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同窓会ホームページの紹介            会員動向・編集後記 

   

☆レイカ大津の集い･･･37期新入会員歓迎会を兼ねて    

日   時：平成 28 年 10 月 25 日（火） 13 時～ 16 時  

場  所 :大津市生涯学習センター  

☆地域活動発表会 

日   時：平成 28 年 11 月 14 日（月）９時 15 分～ 15 時 40 分  

場  所 :近江八幡ひまわり館  

皆様のご参加をお待ちしています！     

28 年度レイカディア大学祭報告  

ボランティア活動に寄せて 

（奥田副支部長）  

かけはし 
レイカ大津支部会報 

54 号 
平成 28年９月発行 

  [発行] レイカディア大学同窓会大津支部 
ホームページ：http://lacadia-dousoukai.com/ 
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ボランティア活動に寄せて 

 副支部長(比叡地域担当) 奥田 耕治（33期 園芸・志賀） 

先ず、最初にお断りを申し上げておきます。小生は「かけはし」の巻頭文を書くような経歴を持

ち合わせてはいないうえに、歴代の巻頭文を寄稿されたすべての皆様のように格調高い文章と読者

の心に響くような内容で感動させることの出来るスキルも無いことを承知の上でお読みいただけれ

ば幸甚です。 

会員の多くの皆様方が勤しんでおられるボランティア活動についての考え方を下手な文章で綴っ

てみたいと思います。小生も最近は同窓会の地域活動の一環で小学校応援や以前から続けているい

くつかのボランティア活動に汗を流していますが、時折、ボランティアとは何だろうと考えること

があります。近頃、滅多に開けることが無くなった我が家の昭和 44年版の[広辞苑]で調べてみると

①義勇兵 ②自ら進んで事業に参加する人、と、ありました。何かピンとこないので、インターネ

ットで調べてみると Wikipedia では「自らの意思により参加した志願兵」長じて「自主的に社会活

動に参加する人、また、奉仕活動そのもの」を指すこともあるとのこと。人それぞれに考え方があ

るとは思いますが、高邁な理念をもって活動されている多くの方々と異なり 67歳まであくせくと働

いていた小生にとって「無償」で世の為、人の為に働くことにいささかの葛藤をいまだに持ち続け

ています。元来、小生には世の中で四つほど嫌いなものがあると標榜しています。即ち「ヘビ」と

「仕事」と「人の世話」、あと一つは申し上げることは出来ませんが、そのような精神的に未熟な人

間がボランティアなどと烏滸がましいことをしてもいいのだろうか？と心を悩ませているところで

す。このままでは他の方々にも迷惑をかけるのではないかという思いから「いやいや」参加してい

ることを悟られないためにボランティア活動に参加することの意義と目的を小生なりに変更（歪曲）

して考えることにしています。世の為、人の為ではなく自分の為に参加しよう。参加すれば多くの

友人や先輩方と会えて話もできるし、手帳に予定を埋めることが出来るし、ちょっとはお礼を言っ

てもらえたり褒められたりとまるで子供の様ですが嬉しいのです。そのようなことにボランティア

活動に参加する意義を見出しているのと、あと一つ、活動中はあることから一時的ではあるが逃れ

られる時間でもあるわけです。 

思い返せば小生の人生には三人の「神さん」が付きまとっています。若いころは時々「神さん」

扱いされました。よく上司や先輩から、この「疫病神が」とどやされましたし、４年ほど前に自治

会長の選考の際、立候補者がいなかったので籤引きをすることになり、宝くじなど当たったことの

ない籤運の悪い小生が「会長札」を引いてしまうなど、この「神さん」は今でも時折肝心で来てほ

しくない時に現れます。もう一つの「神さん」はずっと小生の背中に居ついて一緒に暮らし、その

働きを十分にしている「貧乏神」さんです。 

最後の「神さん」は一番新しく小生の所にやってきて我が家に鎮座している「山の神さん」です

が、この「神さん」怖いです、すぐに祟りが現れます。現役で働いていた頃はそう

でもなかったのですが年金生活に入った今、貢物やお供えが少なかったり、虫の居

所が悪かったりすると「あれを片付けろ、ここを直しておけ」、「ごみを出しておけ」

等々枚挙に暇がありません。家でゴロゴロしていることの多い小生にとってボラン

ティア活動中は此の祟りから逃れる貴重な時間ですから、少々無理をしてでも健康

である限り取組み続けねばなりません。 

ボランティア活動については小生にも皆様方にもそれぞれの考え方があろうかと思いますが、参

加する以上は真剣に一生懸命に取組んで怪我の無いように楽しみ、其の上で、少しは社会や地域の

役に立てればいいのではないかと考えています。 
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37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37期卒業生の新入会員の歓迎会と支部会員の懇親を兼ねた会を

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：10月 25 日(火) 13：00～16：00 

◆場所：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） 

◆参加費は無料（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地域対抗ゲーム＆クイズ大会、サークル体験コーナ

ーなど④自由懇談(コーヒーサービスもあります) 

 

37期大津支部新入会員の紹介 

 

地域・地区 学科 氏名 読み 地域・地区 学科 氏名 読み
比叡・志賀 園 藤田　順一 ふじた　じゅんいち 瀬田・瀬田 園 中村　登 なかむら　のぼる

比叡・堅田 園 田中　建夫 たなか　たてお 瀬田・瀬田 園 森神　勇 もりかみ　いさむ

比叡・堅田 陶 栗山　悟 くりやま　さとる 瀬田・瀬田 びわ 中谷　浩治 なかたに　こうじ

中央・皇子山 陶 安藤　剛 あんどう　つよし 瀬田・瀬田南 陶 中西　徹 なかにし　とおる

中央・膳所 地文 三宅 乃芙子 みやけ　のふこ 瀬田・瀬田北 陶 宮下　康子 みやした　やすこ

中央・打出 健づ 的場　令子 まとば　れいこ 瀬田・一里山 地文 中川　幸子 なかがわ　さちこ

石山・南郷 園 小林　茂 こばやし　しげる 瀬田・一里山 健づ 梅田　和美 うめだ　かずみ

石山・南郷 陶 相馬　茂子 そうま　しげこ 瀬田・月輪 園 木村　幹男 きむら　みきお

石山・南郷 びわ 落合　修一 おちあい しゅういち 瀬田・月輪 陶 田中　勇 たなか　いさむ

石山・田上 園 松井　清子 まつい　きよこ 瀬田・月輪 健づ 渡邉 英津子 わたなべ　えつこ

石山・田上 地文 田中　繁 たなか　しげる 正式学科名： 園=園芸、陶=陶芸、びわ=びわこ環境
石山・田上 健づ 徳本　敏子 とくもと　としこ 地文＝地域文化、健づ=健康づくり
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第９回 地域活動事例発表会開催の案内 

同窓会の事業として「第９回 地域活動事例発表会」が下記のとおり開催されます。大津支部は

８番目の出番で、「市民体験陶芸講座の活動」について、棚橋 啓さん（33期 陶・瀬田北）が発表

されます。たくさんの方に応援していただきたく、遠いところですがぜひお越しくださいますよう

お願い申し上げます。 

 

記 

１、開催日時 ： 平成 28 年 11月 14日（月） 9:15～15:40 （受付 8:45～） 

２、開催場所 ： 近江八幡市総合福祉センター「ひまわり館」１階ホール 

３、発表内容 ： 下記のとおり

 

 

 

 

 

No. 時間 支部
「シニアパワー全開」

1 　 退職シニアが「明るく」「楽しく」「健康的」に生き生きとした生活を送り
　 ながら、少しでも地域社会に貢献できるように活動する様子
「大宝神社のサンヤレ踊りの復興に貢献」

2  　途絶えていた栗東市の大宝神社の「サンヤレ踊り」を84年ぶりに
　 今年の大宝神社例大祭にて披露できた。
「小さなバラ園作りとボランティア体験」

3 　　彦根のバラ園見学がきっかけとなり、我が家の一角にミニバラ園を
　　作ってみようと意欲がわいた。今では30本近くになった。
「平核無柿の栽培を通じて社会貢献」

4 　　耕作放棄をくい止め、栽培を継続しながら後継者の発掘、育成に力を
　　注ぎ、地域の特産品を盛り上げる。

「高島支所の剪定作業」
5 　　約10年程前から続いている高島支所の剪定作業の報告をします。

「卒業後も楽しくボランティア」
6 　　健レク33期生は、卒業後も全員（13名）が月一度集まり練習と打ち合わせを

　　行い、地域活動をしています。「てぶくろ」チームの紹介
「地域の高齢者サロンに画像で歌と話題を届ける」

7 　　毎月の高齢者サロンで、地域の話題や出来事等を画像で紹介したり
　　懐かしい歌を皆で歌ったり、体操やクイズ等々楽しんでいます。
「市民体験陶芸講座の活動と継続｝

8 　　市民発信型活動の一環として立ち上げた陶芸講座、一旦は継続を
　　断念したが困難を乗り越え、継続活動に至っている。
「私の地域活動」

9 　　びわ湖畔の景観をよくする会、くらし応援サポーター、みどりの病院
　　ボランティアグループ活動の紹介

11:25～

12:45～

13:20～

13:55～

14:30～

高島

中部

甲賀・湖南

大津

近江八幡

昼食・休憩　　　 11:55～

15:05～

湖北

9:40～

10:15～

発表テーマ等

守山・野洲

草津・栗東

湖東10:50～
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第５回大学祭・地域交流イベント 

                         佐瀬 章男（25期 生活・瀬田北） 

８月 18日（木）に今年も盛大に開催されました。 

イベントの内容は陶芸教室･パソコン教室･花苗ポット販売/野菜販売コーナー･小物バザー・活動

成果の作品展示・子ども向け工作・苔玉・お茶会等々で合計 860名の来場者でした。 

 10時半にレイカディア大学に着くと駐車場が満杯で少し待たされるほどの来場者で（昨年比126％）

記念品の無料配布もお昼前には無くなるほどの混雑でした。大津支部は①メーン通路で大津支部の

活動掲示と②ステージ演芸に例年通り参加しました。その他サポート隊での役割や子ども向け工作

等にも大津支部の会員が沢山参加しました。岩田支部長、脇田事務局長をはじめとして大津支部の

会員も沢山来場して、他支部の同窓会のメンバー等と交流していました。 

ステージ演芸では当支部は①大津祭りのボランティア活動を門間さんと澤島さんが発表し、午後

の舞台では恒例の②「詩吟と剣舞」を石津さんと嶌田さんが演じ、これも恒例の③「マジック」を

山本さんと荒木さんが演じました。どちらの演目もとても見応えのある出来で、観客の拍手を浴び

ていました。 

 出演者の皆様、本当に有難うございました。午前中の参加者が多く（記念品の効果）、午後のステ

ージ演芸の観客が少し減っていたのが少し気になりました。 

       

            

 

 

        

 
門間さん・澤島さんの大津祭り活動紹介          大津支部活動掲示板 

山本さん、荒木さんのマジック              嶌田さんの剣舞 
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[部会便り] 

「健康部」      

 ～たのしく なかよく 元気よく！～ 

 

第１回ディスコン大会 初参加報告 

 岸 研治（36期 地文・志賀） 

 ７月 29日（金）午前 10時から、瀬田公民館で第１回ディスコン大会が開催されました。 

今回は、瀬田学区シニアクラブと共催で 50名にのぼる参加があり賑やかな大会になりました。な

お、同窓会からは 18名が参加しましたが、私もディスコンデビューしました。 

 ゲームは初めてで、ルールもわからずだったのですが、

ディスコンというシートのようなボールを的のマークに

近づけて得点を競う、床のカーリングのような分かり易

いゲームでしたから、10分ほどで理解することが出来ま

した。 

 同窓会は５人ずつ３チームに分かれ競いましたが、ベ

テランの方はいろいろな戦術、テクニックを使って最後

の１投で逆転させるなど、各チーム１勝１敗で引き分け

でした。その後のシニアクラブとの対抗戦では、強豪と

の前評判通り完敗してしまいましたが、２時間の楽しい

時間を過ごすことができました。是非同窓会の皆さまの参加をお待ちしております。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎今後の活動計画（多数のご参加をお待ちしています） 

10 月 30日（日） ディスコン 膳所市民センター３階 大会議室 10 時～12時  

11 月 25日（金） 歴史探究ハイキング「幻住庵から石山寺」（研修部と共催） 
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「文化部」      

  ～趣味をふかめて  たのしく学ぼう！～ 

★陶芸体験講座 

１．日  時   平成 28 年 10月 14日（金）９：30～16:00 

２．場  所   生涯学習センター 美術工作室 

３．募集人員   24名（レイカ大津会員・一般市民） 

４．参加費    1,000円 

５．申込締切   平成 28 年９月 30日 

６．受  付   棚 橋 ☎５４４－０５３７ 

         中 野 ☎５４６－６４０７ 

７．その他    焼成等についてはこちらでやります。 

★「書道同好会」が発足します！ 

日ごろから「書」を書いてみませんか！ 

１．会員募集中：同窓会会員、一般市民の方（初心者の方 大歓迎） 

２．講師の先生：内田久代さま（23期 文芸・瀬田 現レイ大書道部講師） 

３．日   時：第２、４木曜日 13時 30分～15 時 30分  

第１回開催  10月 13日（木） 

４．場   所：中老人福祉センター学習室 

５．持 ち 物：筆記用具、書道用具 

６．参 加 費：月 500円 

＊申込みは 棚橋（33期 陶・瀬田北）☎５４４－０５３７ 

 

文化部各サークルの活動のご紹介 

サークル名 
ほのぼの絵手紙

サークル 
パソコン同好会 

マジック 

サークル 
書道同好会 

場  所 中老人福祉Ｃ 中老人福祉Ｃ びわこ大津館 中老人福祉Ｃ 

活動日 

月１回 月２回 月２回 月２回 

（第１月曜日） (第１・３火曜日） (第２・４木曜日) (第２・４木曜日） 

10:00～12:00 13:30～15:30 13:30～15:30 13:30～15:30 

会費 1,000円／３か月 2,000円／年 1,500円／月 500円／月 

代表者 齋藤 治子 佐瀬 章男 山本 和男 棚橋 啓 

連絡先 543-2895 543-5926 594-3630 544-0537 

連絡先 － 市吉 登美一 － － 

 
－ 525-6544 － － 

開催予

定日 

10月 ３日（月） ４日・18日（火） 13日・27日（木） 13日・27日（木） 

11月 ７日（月） １日・15日（火） 10日・24日（木） 10日・24日（木） 

12月 ５日（月） ６日・20日（火） ８日・22日（木） ８日・22日（木） 

 

ただ今 

会員募集中 
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「研修部」     

～参加して 味わおう 知る楽しさを～ 

第１回研修部行事「健康講座」実施報告 

28 年度研修部第１回行事として、例年好評の「健康講座」を６月 24日（金）14：00～15：00 に

大津市民病院９Ｆ大会議室で開催いたしました。 

「下肢静脈瘤の症状と治療について」というテーマで大津市民病院心臓血管外科の藤原克次先生

の講話を受講しました。災害等の避難生活を車中で過ごした人に多発する血栓によるエコノミー症

候群が問題視される今、受講者は熱心に講義を拝聴していました。今回は、一般の受講者と一緒に

同窓会員も聴講し、27名が参加しました。 

これを機に、健康管理意識と知識をさらに向上させ、有意義な人生を送る一助になって欲しいと

痛感した次第です。 

第２回研修『施設見学バスツアー』 

９月７日、曇りがちでありましたが青空が見える天候の中、大津

駅を出発し、高石市にある大阪ガス泉北製造所とガス科学館に５～

６人の案内嬢に出迎えられ到着。東南アジアをはじめ中近東・ロシ

アなどから天然ガスを輸入［-160 度の液化天然ガスのかたちでもっ

て］。日本に着くと海水でもってガス化するとともに、この温度差を

利用して発電を行うなどの説明を受けた。そののち専用バスに乗り、

セキュリティ対策の行き届いた工場見学、巨大なＬＮＧの貯蔵タン

ク・発電所・付臭施設とそれを結ぶ配管群などを説明つきで見て回る。 

そしてガス科学館では、日露戦争の講和会議が始まる明治 38年のガス灯

から今日までの発展の展示を拝見。-160 度の世界の実験を見たのち待望の

スペシャル幕の内の昼食。 

午後一層天気は良くなり、大阪湾の素晴らしい眺望をたのしみつつ湾岸

線を走り、神戸『人と防災未来センター』に向かう。阪神淡路大震災の

1995.1.17 の文字の入ったガラス張りの東西館に到着。１時 50分より見学、

最初に 7 分間のスライドで大震災の各地の様子を見る。その衝撃のまま展

示物や語り部のスライドを見て歩く。最後に東日本大震災の大津波の映像

を鑑賞した。改めて災害への備えや今の幸せを心から

感じた。 

参加された 24名の皆様も、感想の中で災害のすごさ

や、ガスという身近なものがどのようにしてつくられ、

どのようにして我々のもとに来ているのかを知ること

が出来た等、喜んでいただいたツアーであった。これ

も添乗して頂いた佐藤様そしてこのツアーの企画・交

渉全般にわたってご苦労をして頂いた勝田さんのお陰

と心より感謝したいと思っています。今後もこうした

企画をしていきたいと思いますので、多くのご参加を

期待しております。 人と防災未来センター建物前で記念撮影 

ガス科学館見学 

人と防災未来センター

見学 
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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９月以降の予定 

➀小学校応援活動 

 【校庭剪定】いずれも火曜日午後  【校庭花作り】いずれも第 2 木曜日午前 

    瀬田北小学校 9/20、11/22      瀬田東小学校 9/8、10/13、11/10 

    瀬田東小学校 10/4、11/29    【図書管理】 

    瀬田小学校  10/18、12/6      瀬田南小学校 毎週の月、火、木、金の午後 

    瀬田南小学校 11/2(水)、12/13  【行事応援】 

    瀬田北幼稚園 11/8         瀬田北小学校 9/24（土）午前 運動会 

    瀬田幼稚園  11/15         瀬田北小学校 10/15（土）午前 フェステバル 

   【校庭剪定】日程調整中 

    真野北小学校、仰木の里東小学校、小松小学校、木戸小学校 

 

②大津祭の紹介 

永い歴史と伝統を誇る大津祭は、400年の間、地域に守られ現代へ継承されてきました。

私達レイカディア大学グル－プは、それらの伝統を受け継ぎ、その役割として大津祭の曳

山ボランティア活動に参加して今年で 10 年なります。今年も多くの方のボランティアの応

募（72名）をいただき有難うございます。 

参加予定者への案内は「曳き手ボランティア」の方には９月 25日以降、「曳き手以外の

ボランティア」の方には 10月２日以降、連盟主催の説明会後に連絡いたします。 

【曳き手ボランティア】 

☆ 山建初め      10月２日（日）15名 

☆ 宵宮の宵宮曳    10月８日（土）17名      

☆ 本祭の巡行     10月９日（日）17名 

   【曳き手以外のボランティア】 

☆ 宵宮の整理・案内係 10月８日（土）７名 

☆ 本祭のお手伝い   10月９日（日）16名 

    応募団体としてレイカディア大学グル－プでも支え、盛り上げて行きたいと思っています。 

 

  ③スッキリ士隊講習会のお知らせ・・・未受講者にお願い 

    スッキリ士隊とは、大津市内屋外広告物の禁止された広告物の内 電柱や街灯柱等の張り紙

の除却活動を行うものです。 

    スッキリ士隊の講習会を受けた後「活動推進員」の身分証明が発行されます。除却権限の

委任を託されて活動を行なう事ができます。大津支部の会員の多くの方が受講され、大津市

内で活動を行っています。その評価に対して平成 25年度大津市長より感謝状を頂いておりま

す。是非この機会に受講をお願いします。（受講料は無料です） 

 

   日 時  平成 28年 10月 25日（火）16：10～16：50 

        （当日は新入会員歓迎会＆レイカ大津の集い閉会後） 
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   場 所  生涯学習センター会議室（201号室予定） 

   連絡先  山口玄洞 電話：077-545-6156 Eメ－ル：gendou@sepia.ocn.ne.jp 

 

 

内在校生 内協力者

仰木の里、真野北、小松、

木戸、堅田、坂本

7 85 11 2 5

図 書 管 理 逢坂、平野 2 27 5 1

2 27 5 1

剪定・同補助 南郷、青山、石山、大石 4 33 4

4 33 4

瀬田東、瀬田北、瀬田、

瀬田南、瀬田北幼

校庭花づくり 瀬田東 1 48 8 17 16

図 書 管 理 瀬田南 1 38 29 9

縫 製 応 援 瀬田東 1 15 15

- 53 2 3 2

5 243 60 27 40

18 388 80 30 45

小学校応援活動表　平成28年度４-８月分
摘　　要

剪定・同補助 6 59 7 2 5

小　　計

4 26 4

89 6 7 13

図 書 管 理
伊香立、仰木の里、
木戸、堅田

合　　計

5

小学校応援ミ－ティング

中央
小　　計

石山
小　　計

瀬田

剪定・同補助

小　　計

比叡

回数地域 応援項目 活動学校名 校数 参加者数

内在校生 内協力者

瀬田中学校前（大江五丁目） 9 1

コンソルテ瀬田 11 3 3

そよ風 1 1

真心ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽ横木店 3 3

大津老人ホーム 6 6

福寿草 2 2

瀬田川左岸京滋バイパス下 3 2

35 18 3

まちなか応援活動表　平成28年度４-８月分

スッキリ士隊

囲　碁　対　局

将　棋　対　局

瀬田川リバプレ隊

参加者数 回数
摘　　要

合　　　計

応援項目 場　　所
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平成 28 年度 大津まちなかスッキリ士隊「一斉除却」 

                         佐瀬 章男（25期 生活・瀬田北） 

 まだ残暑が厳しい９月１日（木）に今年は市南部の田上枝地域で実施されました。田上公園駐車

場に９時 45分に集合し 10時より開会式がありました。受付で登録者や当日参加者が名簿にチェッ

クし、作業用ビブスや軍手、お茶が支給されました。 

 始めに大津市都市計画課の高木課長より挨拶、その後担当者より実施に当たっての諸注意があり、

Ａ、Ｂの２グループに分かれて除却作業を開始しました。当日は市内９団体より 40名の参加者があ

り、大津支部は他のグループでの登録者も入れると 20 名の参加で全体の半数でした。岩田支部長、

山口地域活動部長をはじめとして皆さん元気に作業に当たりました。 

 レイカディア大学同窓会大津支部はＢ班で、枝３丁目の一番南側から除却作業を開始し、だんだ

ん北側に向かって古い違法広告物を剥がし、11時前にはＡ班との合流地点まで完了しました。 

 当日の作業結果は全体で 52枚、大津支部は 18枚の除却でしたが綺麗になった電柱をみて、すが

すがしい気持ちになりました。特に女性会員に活躍が目立った大津支部でした。 

 参加の皆様有り難うございました。 
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 [地域活動に活躍されている会員を訪ねて] 

スイカ作り 20年益々お元気な中村次良さん      

 比叡地域志賀地区にお住いのスイカ作り名人の中村次良さん(84歳、16期 スポレク）の紹介です。 

比良山地から吹き降ろす強い「比良おろし」にも負け

ないよう作られる、甘くてシャリシャリした「比良スイ

カ」をみなさん食べたことありますか？中村さんが 20数

年前、お仕事を退職されてから地域の休耕田を活かし、

地元の特産品となるものを模索し、サラサラした砂地に

適したスイカの栽培を始められたそうです。天候やハク

ビシンなどの動物被害に会いながら今では 55名とお仲間

も増え、志賀だけでなく大津の特産品となっています。

平成 24年には、農林水産功労賞及び市政功労者として表

彰されました。中村さんは在職中にソフトボールでピッ

チャーとしてご活躍、今も畑の横で時間があればボール

を投げたり、ソフトテニスをしたりで体を動かし、体育協会の会長、大津市ウォーキング協会副会

長もされ､現在でも毎朝４時に起床､７～10キロジョギングをされているそうです。 

毎年スイカ畑に地元の小学生を招待して、スイカの栽培についてお話ししたり世代を超えての交

流に子供たちから「スイカ甘かった！」などと書かれた手紙や色紙がたくさん届いていました。 

「精神一到、何事か成らざらん」をモットーとされているそうですが、これからもおいしいスイ

カ作りと共に、市民の健康・体力の向上・多世代間の交流にご活躍の中村さんを見習いたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     取材：広報部 福井かおる 

 

中村さんのスイカ作りは 

平成 27年度の教科書副読本 

「わたしたちの大津」にも 

紹介されています。 

堅田・石山のグリーンファームで 

買えます。 

このマークを探してください。 
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街頭美化で年間 200 回活動されている石津国一さん 

比叡地域志賀地区の小野駅を中心に一人で街頭美化活動を長年

にわたり続けられている石津国一様（83歳、27期 スポレク）の紹

介です。お会いした当日も近隣での草刈りを終えられ、日に焼けた

元気なお姿にお会いできました。 

いつからどんな切っ掛けで除草活動を始められましたか 

平成 7年に自治会長に就任、その翌年長年勤めていた会社を体調

不良でやむなく退職した頃から、近くの公園で草刈りを始めた。草

の茂った公園で幼児や小さな子供達が歩いたりボールあそびをし

ていたが、草刈りをしてスッキリした所にしてやったらもっと楽し

く遊べるのではと思ったのが契機。さらに地域のメインゲートであ

るＪＲ小野駅前広場での除草植栽を行った。仲間と言いう程のグループもなく数人の有志で当初続

けていたが、実働者が石津様一人となっている。そんな中、犬の散歩される方も多く、当初は犬の

糞も多かったが、徐々に自分で処理されるようになった。何といっても犬の方から懐いて寄ってく

れるようになったと喜ばれていた。特に駅前をきれいにするには、草が翌年に種を地面に落とさな

いように３年を目途に努力した。早め早めの除草の効果があった、とも話されていた。 

長年続けていて良かったことは 

最近では除草する範囲を広げ、近隣４町内の公園始め道端で繁っている所ま

で除草している。長年草刈りをしていることもあってか、知人でもない人から、

夏なら冷水の差し入れや駐車する場所の協力をしてもらえるようになって、よ

り多くの住民と知り合いになってきている。 

体調管理には特に注意している 

夏場の作業は、朝晩の涼しく日陰のある所で作業している。無理なく作業出来る時間帯や場所を

選別して、体調管理を最優先に、万全を期している。前かがみの作業が多いので腰の痛い時には、

作業終了後ゴルフの打ち放しを 50から 100球して腰の体操でカバーしている。 

長年続けられてきた除草作業を中止しようと考えたことはなかったのか、これからの抱負は 

除草作業をやめようと思ったことはない。特に平成 27年に大腸がんの手術を受けた折に、先生か

ら退院後は家にこもらず、体をよく動かすように指導されたこともあって、手術後２カ月目から草

刈り作業を再開している。悩みとしては後継者なかなか見つからない。まだまだ体力もあるので２

～３年は続けたい。朝の涼しい時や日陰を求めて朝食前 30～60分やって行きたいと話された。  

感謝・自慢できることは何か 

 毎日頑張れることは、母親が丈夫な体を産んでくれた事だと思う。母は故郷（山口県萩市）のお

寺の清掃を死ぬまで（95歳）毎日続けていて、死んだ時には無料で戒名を頂いている。また母方の

祖母は民謡が好きで県内外での大会で、入賞するなど大活躍をしていた。この２人のＤＮＡを引き

継いでボランティア活動が出来ているのだと思う。 

最後に町内の街角除草始め地域のお世話役（町内会長や民生委員など）さらには趣味のマジック

や詩吟を通じて、子供からお年寄りまで幅広く町民と仲良く過ごされておられ、本当にわが町を愛

されている人でした。これからも元気に地域活動に励んで頂きたく思いました。 

取材：広報部 大塚 庸行 
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レイカディア大学同窓会ホームページの紹介 

大津支部 HP担当 中村健一郎（33期 健レク・瀬田月輪） 

 

レイ大同窓会のホームページ（以下 HP）が更新されて間もなく 2年になります、組織的な活動に

より、徐々に内容が充実したと思っていますが、皆さん日頃閲覧されて如何でしょうか。 

HP の紹介の前に、少し HP の目的と運営について説明させてください。HP は滋賀県レイカディア

大学同窓会の活動を広く社会にタイムリーに公開し「同窓会の活性化、支部間交流、魅力向上」を

図り、以て大学の存在を社会にアッピールする有効なツールと位置付けています。レイカディア大

学同窓会の組織の下に、運用担当として HP管理班長（１名）と各支部に HP担当者を置いて HP の情

報掲載と維持向上を行っております。 

それでは、これから HPの更新内容と見方を簡単に説明いたします。先ず、レイカディア大学同窓

会の HPは次の URL（HPの住所）で開いて下さい。http://lacadia-dousoukai.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 右コラムには同窓会のお知らせと各支部の新しい記事が時系列で記載されています、ク

リックで直接カラー版の記事が閲覧出来ます。 

② 左側コラムに新しいアイコン「検索」が追加されています、探したい記事のキーワード

を入力する事で検索・閲覧出来ます。 

③ 中央の滋賀県地図は各支部のページとのリンクが付いています、クリックで各支部の 

ページに移動することができます。大津支部をクリックしてください。 

各支部の記事がクリ
ックで閲覧出来ます 

クリックで大津支部
ページに移行 

新しい「検索」アイコ
ンで記事検索 

同窓会全体のお知らせ
が表示されています 

クリックで「かけはし
30 号」から閲覧できま
す 

レイカ大津予定表 

クリックで予定がカレ
ンダーで表示 

大津支部の記事が時
系列で表示 

クリックで閲覧可能 

大津支部のページ 

レイ大同窓会 HP 



15 

 

中央コラムが大津支部のページです、私が新しい記事の掲載と更新を担当しています。 

① 「かけはし」が 30号から最新号までカラー版で閲覧出来ます。 

② 大津支部の記事が時系列で表示されています、クリックにてカラー版で閲覧できます。 

③ 新しく「レイカ大津予定表」を追加しました、大津支部に関する行事予定の情報（内容、 

日時、場所等）をカレンダーで知ることができます。 

HP は印刷メディアに比べ速報性と情報量が大きく、Web上で多くの人に発信できるメリットを 

持っています、皆さんの積極的なご利用で活用を拡大したいものです。 

 

三日月知事と「かけはし 53 号」が遭遇？！ 

大津支部報「かけはし 53 号」の印刷を６月 17 日 10時から淡海ネットワークセンターに於いて広

報部会員 10名で行いました。作業も終盤に向かい始めた 11時 15分頃に、三日月滋賀県知事が突然

我々の作業現場に現れ、一同一瞬あたふたとしました。同じ建物のピアザホールで公益社団法人日

本広報協会、滋賀県、大津市主催の全国広報広聴研究大会が 10時半から行われ、主催者として挨拶

をされた後、立ち寄られました。 

我々はシニア大学のレイカディア大学の卒業生で大津支部同窓会の会報を作成していること、大

学には 60歳以上が入学できること、支部会員には 90歳から 65歳前後までの 240名近くがいること、

在学年数は２年で週１～２日の授業が有ることなど 10分くらい色々と立ち話をしました。 

お帰りの際には出来たての「かけはし 53号」を一部差し上げました。記念写真にも気さくに応じ

ていただきました。レイカディア大学も宜しく！ 

＊かけはし 53 号は６月 23日に発行しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「かけはし」各号は同窓会ホームページでご覧いただけます。URLは http://lacadia-dousoukai.com/ 

または、ブラウザの検索欄に「レイカディア大学同窓会」と入力し、表示された項目から上記ＵＲＬの項

目を選んでください。後は 14ページの記事を読んでください。 

三日月知事と広報部員 
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 [会員動向] 

会員数 大津支部会員数 (９月 15 日現在)  255 名 

訃報  皇子山地区の門馬 三郎様が７月 29 日に逝去されました。 

      大正 15 年７月 17 日生まれで満 90 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 １日(火) 執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 

11 月 22日(火) 役員会   生涯学習センター ９時 30分～ 

12 月 ２日(金) 執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 
12 月 21日(水) 役員会   生涯学習センター ９時 30分～ 

広報部からのお知らせ 

会報誌「かけはし」は年４回発行しており、次回は 12月下旬の発行の予定です。 

次号は会員投稿を掲載します。原稿締め切りは 11 月 26日厳守で投稿の要領は従来の通りです。 

投稿の方法は特に定めはなく、テーマ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。 

「今回入会され新会員の投稿を特にページ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］ 

37 期の方 22名が大津支部同窓会に入会されました。今後の一層のご活躍を期待しています。 

今夏は本当に厳しい日々でした。猛暑日が 24日も続き新記録だったそうです。そんな中、テレビ

観戦とは言え、甲子園球場での高校野球、地球の裏側でのリオデジャネイロ五輪の日本選手の大活

躍に歓喜いたしました。 

今回初めての試みとして「地域活動に活躍されている会員を訪ねて」で元気な会員お二人に秘訣

を探るべく取材いたしました。皆様の情報をお寄せください。 

編集委員 

岩田 和彦(志賀）西澤 勝 (唐崎) 福井 かおる(唐崎) 和田 紀久子(日吉) 大塚 庸行（打出） 

住若 富子(打出）釜淵 佳明(膳所）松岡 克実(北大路）脇田 進(石山南郷) 河嶋文雄(石山南郷）

佐瀬 章男 (瀬田北) 中村 健一郎(瀬田月輪) 栗田 昇(瀬田月輪) 
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