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24年度上期を終わって 

                               支部長  増田 泰男 

１．35期生応募終了 昨年より応募者大幅増 

「大根が乱切りとなる子の手紙」およそ２年前、朝日新聞の滋賀柳壇に第１選で取り上げて頂い

た私の川柳です。この時選者は「願わくばその手紙は親をワクワクさせる内容であることを願う…」

と書いておられました。川柳もある意味で創作ですから、私の心情は心配をかける次男をやや大げ

さに表現した積りでした。しかし選者の感想を見てなるほどと思ったものです。悲観的より楽観的

に考え日々を行動していくことが大切なんだと。 

昨年レイ大 34 期生の応募状況は定員を大幅に割れて、再度大学存続の危機をむかえたかと悲観

的になりがちでした。しかし、大学当局、在校生、卒業生の危機感から前 37号の巻頭言に書かせ

て頂いた数々の改善処置をとり、この８月末を持って 35期生の募集が終わりました。結果の詳細

は省きますが草津校は定員 145名に対し 161名の応募、米原校は定員 70名に対し 57名の応募、両

校合計で定員 215名に対し 218名の応募でした。学校の意向は応募者全員を希望学科通り受け入れ

るということです。又、大津市に住んでおられる方が 66名も応募されたことは、わが大津支部の

将来にとって力強いことです。 

２．33期生 31名が大津支部に入会 

９月 13日に無事卒業された 33期生の内 31名が大津支部に入会されました。 

小学校応援活動をはじめ、支部が行う数々の地域貢献活動、親睦活動、サークル活動に新しい大

きな力を発揮していただけると期待しています。我々既会員は新入会員に対し暖かくそして丁寧に

支部の活動を説明し、ともに力を合わせ活動の充実に努めていきたいと強く願っています。 

 

 

  

 

 

３．小学校応援活動が各地域で進行 

今年度の支部を挙げての重点課題である「小学校応援活動」が小学校側との密接な打ち合わせの

もと各地域で実績を積み上げてきています。その内容は本 38 号に特集されています。ニーズの多

かった剪定活動を容易に安全に行うための「ヘッジトリマー」「３本足剪定用脚立」「剪定鋏」「剪

定のこぎり」等を県社協の補助金(８万円)や支部地域活動予算を使い９月に購入しました。 

 ４．市民対象の各種部会活動が活発化 

文化部のマジック、絵手紙サークルは自治会、子ども会、地域ふれあいサロン等からの出前要請

が増えてきました。珍しい例として滋賀女子短大付属高校が生徒を対象に月１回土曜日に行う「フ

レシュ講座」にマジック、絵手紙、ディスコンが選ばれマジックは終了、現在絵手紙が進行中で、

ディスコンが 12月から始まります。年 2回(春、秋)の市民陶芸教室も市民にその丁寧な指導が評

価され定員オーバーの状態となっています。パソコン、絵手紙、川柳各サークルも市民に門戸を広

げ活発に活動していますし、健康部主催のグラウンドゴルフ、ディスコン大会も友人・知人・地域

の老人会等の参加も定着してきました。間もなく始まる大津祭も「猩々山のレイカ大津」がすっか

り定着し、今回は 33期生の方も多く参加されます。 
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レイ大同窓会大津支部小学校応援活動記録（平成 24 年始動！） 

平成 24年 1月から 9月 13日までの活動を地域別にまとめました。 小学校応援活動本部 

地域 月 日 項  目 学校 参加数 主 な作 業 摘 要 

比叡 6月 18日 剪定・刈り込み 堅田 7 金木犀生垣剪定（70ｍ）   

 6月 25日 剪定・刈り込み 伊香立 8 低木の剪定   

 7月 5日 剪定・刈り込み 仰木の里 8 低木の剪定   

 7月 30日 剪定・刈り込み 真野北 5 低木の剪定   

 7月 31日 図書整理 堅田 6     

 8月 1日 図書整理 堅田 3     

 8月 30日 学校周辺草刈 唐崎 7   中央地域から 4名応援 

 9月 13日 剪定・刈り込み 真野北 6 低木の剪定  

 小計   5校 50   8回 

中央 5月 29日 図書整理 逢坂 4 図書にシール貼り   

 6月 12日 図書整理 逢坂 2 本の修理   

 7月 10日 図書整理 逢坂 3 本の修理   

 8月 25日 剪定・刈り込み 富士見 4 低木の剪定・刈込 地域との協働 

 9月 7日 樹木の毛虫駆除 逢坂 2 校庭の樹木の毛虫駆除  

 9月 12日 樹木の毛虫駆除 逢坂 2 校庭の樹木の毛虫駆除  

 小計   2校 17   6回 

石山 1月 25日 語学教育 晴嵐 1 英会話で日本語の話言葉応援 中央・小西幸信氏 

 2月 2日 語学教育 晴嵐 1 〃 〃 

 2月 16日 語学教育 晴嵐 1 〃 〃 

 2月 23日 語学教育 晴嵐 1 〃 〃 

 7月 26日 剪定・刈り込み 石山 4 小高木・低木の剪定   

 小計   2校 8   5回 

瀬田 3月 13日 剪定・刈り込み 瀬田北 10 小高木・低木の剪定   

 4月 25日 剪定・刈り込み 瀬田北 17 小高木・低木の剪定   

 5月 29日 剪定・刈り込み 瀬田東 10 低木の剪定 石山地域から１名応援 

 6月 12日 剪定・刈り込み 瀬田北 6 低木の刈込   

 7月 17日 剪定・刈り込み 瀬田東 14 低木の剪定   

 7月 24日 剪定・刈り込み 瀬田 11 低木の刈込   

 7月 31日 剪定・刈り込み 瀬田北 13 小高木・低木の剪定   

 8月 25日 剪定・刈り込み 瀬田 8 低木の刈込 ＰＴＡとの協働 

 9月 11日 剪定・刈り込み 瀬田東 11 小高木・低木の剪定   

 小計   3校 100   9回 

 合計   12校 175   28回 
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各地域からの小学校応援活動報告 

◆比叡地域 

 ○堅田小学校の剪定・刈り込み（６月 18日） 

   6月 18日に午前 9時より 12時までの 3時間、

7 名の方の参加を戴き運動場南側の生け垣の剪

定作業を実施いたしました。 

   蒸し暑い日でしたが、皆様のご協力で熱中症

もなく無事終了する事が出来ました。学校の道

具（トリマー、脚立、延長コード等）をお借り

しての作業でしたが、断線等のトラブルもあり、

自前の道具の必要性を痛感いたしました。この

度、道具を購入して戴けるとの事、自前の道具

で作業もはかどると思います。   

（報告 比叡 小西 良一） 

○真野北小学校の剪定・刈り込み（７月 30日）   

   比叡地域では、学校応援活動の一環として、支部長を中心に、６、７月にかけて小学校の校

内樹木剪定ボランティアを有志の参加を得て、堅田小学校、伊香立小学校、仰木の里東小学校

と実施してきました。 

そして今回の７月３０日（月）は真野北小学校の樹木剪定を行ないました。５名の会員が参

加して、非常に暑い日でありましたが、校門横のサツキ、ツツジ類の剪定に汗びっしょりにな

り、熱中症予防の為、水分を補給しながらの作業となりました。昼前には作業は終了し、学校

側から出して頂いたアイスコーヒーとお菓子を頂き、ほっこりとし気分爽快でした。学校の皆

さんに、喜んで頂けるという、満足感がそうさせるのか・・・。剪定しきれなかった樹木の、

２回目の剪定を約束して、お暇しました。今後継続して、剪定ボランティアを行っていきたい

ものです。ヤングシニア―の皆様の、剪定ボランティアへの参加を期待しています。 

（報告 比叡 畑山 進）  
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○堅田小学校の図書整理（７月 31日、８月 1日） 

  堅田小学校の支援活動の第２弾として、図書整理を児童が図書室を利用しない夏休みにと 

 言う事で、7月 31日に並木吉三郎さん、後藤 耕司さん、石津国一さん、松岡百合子さん、 

 桧垣美智子さん、小西の 6名、8月１日に松岡百合子さん、古川裕美子さん、小西の 3名の参加

を戴き 2日間午前中３時間の作業をいたしました。 

  打ち合わせの時点では現在ある本の痛みの確認と補修という事でしたが、当日予定が変更にな

り新しく補充された 250冊の本の校名印打ち、ラベル貼り、台帳との照合確認、ナンバリング作

業を行ないました。 

  １日目はこの作業に５名が当たり、１名は既存の本の確認、補修作業に当たって戴き、２日目

は３名の参加になりましたが、なんとか全部終えることが出来ました。図書担当の先生の話では、

「私がやると１週間はかかるので、大変助かりました。」と喜んでいただきました。 

  まだ既存の本の補修作業が終わっていませんので、後日学校と打ち合わせて、もう一度作業す

る予定です。                          

（報告 比叡 小西良一） 

○唐崎小学校の学校周辺草刈り（８月 30日）  

８月 30日（木）８時より１２時までの４時間、唐崎地区３名、大津中央地域から４名、滋賀

里民生委員の徳永さんの応援を得て総勢８名で学校周辺の草刈りを実施しました。 

作業範囲は、特に雑草がはびこる西面の 200ｍの区間（奥行き２ｍ）としました。草刈り機 3

台駆使しての刈り込みは 1時間半ほどで終わったのですが、機械の取り残し部分の草刈、ゴミ袋

の集積が追いつきませんでした。残暑が厳しく、またこれ以上は無理だと判断して一部、ごみ袋

への集積は残りましたが、12 時に作業終了しました（残ったゴミ袋への集積は翌、翌々日の 2

日かけて門前さんにしていただきました）。全部で 90Ｌのゴミ袋（家庭の大型ごみ袋は 45Ｌ）で

50 袋でした。増田支部長から陣中見舞いがあり、アイスキャンディーの差し入れをして頂きま

した。 

 思いのほかに疲れ、夕方まで寝込んでしまいました。昔、朝礼でよく言ったものでした「自

分の身は自分で守ろう！」と。ほどほどにがんばりましょう。 

（報告 比叡 西澤 勝）  
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◆中央地域 

○富士見小学校の剪定・草刈り(８月 25日)                                                          

   中央地域の各学校から要望されたのは、パソコン授業時の指導補助、電動ミシンの縫製授業時

の指導補助、校内に植栽してあるツツジ等の剪定、グラウンド周辺の草刈り、溝に流れ込んだ汚

泥の除去、記念植樹の植え穴掘り等多種多様な要望がありました。８月 25 日の校庭のツツジの

剪定、草刈り、溝の汚泥除去等は、地域の方たちと一緒にお願いしたい、と学校から要望が出さ

れました。私達の地域だけで学校側の要望に応えることは難しく、また、近隣地域の応援を得ら

れるよう石山地域の副支部長にご協力をお願いしました。 

   中央地域から当日富士見小学校の作業に参加しました

のは、平野地区から小川陽一さん、小西幸信さん、皇子山

地区水谷清治の３名と石山地区の池村貞雄さんが応援に

駆けつけて下さいました。また、PTAから参加された母親

5 名とそのお子さん達 5～6 名が刈り取った枝葉をビニー

ル袋につめ込む作業を汗だくになって取組んでいただき

ました。 

当日は晴天で日差しも強く、特に小川さんは、持参され

たエンジン付の草刈り機で花壇に茂っていた雑草などを

刈り込んでもらいましたので、作業は意外に早くはかどり

ました。校庭内のツツジは、伸び放題で剪定鋏で伸びた枝

を切り払っていく後を池村さん、小西さんが熊手などで枝

葉をかき集める作業を汗だくになってやっていただきま

した。正門前のツツジの植栽部分の一ブロックの剪定や清掃を終わったのが、午前 10時半頃で

無事に終りほっとしました。本当に有難うございました。    

（報告 中央 水谷 清治） 

 

○逢坂小学校の活動報告                                                          

   平成 23年 12月 19日に逢坂小学校（明治 6年創立）を訪問して、教頭 野沢武司先生と相談し、

とりあえず 図書室の整理と  桜の木に毎年夏に発生する「モンクロシャチホコ」や「イラガ」

の幼虫駆除の「作業」を手伝う事になりました。 

１）図書室の整理について 

   今年 4月から準備を始めました。５月からの経過は下記の通りです。（敬称省略） 

       5月 29日（火 ） 大塚 庸行・澤   辰男・樋口 勝子・小田 悟男 

6月 12日（火）  澤   辰男・小田 悟男 

6月 20日（水）  ＜台風４号のため中止＞ 

7月 10日（火）  大塚 庸行・澤   辰男・小田 悟男 

    学校が夏休みに入るため先生と相談して、7月 10日以後８月までは休みとし、9月の剪定が

終われば図書室の整理を再開します。今回の取組みがスタート出来たのは、逢坂学区内にて協

力してくれる会員がいた事と、学区外にも、協力して下さる会員の見通しがついた事です。 当

面 月／2 回を目標にしています。出来れば「毎月第 1 火曜日と第 3 水曜日」と言うように、

定例的に決められると良いのですが、各人の都合でそう言う事も出来ません。毎月その都度日
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程を調整しなければなりません。 

１人では何も出来ませんので、声をかけて協力者を増やす事も必要です。その上でメンバー

内の日程の調整、更に学校との日程調整です。皆さんの中で、火曜日か水曜日の午前中、手伝

って下さる方があれば力を貸して下さい。連絡して下されば幸甚です。 

連絡先    小田 悟男：TEL （524）0690 

２）桜の木の毛虫除去について 

逢坂小学校の桜の木の毛虫除去は少人数で作業出来ますので、澤辰男さんと二人で、９月７日

（金）の午後と１２日（水）の朝に行って来ました。１枚の葉に群生しているものや、大きくな

り全長が３～４㎝になり１匹で葉についているもの等沢山発見し、除去して来ました。上を向い

て毛虫を探すのが大変で、首が痛くなりました。 

 学校からの要望事項はいろいろありますが、実施体制の整備充実を進めながら、学校との

信頼関係を大事にして、根気強く継続していかなければなりません。 お互いに身体に気

をつけて、がんばりましょう。              

（報告 中央  小田  悟男）     

◆石山地域  

○石山小学校の剪定・刈り込み（７月 26日）                               

実施日時：平成 24年 7月 26日（木）午前 8時 30分～午前 11時 20分   参加者：４人。 

石山地区ではこのたび地元石山小学校応援活動に初めて参加しました。 

活動内容は ①車両通行の妨げにならないようモミジ等樹木の剪定。 

②玄関周辺の景観が維持出来る様蔓性の植物、繁茂した雑草の除去。 

及びツツジ、サツキの刈込等の作業を行いました。 

日中 30度を超す暑さの中、予定時間を超えての活動でしたが、学校側から用意して頂いた冷

たいお茶で喉の渇きを潤し、作業後には校長、教頭両先生から感謝の言葉があり疲れも和らぎま

した。 皆様のご協力、有難うございました。 

参考・ 

学校の提供用具：脚立、台車、ごみ袋、箒、熊手。・ゴミの量、ごみ袋（大）10袋分 

なお、11月には校庭のイチョウの落葉清掃が予定されています。多くの皆様のご参加をお待ち

しています。よろしくお願い致します。             

（報告 石山 上田 豊） 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 モミジの剪定 ツツジの刈込 
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◆瀬田地域          

１)書道とミシン縫製の授業応援活動等について 

２学期から新たに小学校１校が加わり、活動内容は、①書道授業応援、②ミシン縫製授業応援、

③運動会における警備応援などです。 

活動時期：運動会警備(9月末)、ミシン縫製授業(10～11月)、書道(11～１月） 

今後早急に応援隊のグループ作りを行い、授業への参加方法について応援隊と担任の先生とで

打合わせを持ち、活動を開始します。 

２）校庭の剪定作業（瀬田地域４小学校への取組み）について 

瀬田地域 4小学校の内、早くから 2校への取り組みを進めてきましたが、夏休みに１校、更に

年内に向け残る１校からも依頼を受けており、地域すべての小学校で活動する事になりました。 

☆ 活動を実施する上での課題 

これまでに 9回の活動を実施してきて、次のような課題が見えてきました。 

 ひとつ目の大きい課題は参加者不足です。 

広い校庭での活動であり、剪定クズの処理など付随する作業も多く小人数では十分要望に沿

えない場合も出てきます。この活動を継続的に実施するためには、必要とする参加者を確保す

ることが必要です。小学校には愛郷への気持ちや子供や孫への思いなどがあり、活動への参加

を促す一面があります。会員・非会員を問わず、時には知人の植木屋さんも含めて参加のお誘

いをしたいものです。また、在校生の若いシニアのお力も大きいと思います。活動中の地域の

ＰＴＡ、老人会、有志グループと協働活動として参加するように取組めると良いですね。 

 二つ目は活動日程の変更が非常に難しいことです。 

いままでに、樹木の剪定活動で小雨での活動を 2回経験しました。剪定のやり辛さ、足元

の滑りやすさ等周知しての作業が必要です。前回の剪定クズの処理など雨でも可能な作業内

容を見定めておく必要があります。 

 三つ目は剪定クズの処分についてです。 

剪定くずはほとんど焼却処分されますが、堆肥として再利用することについて、児童の資源

活用学習の一環として実施出来ないか工夫したいものです。以上の三つの課題については今後

の対応が必要です。                     （報告 瀬田 山田 隆造） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     瀬田東小学校の剪定後（7月 17日）        瀬田東小学校の低木剪定（9月 11日） 

 瀬田小学校の PTA広報部の機関紙（9月 5日号 PATAちゃんニュース 14号）に、「レイカ

ディア大学草津校 OBの方が小運動場の木を伐採して下さいました。みなさんありがとう

ございました」と掲載されました。 



 

 
9 

 [部会だより] 

「健康部」 

～ たのしく なかよく 元気よく！～             

《活動報告》  健康部活動にご参加いただいた会員の皆様、有り難うございました。 

☆ 第１回ディスコン大会 

日 時  7月 26日(木) 13時～15時 

会 場  瀬田市民センター   参加者 11名 

支部の参加者は 11名でしたが、地元の老人クラブから 15名の参加を得て、闘争心 

むき出しでプレーして下さり、大いに盛り上がりました。 

☆ 第 2回ディスコン大会  

 日 時  8月 31日(木) 13時～15時        

会 場  膳所市民センター   参加者 13名 

☆ 第 1回グラウンド・ゴルフ大会  

日 時 6月 25日(月) 13時 30分～15時 30分 

会 場 坂本市民運動場   参加者 20名 

成 績  優勝 松岡 克実、  準優勝 梅影 宏、  

第 3位 横川 晴一、 第 4位 増田 泰男、 第 5位 門前 重一 

☆ 第 2回グラウンド・ゴルフ大会  

日 時  9月 21日(金) 13時～15時 

会 場  びわ湖文化公園多目的広場   参加者 30名  会 費 300円 

成 績  優勝 花染 貢    準優勝 鈴木 三郎  

第 3位 横川 晴一  第 4位 富永 敏子  第 5位 中西 隆一 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ これからの活動予定 

 同窓会本部主催「第 14回親善グラウンド・ゴルフ大会」 

日 時  10月 30日(火) 9時～13時 

会 場  東近江市ふれあい運動公園 

    「グラウンド・ゴルフコース」 

参加募集 25名迄  会費 300円 

  詳しい事は参加者に後日連絡します。 

申し込みは下記の各地域担当者まで 

比叡地域 門前 重一  525－1026 

中央地域 白石  進    525－3016 

石山地域 松岡 克実   576－2667 

瀬田地域 仲川恵太郎   545－2270 
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  「文化部」                   

～ 趣味をふかめて たのしく学ぼう！～ 

1．レイカ大津陶芸講座 

日 時 平成 24年 10月 5日（金）9：30～15：00 

場所 生涯学習センター 

対象 会員＆一般市民 

レイカ陶芸科の卒業生が講師としてボランティア 

活動をします。 

2．文化部のサークル紹介 

◆マジックサークル 

一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。 

・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） 

◆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。 

・会員数：21名 ・活動日：第 1月曜日午前 10:00～  

・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。 

・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） 

◆レイカ・パソコン同好会 

 レイカ・パソコン同好会は現在一般市民も含めて 27 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。 

連絡先：市吉登美一 Email：otsuichiyoshi@leaf.ocn.ne.jp( Tel 525-6544) 

佐瀬 章男  Email：sase@opal.plala.or.jp ( Tel543-5926) 

mailto:otsuichiyoshi@leaf.ocn.ne.jp
mailto:sase@opal.plala.or.jp
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 「研修部」   

～参加して 味わおう 知る楽しさを！～ 

1. 大津市民病院健康講座開催 

 ―高齢者のかかりやすい危険な病気の予知・予防対策― 

 第１回「心身のやすらぎ・健康」講座として、大津市民病院地域医療連携室の協力を得て、「高

齢者のかかりやすい危険な病気の予知・予防対策」について 9月 20日（13時 30分～15時 30分）

大津市民病院 大会議室で行いました。健康に留意されておられる方は勿論、健康に自信を持って

おられる方も多数出席頂きました。 

 講師は、大津市民病院 総合内科 医長 高谷 

季穂先生です。高谷先生は、日本内科学会認定内科

医・総合内科専門医、日本腎臓学会認定専門医、日

本透析医学会認定医・指導医、日本医師会認定産業

医等幅広い知識と専門知識を有する最先端の医療分

野の先生です。講演内容は「高齢者のかかりやすい

危険な病気（心臓麻痺、肺炎、高血圧等）」について、

本人、家族から予知できる危険信号、応急処置、日

常生活での留意点と予防対策を講演頂きました。概

要は次号でご報告させて頂きます。 

「今後の予定」 

2.「石山寺縁起絵巻の全貌展」鑑賞 

 石山寺縁起絵巻の全貌が、10月 6日～11月 25日迄滋賀県立近代美術館で開催されます。 

 石山寺は古くから近江八景のひとつとして数えられる風光明媚の地であると同時に、西国巡礼

13番札所として、また紫式部が「源氏物語」の構想を得た古刹としても知られています。 

 今回は、重要文化財である「石山寺縁起巻全七巻」が全巻拡げて公開されますので、第２回「心

身のやすらぎ・健康」講座として企画・立案いたしました。 

当研修部 大坪 賢一氏、小西 幸信氏が県立美術館のボランティアをしており、今回の講座の企

画を担当いたします。ご期待下さい。ご参加をお待ちしております。 

記 

1）日 時  11月 14日  13時 30分～ 

        （受付 13時 10分より） 

２）場 所  滋賀県立近代美術館 

  （集合場所 エントランスロビー 総合案内所付近） 

3) 観覧料  本人  600円    知人  750円 

    （参考 当日券 950円   前売り券 750円） 

4) 申し込み締め切り 11月 1日 

  ※大本山石山寺（豊浄殿）で「石山寺と紫式部」展

が、9月 1日～11月 30日迄開催されておりますのでお知らせします。御興味のおありの方

は各自ご観覧下さい。 
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3. 検討中の企画 

 「心身のやすらぎ・健康」第 3回講座として、「琵琶湖ホール裏舞台」の見学を検討中です。 

 琵琶湖岸に威容を誇る「琵琶湖ホール」は、本格的オペラ上演を可能とする舞台を備えた日本有

数の劇場です。大ホール、中ホール、小ホールを備えたホールです。案外一度も訪れた事がない人

も多いのでは・・・私も。 

 楽屋のつくりは？又その配置は？リハーサルは何処で行われているのだろうか等疑問をお持ち

の方も多いと推察しています。ご希望があれば、１２月以降企画したいと考えております。 

なお、「琵琶湖ホール裏舞台」の見学会は「琵琶湖ホール」の空き舞台の日の見学になります。

２週間前での予約になりますので、連絡漏れの可能性がありますので、御興味のあるお方は各地域

の研修部員に事前に連絡下さい。実施日が決定次第連絡させて頂きます。勝手な都合・要望で申し

訳ありません。  

申し込みは、研修部各地域担当者へ(ご提案・ご意見募集中) 

    比叡地域 並木吉三郎 573－9248   中央地域 古田 常勝 524－7050 

    石山地域 久保 貞雄 534－5574   瀬田地域 大坪 賢一 544－0668  

小西 幸信氏 龍谷大学（深草）特別講演 

―滋賀県立近代美術館ボランティア活動― 

研修部  古田 常勝  

平成 24年７月 14日、龍谷大學深草学舎で、学芸員資格の修得を志す文学部、理工学部、国際文

化学部の１、２年生を対象に、レイカ大津支部研修部 小西幸信氏（31期生活科学）による「滋

賀県立近代美術館ボランティア活動」と題して特別講演（90分）がありました。聴講生は、学生

80人強、一般 20人強の 100人強でした。講演に先立ち、小西氏の経歴紹介があり、その中でレイ

カディア大学及び大津同窓会についても説明がありました。 

 講演内容は以下の通りです。 

 美術館及びボランティア活動の紹介があり、続いて美術館の役割について、優れた美術作品の鑑

賞を通して県民の美術に対する理解を深め、生活の中に潤いと心の豊かさをもたらす事にあるとの

説明がありました。 芸術的・美的センスの無い私が聴講し、二つの事が印象に残りました。 

 一つは、小西氏が耳の不自由な人に要約筆記の手法を

用いて、パソコンを使用した説明をいつか実現したいと

いう希望を持っておられることです。「歳と共に聴力の低

下は誰しも思い当たります。健常者以外にもパソコン利

用の拡がりを痛感。ゴルフ・一杯・同僚の動静、行事に

しかパソコンを利用しない自分が情けない」 

二つは、作品解説の方法として「対話型解説」と「講

義型解説」を、大津市生まれの小倉遊亀画伯の作品「磨

針峠」（すりはりとうげ）を使い、実演を交えた説明があ

りました。これまで講義型解説の経験しかなかった私に

は、対話型の鑑賞方法を聞き、目から鱗が落ちる思いでした。 

 祇園祭最中の暑い午後でしたが、心の中には涼風が吹き涼しく帰宅し、家内の美味しい料理でビ

ール一杯、みぞれ酒も追加（但し、手酌）。祇園祭以上に心身ともに充実した 1日でした。 
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    「ボランティア部」   

～無理しない！ 出来る時に、出来ることを、出来る範囲で！～ 

地域社会への貢献活動にご参加戴きました会員のみなさん！ 有難うございました。 

《活動報告》 

１．大津まちなかスッキリ士隊 始動!! 

9月 1日～9月 10日の期間、「違反広告物適正化旬間」（国土交通省）として、全国一斉に啓発

活動が展開されました。大津市では、電柱に貼られている違法な「はり紙」をこの期間に一掃す

る啓発や運動の取組みが進められました。 

啓発期間内の活動実績 

 比叡 中央 石山 瀬田 合計参加者数 

参加者数 7 3 5 11 26 

除却数 31 9 10 44 94 

各地域の違反広告物の除却活動 

◆瀬田地区 9月 3日（月）９時 30分～11時 30分 

瀬田東公民館に会員 11名と、市役所（都市計画課）小島主幹以下 3名が参加。 

龍谷大学周辺にある街灯柱に貼られている「違法広告物」は、粘着力が強く一時間   

 に 2人で 2枚剥がすのがヤットだったので、簡単に剥がす

方法があれば教えてほしい旨、市の主管課（都市計画課）

に問い合わせたところ、市の担当課が剥がしに行く、との

返事があり、結果 9月 3日に市役所の担当者と、本会とが

協働で作業活動を実施することになりました。 

龍谷大学校門前からフォレオ手前迄（５名）、フォレオ前

の学園通り前道路（４名）、郵便局前周辺（５名）の３班に

分かれて作業開始 10時頃から作業を開始し、11時 30分頃

解散しました。成果は（瀬田地域）：43枚（内、古い物や取

残しの除去 35枚）でした。 （報告 瀬田 山田 隆造） 
 

◆中央地区９月 4日（火）９時～10時 

会員 3名が参加。 

菱屋町商店街(振興組合事務所付近）             

成果（中央地域）：９枚(古い物や取残しの除去 

◆石山地区 9月 7日（金）９時 30分～11時 10分     

実施場所 ①大津市南郷 2丁目バス通り 900ｍ間 

     ②大津市黒津 2丁目交差点周辺、稲津町地内。 

参加者  5人 

石山地域では昨年に引き続き、今年も「屋外広告物適正化旬間」(9/1

～9/10)の推進に合わせ、除却活動を実施しました。 ９時 30分、南郷

 

 

瀬田龍谷大学周辺の活動 

黒津２丁目交差点付近 
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公園駐車場に集合した後、最初に南郷２丁目の住宅街、約 900ｍ間にある電柱を見廻り、貼られた

違反広告物７枚を除却しました。その後、 

車で黒津・稲津方面に移動し、黒津２丁目交差点周辺及び住

宅街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。両地域の合計除却枚数 10枚（内、剥ぎ残り５枚）でしたが、

強力な接着剤で貼ってあり剥すのに１枚 30 分を要するものも

あり、苦戦しましたが無事終わることが出来ました。ご参加の

皆様、ご苦労様でした。美しい地域の街づくりをめざし、これ

からも活動して行きたいと思いますので、ご協力の程、よろし

くお願いいたします。 （報告  石山地域    上田   豊） 

◆比叡地区９月 8日（土）9時～11時 30分 

「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。今日は京阪坂本

駅からＪＲ叡山坂本駅沿いの除却活動を行いました。坂本市

民センター前にスッキリ士隊 7名が 10時に集結、ミーチン

グ後、いざ出陣。まず、京阪坂本駅前広場に違反広告物大発

見、糊でぴったりと張り付いて透けたビラが汚らしい。その

数 20枚、スプレー水を掛けて、ようやくのおもいで剥ぎ取

るも、弱酸洗剤を使うか何か算段を考えねばなるまい。次に

ＪＲ叡山坂本に向かい、井神通りの４本の電柱で 11枚の合

計 31枚（すべて古い物や取残しの除去）を除却。11時半に

終了。坂本観光協会に本日の活動を報告して帰路につきまし

た。          （報告 比叡地域   西澤  勝） 

２．大津祭綱引きボランティア（予告）ハレの伝統行事が迫っています!! 

・本祭り：10月 7日（日）８時集合、18時解散予定（在校生 6名含む）20名（内 5名補欠） 

・山建て：９月 30（日）13時集合、13時 30分～14時 30分 8名 

 ・宵 宮：10月 6日（土）13時集合、13時 30分～14時 30分８名 

＊集合場所は、いずれも南保町自治会館前（中央小学校正門前）です。 

３．冬季びわ湖のヨシ刈（日程はすべて予定） 

   ＊  堅田・びわ湖大橋米プラザ前       平成 24年 12月 １日（土） 

＊ 石山・蛍谷公園前(京阪終点駅湖岸）    平成 24年 12月 15日（土） 

＊ 雄琴・アクティバ琵琶前         平成 25年 １月 27日（日） 

＊ 瀬田・唐橋公園前            平成 25年 １月 27日（日） 

＊ 下阪本・唐崎公園前（初参加）      平成 25年 ２月 17日（日）   

＊ 膳所公園前               平成 25年 ２月 24日（日） 

4．その他の活動 

 1)囲碁対局ボランティア 

みちづれ、茶話本舗の 2施設で開催、両施設共、月２回参加。 

2)瀬田川リバプレ隊 

毎月 10日 10時～実施。 

南郷２丁目 住宅街 

 

坂本の井神通り 
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第１１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 20日(土)柳が崎のび

わ湖大津館で開催されます。当会は特設ステージで支部マジックサークルの礒田先生による演技も

予定しています。また参加者がマナビー君のお面を作り、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。 

 

 

 

 

第 33期 新入会員歓迎会 

 大津支部には、33期卒業の 31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。 

            記 

日 時  10月 18日(木) 10時～14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)。 

レイカ大津のマジック演技 

新入会員歓迎会での説明（昨年度） 
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会員動向   

☆ 大津支部会員数(９月 20日現在) 242名   新会員が 31名入会されました。 

  新会員を入れた会員名簿を配布しますので、ご活用下さい。 

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回発行することになり、次回は 12月下旬発行予定です。

原稿締め切りは 11月 25日で投稿の要領は下記の通りです。 

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。 

「今回入会された新会員の投稿を特にページ数を空けてお待ちしています。」 
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、6月発行と 12月発行の年 2回の掲載としています。 

《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 38号は今年から力を入れている「小学校応援活動」を中心に編集しました。 

各地域での暑い屋外での活動の様子を、会員皆さんに投稿頂き紹介しました。 

 今年の夏はロンドンオリンピックと節電が、話題の中心になっていました。 

日本とは時差が 9時間ですので、現地の 19時は日本の午前 4時で、人気のあったサッカー等は

夜明け前からの中継でしたが、結構頑張って見ていた視聴者も多かったようでした。 

 まだ残暑が残っていますが、新会員の皆様と一緒に秋に向けて健康第一で元気に活動下さい。                                

編集委員(9名体制) 

増田 泰男 (堅田)     西澤  勝  (唐崎)    木元  晃  (比叡) 

大塚  庸行（打出）     谷  玲子 （石山）       今井 茂美 （石山） 

市吉登美一（平野）      米原  俊介 (瀬田)       佐瀬 章男 (瀬田北) 
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