
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目次  

 
 
 
  
 

 
 

 
 

 

 

 

レイカティア大学看板除幕式 

 新入会員紹介 

 

 

 

� レイカ大津の集い・・35 期新入会員歓迎会を兼ねて  

・・全員参加で  

日 時：10 月 15 日(水) 13 時 ～16 時 

場 所：大津市生涯学習センター  

� 小学校応援３周年記念大会   

日 時：11 月 22 日(土) 13 時～16 時 

場 所：長寿社会福祉センター 第１研修室  

◆基調講演 ◆活動報告他 

皆様のご参加をお待ちしています！ 

第２ステージを元気で 

（岩 田 副 支 部 長 ） 
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第２ステージを元気で楽しく！ 

                       比叡地域副支部長 岩田 和彦（32 期 陶芸学科） 

先ずは私事ですが、リタイア 6 年余りが過ぎました。それまではなんの趣味もなくありきた

りな下手くそゴルフと麻雀ぐらいでした。リタイア後すぐに運転免許取得、毎朝のウォーキン

グとストレッチ、畑で野菜作り、友人が教えている絵画教室で水彩画、侍への憧れで初めての

剣道、そしてレイカディアで学んだ陶芸などにチャレンジし楽しく続けております。お蔭で体

重は 8 ㎏減（目標 10kg 減）、肩こり・腰痛もほぼ解消、体調は至極良好です。剣道はこの 6 月

に三段に合格（年長者へはオマケ？）することができました。 

同窓会には入会 3 年弱、昨秋に陶芸学科助手とサポート隊長を終えしばらくはゆっくりと陶

芸、絵画にと思ったのも束の間、４月に比叡地域の副支部長、理事を兼務で命ぜられお受けす

るに至りました。健康部長職もとのお話でしたが、「グラウンドゴルフ」「ディスコン」には馴

染みを持ちませぬゆえお断りをさせていただきました。荒堀健康部長には大変申し訳なく思う

次第です。そんなことで「地域活動部」の副部長と親睦会の委員長を担当させていただいてお

ります。 

「小学校応援活動」の「校庭剪定」は比叡地域の対象校は 18 校あり、その内９校で活動しま

した。現在の参加者は同窓会員 14 名と在校生４名の合計 18 名です。春季の活動は６月（ツツ

ジの剪定が主体）に行いましたが、幸い雨で延期することもなく無事終了することができまし

た。蒸し暑い時期でしたが、特にご高齢の大先輩たちはお疲れの様子もなく、黙々と作業され

る姿を見て、只々敬服するばかりでした。実施時期が集中するため春季では残す９校の実施は

難しい状況です。秋期活動は10月～11月にと考えていますが春季実施校の大半は残余があり、

今後参加メンバー増を図れるかどうかが課題となっています。 

「図書整理」については現在まで３校実施。お一人で勉強されながら活動されている方もお

られ頭が下がる思いです。男性参加者の多くは「校庭剪定」と同一メンバーであり、これも上

記同様の課題を抱えております。「小学校応援活動」は今後量的拡大が難しくとも、「有志の方々」

と継続させることが大事なことであり、無理のない範囲で進めていければと考えております。 

「親睦会（35 期新入会員歓迎式＆レイカ大津の集い）」は「チラシ」でご案内のとおり 10 月

実施に向け、現在 10 人の委員の方々と準備を進めています。当年は 3 つのポイントとして 

１．新会員及び既会員の参加者数増 

２．新会員へ５部会・サークル活動の訴求による入会促進 

  ３．アンケートの回答・回収率を増やし次年度に反映させる 

など工夫を加え「楽しい集い」になることを願っております。 

「小学校応援活動」「親睦会」とも、皆様方には是非ともご理解とご協力を賜りたく紙面を借

りてお願い申し上げます。 
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35 期新入会員歓迎会＆レイカ大津の集い 

レイカディア大学同窓会大津支部 35 期卒業生の新入会員の歓迎会と支部会員の親睦を兼ね

た会を下記要領で開催いたします。多数のご参集宜しくお願いいたします。 

・日 時：平成 26 年 10 月 15 日(水) 13 時～16 時 

・会 場：大津市生涯学習センター大ホール 

（大津市本丸町6-50 ☎527-0025 京阪電鉄石山坂本線「膳所本町」下車 徒歩７分 

路線バス：湖岸経由『膳所公園』バス停下車 徒歩2分 

※駐車場には限りがありますので公共交通機関をご利用ください） 

・参加費：無料（サークル体験コーナーは一部有料） 

・催し物内容：①新入会員紹介  ②地域懇談会  ③サークル体験コーナーなど 

④自由懇談 ⑤みんなで歌おう 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

「明日をになう 子どもたちを見守りたい！」 

～小学校応援３周年記念大会～ご案内 

レイカディア大学同窓会大津支部は様々な社会貢献活動を活発に展開しています。中でも小

学校応援活動は平成 23 年から取り組みを始め、年々充実させながら３年目を迎えました。 

私たちはこの活動を関係機関、レイカディア大学在校生、及び一般市民の皆様に広く知って

いただき、今後のさらなる発展と継続を期したく、この度表題記念大会を企画いたしました。  

レイカ大津会員、ご家族、友人、知人など多数のご参加をお願いします。 

・日 時：平成 26 年 11 月 22 日（土）13 時～16 時 

・会 場：県立長寿社会福祉センター 第一研修室 

・大会内容 

     基調講演  NPO 法人 「グループ わ」代表 

活動報告 「レイカ大津の地域活動と小学校応援活動」 

その他 

＊NPO 法人「グループ わ」 
 神戸市シルバーカレッジの建学の精神「再び学んで他のために」の理念を実践するべく設立された NPO
法人で、約 1,300 名の会員が神戸市内各地域で活動を展開している。 
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レイカディア大学草津校大学祭 

                           佐瀬 章男（25 期 生活・瀬田北） 

 今年で第 3 回目となる草津校大学祭が８月 20 日から 23 日に盛大に開催されました。一般公

開のイベントは 21 日 10 時から 15 時まで開催され多くの来場者で賑わっていました。 

 以下その内容をチラシからご覧下さい。 

 

 大津支部からは「サポート隊」「演芸の出演者」「一般来場者」として、沢山の会員が参加し

ました。当日の来場者は事前のチラシ配布やＰＲが効いたのか子ども連れの来場者も多く、ク

ラフト教室やこども工作コーナーは終日大賑わいでした。来場者は約 620 人と昨年の約 400 人

を大幅に超えて大成功でした。以下にステージ演芸で活躍した各位の写真を紹介します。 

 

久 

  

        

                  

 

 

 

 

 

 

 

久保貞雄さん              大江良子さん 

嶌田千恵子さん             石津国一さん(詩吟) 
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「レイカディア大学」校名看板除幕式行なわれる 

広報部 松岡 克実 

大学祭初日の８月20日午後１時30分からレイカディ大学校名看板の除幕式が在校生を始め、

同窓会、サポート隊などの関係者が集まってとり行なわれた。 

これまで外部から見えるレイカディア大学の校名を表示したものが全くなく、長年の懸案で

あったが、昨年渡邉学長が就任されて校名看板設置の方向で検討することが決まり、大学当局、

在校生、サポート隊、同窓会で約一年の検討を経て除幕に至った。校舎に向かって右側の県道

沿いの植え込みの中に立てられている。 

    
渡邉学長の挨拶         除幕式後の関係者代表の記念撮影  

 

 

レイカディア大学草津校の聴講 

広報部 松岡 克実 
例年行われている同窓会会員の聴講が下記の内容で開催されました。 

・日 時：９月５日(金）10 時～12 時 場所：草津校大教室 必修講座 

・演 題：心の健康を考える ～ストレスと上手につきあうメンタルヘルス～ 

・講演者：上ノ山
う え の や ま

 真佐子 氏（サタデ－ピア理事長） 

この聴講に同窓会から 32 名、うち大津支部から 13 名が参加しました。草津・栗東、守山・

野洲、甲賀・湖南、近江八幡各支部からは 19 名が参加。 

講演者は公認 NPO 法人を運営されていることから、現実的で具体的な話しを交えたもので理

解しやすかった。日本人の五大疾病の一つが「精神疾患」で、精神疾患の患者が 320 万人にの

ぼるとのこと。早期の発見・対処が重要であるが、世間体の問題で遅れることが多々有るなど

を講義いただいた。特に、最後の方で話されたストレス場面の考え方「クヨクヨ・ぷんぷん思

考」「のんびり・ルンルン思考」やストレス解消に「笑い」の大切には直ぐにでも取り入れてス

トレスの無い、少ない余生を送ってゆきたいと思った。 
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 35 期卒業 大津支部新入会員の紹介 

事務局長 松岡 克実 

35 期 50 名の方が大津支部に入会されました。 

地域･地区 科 氏名 よみ 地区 科 氏名 よみ 

比叡･志賀 園Ａ 原田 登紀子 はらだ ときこ 中央･皇子山 園Ｂ 武川 忠男 たけがわ ただお 

比叡･志賀 びわ 太田 滋彦 おおた しげひこ 中央･皇子山 びわ 杉山 晃一 すぎやま こういち 

比叡･志賀 健づ 石川  修 いしかわ おさむ 中央･皇子山 びわ 冨田  豊 とみた ゆたか 

比叡･堅田 びわ 中村 十規人 なかむら ときひと 中央･皇子山 陶 曽我 泰行 そが やすゆき 

比叡･日吉 園Ｂ 久保 和巳 くぼ かずみ 中央･打出 地文 小西 通夫 こにし みちお 

比叡･日吉 園Ａ 齊藤 澄子 さいとう すみこ 中央･平野 びわ 竹村 啓子 たけむら けいこ 

比叡･日吉 園Ａ 傍島 公男 そばじま きみお 中央･平野 健づ 安達 和子 あだち かずこ 

比叡･日吉 園Ａ 三ツ谷 寛 みつたに ひろし 中央･平野 健づ 古藤 澄子 ことう すみこ 

比叡･日吉 びわ 吉田 愛子 よしだ あいこ 中央･平野 健づ 山田 たか子 やまだ たかこ 

比叡･日吉 地文 黒田 喜夫 くろだ よしお 中央･平野 陶 作見 壽 さくみ ひさし 

石山･北大路 びわ 永吉 博信 ながよし ひろのぶ 中央･膳所 びわ 釜淵 佳明 かまぶち よしあき 

石山･北大路 地文 上村 恒雄 うえむら つねお 瀬田･瀬田 園Ａ 磯田 孝潤  いそだ こうにん 

石山･北大路 地文 中山 敏夫 なかやま としお 瀬田･瀬田 園Ｂ 長崎 俊昭 ながさき としあき 

石山･北大路 陶 中村 克彦 なかむら かつひこ 瀬田･瀬田 びわ 初田  茂 はつだ しげる 

石山･石山南郷 園Ｂ 俣野 公治 またの こうじ 瀬田･瀬田 陶 難波 洋平 なんば ようへい 

石山･石山南郷 びわ 西山 克己 にしやま かつみ 瀬田･瀬田北 園Ａ 佐野 憲良 さの のりよし 

石山･石山南郷 地文 茨木 慶一 いばらき けいいち 瀬田･瀬田北 地文 森村 善三郎 もりむら ぜんざぶろう 

石山･石山南郷 陶 河嶋 文雄 かわしま ふみお 瀬田･瀬田月輪 地文 杉山  明 すぎやま あきら 

石山･田上 園Ｂ 石垣 昌枝 いしがき まさえ 瀬田･瀬田月輪 健づ 福永  勲  ふくなが いさお 

石山･田上 園Ｂ 近藤  修 こんどう おさむ 瀬田･瀬田南 園Ｂ 内田 典夫 うちだ のりお 

石山･田上 園Ｂ 相井 征夫 そうい ゆくお 瀬田･瀬田南 健づ 森山 恵子 もりやま けいこ 

石山･田上 園Ａ 寺崎 博文 てらさき ひろふみ 瀬田･瀬田南 健づ 横山 ミサオ よこやま みさお 

石山･田上 びわ 野村 幸司 のむら こうじ 瀬田･瀬田南 陶 橋爪 一雄 はしづめ かずお 

石山･田上 健づ 寒川 良子 さんがわ よしこ 
   

石山･田上 陶 長谷川 孝徳 はせがわ たかのり 正式学科名：園Ａ＝園芸Ａ、園Ｂ＝園芸Ｂ、 

石山･田上 陶 上田 誠二 うえだ せいじ 陶＝陶芸、びわ＝びわこ環境、地文＝地域文化 

石山･田上 陶 澤井 幸雄 さわい ゆきお 健づ＝健康づくり 
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 [部会だより]                    

「健康部」   ～ たのしく なかよく 元気よく！～ 

健康部 荒堀 勝正 

＜第 1 回ディスコン大会報告＞ 

 ７月16日(水) 午後1時から瀬田公民館３階大講堂で第1回ディスコン大会を開催しました。

当日は大変暑い日でしたが、講堂の中はエアコンが良く効いており、快適な環境の下、大津支

部から 13 名が参加して、瀬田学区シニアクラブの 12 名と共に和気あいあいとディスコンを楽

しみました。ディスコン初体験という参加者もいましたが、簡単な説明と少しの練習ですぐに

慣れてプレーを楽しんでおられました。未経験者の方、お気軽にご参加を。 

 

＜第２回グラウンド・ゴルフ大会報告＞  

９月 17 日（水）午後１時から坂本市民グラウンドで曇り時々晴れの快適な気候のもと、４地

域から 24 名の参加で開催しました。13 時過ぎにスタートし、16 ホールのコースを途中の小休

止を挟み、２ラウンドして腕を競い合いました。ホールインワンを 10 名の方が合計 14 個も出

す接戦となりましたが、上位の成績は次の通りでした。 

成績(敬称略)：優勝 岡田 融(堅田)、準優勝 松岡 克実(北大路)、内田 久代(瀬田) 

今後もグラウンドゴルフ大会を開催していきますので、道具をお持ちでない方、これから 

始めてみようと思っておられる方、是非地域の健康部会委員に声かけください。 

        

◎今後の活動計画 （多数のご参加をお待ちしています） 

１．第２回ディスコン大会       11 月 膳所市民センター 

  ２．第３回グラウンド・ゴルフ大会   12 月 びわこ文化公園 

  ３．第３回ディスコン大会       ２月 瀬田公民館  

和やかな中にも真剣に、熱心にプレーしました。優勝の岡田さんに荒堀健康部長から賞品
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「文化部」  ～ 趣味をふかめて たのしく学ぼう！～ 

文化部長 詫間 秀夫 

文化部サークル紹介 

☆マジックサークル 

現在は新しいマジックを習うよりもテーマーを決めて復習し、覚えなおすことに重きを置

いた練習を行ってます。平成 22 年から開始した出前活動は大津市立の老人センター、デイケ

アーサービスセンターをはじめ、民間のデイケアーサービスセンターや各地の老人会、子ど

も会、自治会、レイカ草津校大学祭等々で年に 25～30 回行うようになりました。人前で演技

することにより間違いなく腕前が上がります。 

・会員数：10 名  ・活動日：月２回（第２、４木曜日）午後１時 30 分～ 

・場所：びわこ大津館  ・会費 1,500 円/月 

・連絡先：増田 泰男（Tel & Fax 574-0946） 

☆「ほのぼの絵手紙」サークル 

レイ大卒業生だけではなく、大津市民の方々も交じりあって活動しています。

80%が女性です。作品は「レイカ大津作品展」「老人ホーム合同文化祭」「中老人

センター文化祭」等に出展しています。レイ大卒業生は 7 名と半数を割り込ん

でいます。レイ大在学中に絵手紙サークルに所属して卒業後中断している方や

今から始めてみたいと思われる方は下記連絡先迄お声掛け下さい。 

 ・会員数：20 名  ・活動日：月１回（第１月曜日）午前 10 時～ 

・場所：大津市中老人福祉センター  ・会費 1,000 円/３か月 

・連絡先：増田 泰男（Tel & Fax 574-0946） 齋藤 治子 (Tel & Fax 543-2895) 

☆川柳クラブ 

五七五に主に花鳥風月を詠み込む俳句と違い、人間の面白さ、おろかさ、反省、希望等な

どを詠み込むのが川柳。なかなか奥の深いものがあり、人間味もあります。前月に与えられ

た「題」に対し、会員が４句を作り、名前を伏せて一覧となった句の中から、

会員が本人を除く佳作３首、秀句１首を選びます。 

・会員数：６名  ・活動日：月１回（第３月曜日）13 時 30 分～ 

・場 所：大津市中老人福祉センター  ・会費  600 円/月 

・連絡先：増田 泰男（Tel & Fax 574-0946） 梅景 宏 (Tel 543-1421) 

☆パソコン同好会 

学習内容は「WORD」「EXCEL」の基本から写真の編集や動画の編集等が中心で

すが、新しく参加した人のために繰り返し学習も進めると同時に、最近はモバ

イルルーターの活用でインターネットの便利な利用法も初めています。教室の

学習は講師の学習画面をプロジェクターにより投影することで、より分かりや

すい進め方を目指しています。ノートパソコンを持参して参加下さい。 

・会員数：20 名  ・活動日：月２回（第１、３木曜日）午後１時 30 分～ 

・場 所：大津市中老人福祉センター   ・会費 2,000 円/年 

・連絡先：佐瀬  章男（Tel 543-5926   Email:sase@opal.plala.or.jp） 

          市吉登美一（Tel 525-6544   Email: otsuichiyoshi@leaf.ocn.ne.jp） 
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「研修部」  ～参加して 味わおう 知る楽しさを！～  

研修部長 勝田 幸三 

平成 26 年度 研修部活動計画 

平成 26 年度の研修計画を次のように立案しました。 

各項目ごとに逐次ご案内しますので多くの会員の参加を期待しております。 

 

実施時期 研修項目 研修内容 
担当

地域 

平成 26 年 10

月 1 日（水） 

10 時～12 時 

ロコモティブシン

ドローム「現状と予

防について」 

加齢による関節症などの身体機能の衰えにより、

寝たきりにならないための予防法を岡本先生に

学び、小野先生に予防体操の基本を学びます。 

中央 

 

平成 26 年 11

月 4 日（火） 

14 時～15 時 

大津市民病院 健

康講座「認知症を予

防する」 

「ねたきり」になる事とともに、絶対になりたく

ない「認知症」の予防法について、大津市民病院 

認知症看護認定看護師 山田先生の講座です。 

石山 

平成 26 年 11

月 29 日（土） 

10 時～12 時 

住友活機園見学 国の重要文化財に指定された「住友活機園」は明

治の大邸宅を今に伝える格調高い建築物です。 

見学には制約があり 30 名を予定しています。 

瀬田 

平成27年１月

28 日（水） 

13 時～15 時 

県立近代美術館開

館 30 周年記念「滋

賀近美 30 年の至宝

展」 

 

滋賀県立近代美術館は昭和 59 年 8 月に開館し、

今年で開館 30 周年を迎えます。当美術館は近代

の日本画、郷土美術、現代美術を収集方針とし、

これまで厳選した作品を収集してきました。この

中の名品中の名品を一堂に展示し、無料で公開す

る。作品の解説は解説ボランティアにお願いしま

す。 

瀬田 

平成 27年 3月 近江神宮と競技か

るた 

近江神宮とかるた、百人一首と大津、競技かるた

について競技かるたの実演など大津市かるた協

会の方から判りやすく解説していただきます。 

会場は近江神宮勧学館を予定 

比叡 

                ＊日時未定の項目については実施予定月のみで日時は検討中 

研修部募集中の講座のご案内「認知症を予防する！」は 10 月 15 日までに申込み書（８月 27

日付配布）にてお申込み下さい。 

各地域の研修部担当   

     比叡地域  増田 574-0946   和田 579-4588 

     中央地域  古田 524-7050   小野 523-3474 

     石山地域  西畑 533-7041   永尾 537-2465 

     瀬田地域  大坪 544-0668   松村 545-5958   金丸 545-3673 
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「地域活動部」 

～無理しない！ 出来る時に、出来ることを、出来る範囲で！～ 

地域活動部長 門間 正憲 

当面の活動 

1.  大津まちなかスッキリ士隊 

1－１ 全団体一斉除却作業に参加 ９月２日（火） 

本年も９月１日から 10 日の「屋外広告物適正化旬間」に合わせて行われました。 

15 名の参加でご苦労様でした。 

1－２  「スッキリ士隊資格者」取得講習会の開催決定 

      新入会員の皆さん是非受講しましょう！ 

  支部では大津市景観づくり推進活動に参加し、各地域で年２～３回の除去作業を実施し成

果を積み上げています。６月現在 83 名の資格者です。未資格の会員及び新会員の皆さんも

この機会に資格をとって活動に参加してください。 

  ・日 時：平成 26 年 11 月 26 日（水）10 時～11 時 30 分 

  ・会 場：中老人福祉センター  打出浜１－５  TEL 526-2752 

・講 師：大津市都市計画課   

申込は地域活動部・地域相談役に連絡ください。 

２．「大津祭ボランティア」の募集状況―――ほぼ目標を確保 

  本年も現役在校生の応募をいただき、ほぼ予定目標人員を確保できました。 

また本年から曳山の曳き手以外のボランティアを募集して販売、昼食会場などの役割も応

援しています。 

     10 月 ５日（日） 鉾建て・試運転  13 名 

     10 月 11 日（土） 宵宮 試行    13 名 

     10 月 12 日（日） 本祭 曳き手   18 名  曳き手以外 ６名 

  参加予定者への最終案内は９月 28 日（日）連盟主催の説明会後に連絡します。 

３．冬季びわ湖の「ヨシ刈りボランティア」の案内 

今年も例年同様、開催が予定されます、寒い時ですが皆さんの参加をお待ちします。 

 12 月分予定（見込み） 

   12 月７日（日） 堅田：びわ湖大橋米プラザ前 ８時～11 時 

   12 月 13 日（土） 石山：螢谷公園前 ８時～10 時 

 １月～３月の予定は次号「かけはし」掲載予定 

４．小学校応援（校庭整備）秋季分 

  各地域で 10 月～12 月にかけて予定を調整中です、今後お知らせする情報で、皆さんの都

合の良い日に参加しましょう。 

５．わかやま国体ボート競技のボランティアについて（予告） 

  来年の平成 27 年９月 27 日～30 日にびわ湖漕艇場で開催されます。大会運営ボランティア

募集が行われており大津支部も積極的に協力することにしました。詳細は後日お知らせし

ますが、多数の参加ご協力をお願いします。 

地域相談役                                      

比叡地域 荒木 博美 TEL523-6030     中央地域  澤 辰男 TEL522-1929 

石山地域 木本 修二  TEL533-1714     瀬田地域 山口 玄洞 TEL545-6156 
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「大津まちなかスッキリ士隊」一斉除却活動 

                   佐瀬 章男（25期 生活・瀬田北） 

１．日 時：平成26年９月２日(火)10:00～ 12:00  ２．集合場所 唐橋公園 

３．対象地域：瀬田地域（瀬田川沿いの東側地域） 

４．実施内容：２つのグループに分かれ電柱に貼られている違反広告物のはり紙の除去活動 

大津市の都市計画課から上記の内容で関係団体に参加を要請され、当日は大津支部より17名

の会員が参加しました。毎年９月１日～10日の間、全国的にこの活動が展開されており当支部

も要請に応じて毎年活動していますが、今年は久しぶりの好天に恵まれて残暑の厳しいなかで

の活動となりました。 

開会式での挨拶に続き活動用具の点検チェックの後、当会は大津衛生社、滋賀銀行、関西電

力との合同チームで出発し、ＪＲの線路より北側の玉野浦から東レ瀬田工場西側の大江１丁目

を巡回し、10数枚の違反広告物のはがし作業を進めました。10時から11時30分の暑い中参加頂

きました会員の皆様、ご協力を有難う御座いました 

 

  

 

 

 小学校応援活動 

各地の副支部長が中心となって学校応援活動をすすめていますが、６月～８月までの活動記

録の実績一覧表です。地域活動部会は皆様の活動のお手伝い役です。 

～地域社会貢献活動こそ、それぞれ参加者にとって「楽しみ」探しでありますように～ 

   小学校応援活動記録（平成 26 年６月１日～８月 31 日） 

 

地 域 月日 活 動 項 目 活 動 学 校 名 参加人員 内 在 校 生 摘  要 

比叡 ６月 校庭剪定・同補助 伊香立・仰木の里 

仰木の里東・堅田 

木戸・小松・真野北 

48 8  

６月 図書整理 日吉台 2   

７月 校庭剪定・同補助 仰木の里東中学 10 2  

７月 図書整理 日吉台・伊香立 8   

 小 計 ８校 68 18  
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中央 ６月 図書整理 逢坂(２回)・平野(２回) 19   

７月 図書整理 逢坂(１回)・平野(１回) 10 2  

 小 計 ２校 29 2  

石山 ６月 校庭剪定・同補助 青山・石山 22 6  

８月 校庭剪定・同補助 大石 5 2 ＰＴＡと協同 

 小 計 ３校 27 8  

瀬田 ６月 校庭剪定・同補助 瀬田・瀬田南 22 1 ＰＴＡと協同 

６月 図書整理 瀬田南（11 回） 19   

６月 家庭科応援 瀬田東（19 回） 24  市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと合同 

６月 校庭花壇作り 瀬田東 6  内協力者３人 

７月 校庭剪定・同補助 瀬田東・瀬田北 17 2  

７月 図書整理 瀬田南（８回） 11   

８月 環境整備 瀬田 11  金網蔓除去､低木剪定 

８月 校庭花壇作り 瀬田東 2   

 小 計 ４校 112 3  

大津

支部 

 

合 計 17 校 236 31 

 

 

各地域の学校応援活動 
＜比叡地域＞  

◎仰木中学校剪定 

７月８日（火）８時 30 分～11 時 30 分、参加者 10 名（内在校生２名）。中学校は対象外であ

るが、仰木の里・仰木の里東両小学校の活動窓口として、世話になっているコーデイネーター

よりの依頼により、正門周辺のツツジの剪定作業を行った。当日は台風前の高温多湿の悪条件

下で作業は捗らず、ゴミ整理及び一部分を残し学校へ委ねることにした。 

◎伊香立小学校図書整理  

９月９日（火）９時より 11 時 30 分、参加者

８名で２回目の補修作業を行った。事前に学校

側より補修対象本抽出してもらえたのでスムー

スに行えることができた。パソコンでの管理方

法の依頼があったが、メンバーには知見なくお

断りした。    （報告 岩田 和彦・志賀）       

 

＜中央地域＞                          

図書室の整理       

中央地区では小学校応援を２校 逢坂小学校・平野小学校の図書室整理を行っている。学校

との信頼関係を大切にして無理のない範囲で根気強く継続するように考えている。 

◎逢坂小学校 

図書室整理は月２回、活動メンバー３人で書籍の修理、ラベリング、日に焼けた部分を消し

ゴム・サンドペーパーで削り取る作業、そして乱雑に読みぱっなしになっている書物の本棚整
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理などを行っている。 

これらの作業をするに当たっては、教育委員会から派遣されていた司書の方（大津市立図書

館に勤務されていた）に２回の作業手順の指導を受けた。現在月２回のペースとなっているが、

活動メンバーの増強と学校当局の主導になっている日程を当方で曜日を指定できるように改善

して行きたい。最近では図書室に飾る折り紙作業の作成も依頼されている。平成 26 年８月まで

の５カ月間で５回延べ 13 名。 

◎平野小学校 

平成 25 年６月より小学校応援活動を開始、その内容は書籍の修理、書籍への透明フィルム

掛け、書籍等へのゴム印押し、時間に余裕があれば本棚の整理・拭き掃除等を行っている。ま

た、活動中に図書室を利用する児童とふれあい、

楽しい時を過ごした。 

活動は夏休みの８月は活動を中止、10 月までは

月１回であったが学校より月２回の活動要請を受

け 11 月から月２回に変えた。メンバーは順次増え、

レイカ同窓会員６名・レイカＯＧ１名・レイカ在

校生２名計９名（女性６名、男性３名）が活動し

ている。活動日は学校行事予定を勘案し当方都合

で決めている。平成 26 年８月までの５カ月間で７

回延べ 34 名。     （報告 詫間 秀夫・平野） 

＜石山地域＞ 

◎南郷小学校の剪定・除草 

 ５月 28 日（水）９時～11 時 参加者 10 名（うち在校生３名） 

好天のなか昨年同様、畑、プール横周辺の低木剪定（ツツジ、アベリア）及び除草を実施。フ

ェンス沿いにツルが絡まりなかなかしぶといもの

でした。またプール横通路の除草もかなりのゴミ

が出ましたが予定時刻に終了。 

◎青山小学校の剪定  

 ６月 10 日（火）９時～11 時 参加者 10 名 

（うち在校生４名）   

昨年と同じグランド横のツツジ剪定と校舎周辺

の低木剪定を実施した。昨年剪定していたので 

スムースに作業がすすみ予定の２時間で完了、 

在校生４名の応援があり助かった。 

◎石山小学校の剪定 

  ６月 19 日（木）９時～11 時 参加者 11 名（うち在校生２名） 

作業の箇所は昨年春実施のグランドの川沿いのフェンス（高い）側の低木ツツジ剪定と杉、檜

などの枝切り（低い部分）フェンスのツル除去などで今年も剪定ゴミがいっぱい出ました、袋

入れ作業に手間がかかり、時間超過しましたが終了できました。（昨年は２回） 

◎大石小学校の剪定・除草 

 ８月 23 日（土）９時～10 時 30 分 参加者 ５名（うち在校生２名） 

 今回初めての活動で当日はＰＴＡの行事に協同して行いました。学校玄関横の低木剪定（アベ

リア）とその周辺の除草及びプール横の除草（２箇所かなり広い）草刈機が活躍してほぼ予定

時刻に終了できました。人数が少なかったので精一杯でした。 

青山小剪定 
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◎大石小学校の家庭科（ミシン縫製）の予定 

 10 月２日～30 日の間 12 回、学校からの依頼を受けました。 

５年生のミシンを使ったエプロン作成の授業補助を予定、参加者の募集中です。当地域では初

めての取り組みで無事終了させたい。          （報告 門間 正憲・南郷） 

＜瀬田地域＞              

注記：（  ）内は非会員を示す            （報告 山口 玄洞・瀬田月輪） 
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地域ミーティング 

＜中央地域＞                      大塚 庸行（25 期 陶芸・打出） 

本年初めての地域ミーティングを７月 15 日（火）大津市生涯学習センターで開催しました。

前年７月が初めての開催でしたので、今回が２回目の開催です。新年度に入り日ごろはお互い

同じ地域に住み、同窓会の会員でありながらお会いして話をす

る機会もなく、月日が経過している現状ですので会員同士間で

の顔合わせ会を持つことにしました。 

参加者は11期の先輩から34期の会員まで幅広く19名の会員

が参集しました（参加率 40％）。自己紹介から始まり、趣味の

こと、各地域でのボランティア活動状況やレイカ大に入って多

くの気の置けない友人が出来、また同好の士として旅行・ハイ

キング・囲碁など楽しく仲間と過ごしているなどフリートーキングでしたが、昼食を挟んで絶

好のコミミュケーションの場を持つことが出来ました。 

自己紹介で全員リラックスした所で、皇子山地区の小野英明様（31 期 スポレク）による練

功体操を全員で行いました。正しい姿勢の効用、筋力を付ける事が長生きの有力な手段である

ことなどユーモアをまじえた指導をしていただきました。 

＜瀬田地域＞                        佐瀬 章男(25 期 生活・瀬田北) 

 恒例の瀬田地域ミーティングが７月 1 日（火）９時 30 分～11 時の間、瀬田東市民センター

の２階和室で開催されました。 

 ミーティングは年４回支部の機関誌「かけはし」発行

直後の月初の火曜日に開催されています。４月の支部総

会後初めてのミーティングで、関係者の挨拶に続いて早

速議事にはいりました。 

１．レイカ瀬田４小学校の 26 年度窓口スタッフ等の確認 

２．小学校の依頼事項に対する応援活動取組について各種応援（ミシン縫製、図書管理、校庭

花壇、校庭剪定、学校催事、書道、その他）の取組状況と今後の活動 

３．レイカ瀬田４小学校の応援活動における基本的な取組方・考え方等（素案作り） 

以上に関して活発な意見交換が行われ、午後からの応援活動を前に 11 時過ぎに終了しました。 

当日の参加者は 21 名でした。 

＜比叡地域＞                      岩田 和彦（32 期  陶芸・志賀） 

８月 18 日（月）堅田の浮御堂近くにある「大津市市民部 堅田なぎさ苑」で開催しました。

21 名(内役員 11 名)が参加され 11 時～14 時の間、昼食の弁当をとりながら和やかに進めること

ができました。私の方から、「連絡事項」として各行事の案内と参加要請、「協議事項」として

会員への連絡方法の改善及び小学校応援活動の問題点を提議しました。 

連絡方法の改善策としてグループメール活用の提案を頂き、早速、西澤さんにお願いするこ

とにしました。学校応援については他団体との協働ができな

いか等のご意見があり、今後学校側へ問いかけることにしま

した。 

昼食後は自己紹介を兼ね自由発言の場をもちました。色々

と貴重なご意見や要望が出ました。いただきましたご意見・

要望は適宜対応していく所存です。皆さんのお元気に多方面

で活躍されているお話を頂き、予定時間を超過するほど熱の

入った意義あるミーティングとなりました。 
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［会員動向］ 

会員数 

大津支部会員数 (９月 20 日現在) 266 名 （うち 35 期新入会員 50 名含む） 

訃報  

 堅田地区の濱辺 一様が４月 18 日に逝去されました。 

      大正 15 年７月 15 日生まれで満 88 歳でした。 

石山南郷地区の松井 猪一郎様が８月 16 日に逝去されました。 

      大正 12 年３月 29 日生まれで満 91 歳でした。 

   ここに謹んで哀悼の意を表し、心からご冥福をお祈り申し上げます。 
大津支部事務局からのお知らせ 

10 月の執行役員会及び役員会の開催はありません 

11 月 14 日(金）９時 30 分～12 時 執行役員会 中老人福祉センター３階 伊吹・比良の間 

11 月 26 日(水）13 時 30 分～16 時 役員会 中老人福祉センター３階 伊吹・比良の間 

広報部からのお知らせ  

機関誌「かけはし」は年４回発行しており、次回は平成 26 年 12 月下旬の発行の予定です。 

原稿締め切りは 11 月 25 日厳守で投稿の要領は従来の通りです。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 

〒520－0052   大津市朝日が丘１丁目 15 番 15 号  

大 塚 庸 行 宛  TEL・FAX 077－525－7338 

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

 西 澤  勝 宛  benten-nishi@ares.eonet.ne.jp  

［編集後記］ 

本号は学校応援活動・地域ミーティングの実施活動状況を掲載しました。各地域の特徴が出

ています。それぞれの地域に合った活動をやりましょう。今年の夏は天候不順でしたが秋は深

まってきました。健康に留意して過ごしましょう。 

編集委員 

後藤 耕司 (堅田) 西澤  勝  (唐崎)  渡邉 愛子 (日吉)  大塚 庸行（打出） 

住若 富子（打出）    松岡 克実（北大路）  安藤 気沙代（田上）   

佐瀬 章男 (瀬田北)   中村 健一郎 (瀬田月輪) 安藤 孝子（瀬田一里山）  
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