり

があると感じました。 講演者のパネルディスカッションでの話しに「意識は非常に大切」で

「日々どういう心持ちや目線で生きているか」が社会を変えていく、との言葉が印象的でした。 

  大震災後に研究者達の様々な角度からの発表が行われて来ましたが、一番気になったのが「安

全神話」の崩壊、という言葉でした。日本は決して自然災害に対して安全の先取りをしていたと

は思えませんし、従って崩壊という表現が的外れの印象がぬぐえません。 

  これからも多面的な角度であらゆる人々が、様々な支援を続けていくことが求められています。 

                                     (編集部) 

 

編集委員(10名体制) 24年４月の新年度より、編集委員は一部交代予定です。 

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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