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29 年度大学祭報告 

各部会活動 

          

  会員動向・編集後記 

▶ 生涯学習フェスティバル  

日  時：平成 29 年９月 23 日（土･祝）  10 時～ 15 時  

場  所：皇子が丘公園体育館  

▶ 38 期新入会員歓迎会＆レイカ大津の集い   

日 時：平成 29年 10月 24日(火) 13時～16時 

場 所：大津市生涯学習センター 

皆様のご参加をお待ちしています！     

「私の人生観」について 

（山口副支部長） 
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「私の人生観」について 

副支部長(瀬田地域担当) 山口 玄洞(27期 園芸･瀬田月輪) 

 

平成 23年の東日本大震災は、多くの尊い命を亡くされたことにフィジカルな苦しみを、また放射

能汚染に対しては、極めてメンタル的な問題（目に見えないし、匂わないためその影響は甚大で、

家を出るか否か、残った県民は県野菜を食べるか否か、学校の牛乳を飲むか否か、放射能に対する

個々の考え方の違いなどが端的に表れ思い知らされました）を残しました。 

人生で一番重大な決心を余儀なくされて県外に避難された方（滋賀県）に少しだけお世話をさせ

て頂きました。被災者への支援を考えたとき、個人のメンタルの部分を直接受け入れることの難し

さがわかりました。被災者だけでなく、人の気持ちの心の在り方を尊重しなければならないことを、

私は痛切に感じ、それ以後私の人生に「仁」の言葉を心の中心に据えております。 

人生を３分類に分けますと、生まれてから高校・大学まで教育を受けた期間を第一の人生、第二

の人生は会社に就職し生産活動に携わった期間、第三の人生は会社をリタイアしてから死までの期

間となります。2015 年の日本の平均寿命は 83.7歳で、健康寿命は 74.9 歳です。 

 私の第二の人生は、滋賀の大津から大阪の企業に就職しリタイアするまで、日本の高度成長時期

と共に、後半は企業の存亡の危機に遭遇しながら、家庭を顧みず会社人間に成りきって、生産性効

率のみを求めながら勤めてきました。今となっては、第一の人生より第二の人生で数多く業務に携

わって得られたことが身体に染みついているような感じがします。第三の人生に入ってからは､会社

人間を即卒業し､社会の一員となって数多くのボランティア活動を行ってきました。 

 ボランティアについて考えてみますと、よく人の為と思っておられるかも知れませんが、私は「人

の為」と書くと「偽り」という字になります。「人の為に善いことをする」と書くと「偽善」となり

ます。私たちシニアが地域社会を支える側に立って活動するボランティアは、シニアの「幸せ」で

ありシニアの「生きがい」を感じながらの活動と思っております。つまるところ自分の為となり自

分の誇りと思っております。 

還暦を過ぎた頃に、私の座右の銘を考え掛け軸にして掲げました。それは「明徳明」という言葉

です。意とするところは、「すべての人間は生まれた時から、自分だけの輝かしい徳をもっている。

それを生きている間にその徳を磨き､さらに輝かしい徳を世に明らかにしなさい。」という意味です。 

私はまもなく「後期高齢者」に仲間に入りし、先ほどの健康寿命年齢になります。第三の人生を

細かく分類すると「老」「病」「呆」「死」となり、この４つの過程は短いスパンと考えています。こ

れからは一呼吸置いて「死生観」をもって老いの人生を模

索していきます。基本的には、今まで歩んで来た道の延長

上に、座右の銘を意識しながら、目的に重点を置く生き方

でなく、これからの踏み出す一歩を、誰にということなく、

すべての縁のある人に、私なりの役割を何か出来ないか、

生かされている一日一日を大切にしながら、私の歩んでき

た道をさらに延伸していきたい。 

 

「相田みつを」の言葉から  

道：“歩くから道になる 歩かなければ草が生える” 
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38 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38期卒業生の新入会員の歓迎会と支部会員の懇談会を下記要領

で開催いたします。多数のご参集を宜しくお願い致します。 

🔶 日時：10月 24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下さい） 

🔶 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サークル体験 ③地域懇談会 ④地域対抗ゲーム・クイズ大会⑤

自由懇談（コーヒーサービスも有ります） 

  

 

 

 

 

 

 

38 期大津支部新入会員の紹介 
正式学科名:園=園芸､陶＝陶芸､地文＝地域文化､健づ=健康づくり 

 

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 田北 憲広 たきた  のりひろ 石山・田上 健づ 石井 紀子 いしい  のりこ

比叡・堅田 陶 吉田 孝子 よしだ  たかこ 石山・田上 健づ  井口 ちえ子 いぐち  ちえこ

比叡・唐崎 陶 山崎 由弘 やまざき  よしひろ 石山・田上 地文 小山 秀和 こやま  ひでかず

比叡・日吉 地文  河合 勲 かわい  いさお 石山・田上 園 松永 正章 まつなが  まさあき

中央・皇子山 地文 井口 友治 いぐち  ともはる 石山・田上 園 山本 信雄 やまもと　のぶお

中央・平野 地文 首藤 優克 しゅとう  まさかつ 瀬田・瀬田 園 山田 豊子 やまだ  とよこ

石山・北大路 健づ 和田 幸美 わだ  ゆきみ 瀬田・月輪 園 河村 良一 かわむら  りょういち

石山・北大路 健づ 増尾 兆栄 ますお  よしえ 瀬田・月輪 園 　保田 修 やすだ  おさむ

石山・北大路 地文 新藤 和義 しんどう  かずよし 瀬田・一里山 陶 玉渕 安雄 たまぶち  やすお

石山・南郷 地文 深尾 保文 ふかお  やすふみ 瀬田・瀬田南 地文 比嘉 眞弓 ひが  まゆみ

石山・南郷 園 古川 敬一 ふるかわ　けいいち 瀬田・瀬田南 陶 了戒 信善 りょうかい  のぶよし

石山・南郷 園  野上 修 のがみ  おさむ 瀬田・瀬田南 園 堀田 建夫 ほった  たてお

石山・田上 陶 片山 博敏 かたやま  ひろとし 瀬田・瀬田南 陶 高橋 文代 たかはし  ふみよ

全員が力を合わせて頑張りましょう 

豪華を賞品 

用意しました 

サークル体験 
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第 10回地域活動事例発表会開催のご案内 

同窓会の事業として「第 10回地域活動事例発表会」が下記の通り開催されます。大津支部からは

「マジックサークル出前活動」について山本和男さん(25期 園・志賀）が発表されます。 

マジックの実演もされますので、遠いところですが、是非支部会員にはたくさんの方に応援して

頂きたく、ご案内申し上げます。 

記 

１、開催日時   11月６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   下記の通り 

 

 

 

 

 

 

 

No. 時間 支部

１ 9:40～ 近江八幡
「紙芝居上演によるボランティア活動」
　　「地文34会」の活動の一つとして、在学中に各自で作成した紙芝居を、子ども食堂、
　　デイサービス等で上演している。幕間には手遊び・手品・歌も披露している。

2 10:15～ 守山・野洲
「自立、奉仕、助け合いで生きがいを」
　　ＮＰＯ法人ＮＡＬＣびわこ湖南拠点に所属し、会員それぞれのやりがい、生きがいの
　　実現を目指している。子育て支援として「ふあふあ守山」の活動を発表します。

3 10:50～ 湖東
「生ごみを堆肥に変え、ごみ削減とエコ菜園を楽しむ」
　　在学中に立ち上げた「レイカエコくらぶ」で卒業後も活動、仲間も増え、彦根市の
　　「簡易生ごみ処理普及事業」そして登録、活動しています。

4 11:25～ 湖北
「よし笛にてボランティア活動」
　　33・34期生活科学学科８人組です。結成７年目を迎え、地域社会に少しでも
　　貢献できるよう月１回の活動を定期的に行っている。

11:55～ 昼食・休憩

5 12:45～ 大津
「マジックサークル出前活動」
　　マジックの出前ボランティア活動を、クラブと個人で年間90回出演、リピーターや新規も
　　増え、当年は助成金の交付で更なる活動を目指します。

6 13:20～ 甲賀・湖南
「健康ＢＡＮＤ体操と子育て支援」
　　健康ＢＡＮＤ体操はゴムＢＡＮＤを使い、椅子に座って体を伸ばす体操です。
　　子育て支援は幼児を対象にすずめの学校おやつ作り等を行っています。

7 13:55～ 中部
「特養施設内用具の保守・整備あれこれ」
　　８年前から。特養老人ホームで作業等毎月１回２時間、現在６人のメンバー
　　昨年東近江市から「多年にわたって社会福祉に貢献した」と表彰されました。

8 14:30～ 高島
「さくら守活動１０年の取り組み報告」
　　新旭湖周道路６ｋｍに及ぶ桜並木を保守・保存。平成20年に「トンボとその仲間たち」を
　　立ち上げ、メンバーも増え活動しています。

9 15:05～ 草津・栗東
「地元で出来る事“草津塾”での取り組み」
　　レイ大での地域活動学習を生かし、市民活動団体「草津塾」に加入。
　　葉山川美化、メダカ池管理、湖岸パトロール、小学校支援等行っています。
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第６回大学祭・地域交流イベント 

今年は８月３日（木）に草津校で大学祭・地域交流イベントが盛大に行われました。中庭では 

花苗ポットや野菜の販売、屋内では作品展示、陶芸教室、子供向けの工作、陶芸品や手芸品バザー

などいろんな催しがあり、約 800人の方々が参加していました。 

 大教室の舞台ではステージ演芸が催され、大津支部からは「よし笛演奏」で和田紀久子さん 

（33 期 生活・日吉）清水初美さん（33期 陶・皇子山）のお二人が出演されました。 

「燦燦会」というグループでいつも練習されているそうです。６人の息がぴったり合ったよし笛の

美しい音色に癒され聞き惚れたひとときでした。特に最後の「琵琶湖周航の歌」は今年百周年とい

うこともあり、みなさんで口ずさみ、盛り上がりました。 

 左）三保ヶ崎の歌碑 

下）三保ヶ崎の三高(京大の前身)艇庫 

今年は「琵琶湖周航の歌」百周年記念の 

イベントがゆかりの琵琶湖各地で行われた。 

♪曲目 

イギリス民謡メドレー 

エーデルワイス 

月の砂漠 

夜明けの歌 

高原列車は行く 

ふるさと 

琵琶湖周航の歌 
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環境美化活動 みんなで一緒にびわ湖をきれいにしよう 

脇田 進（33期 陶・石山南郷） 

 

６月 25日（日）全国 FM放送局と某石油会社がパートナーシップを組んで送る「クリーン・キャン

ペーン in草津」が、びわ湖烏丸半島を中心として行われました。このイベントは地球環境の保護と

保全を呼びかける清掃イベントで、300人超のボランティア参加者が集まりました。私たちの大切な

びわ湖をきれいにしようと、同窓会本部も地域活動の一環として、同窓生 18名（大津支部４名）が

清掃ボランティアを行いました。この日は不順な天候で実施が危ぶまれましたが、何とか決行となり

ました。曇天の蒸し暑い中、湖岸の清掃は大変ですが、びわ湖への感謝の形を清掃活動で叶えました。 

 曇天の中、参加者は２時間ほどにわたって湖岸沿いを歩き、自然を楽しみながら、ペットボトル、

発泡スチロール等のゴミを拾い集めました。湖岸は他地方と比べて不法ゴミが少ないとのことでし

たが、それでも相当な成果が上がりました。 

  子供連れの家族も多く、皆が身近な場所で清掃を通して現状を認識することは、今後の環境美化

活動に対する意識を高めます。「水辺をきれいに気持ちよく」をモットーに、びわ湖清掃賛同の輪が

広がるよう願います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
湖岸を楽しみながらゴミ拾い 

 

曇天の中集合 

 

同窓会の幟を立てレイ大を PR 

パーソナリティの女性にレイ大を PR 
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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回ディスコン大会報告 ～大津支部／草津・栗東支部初共催～＞ 

岸 研治（36期 地文・志賀） 

平成 29 年度第１回ディスコン大会が、７月 17 日（月）膳所市民センターへ草津・栗東支部会員

の皆さんをお迎えして、初の共催として開催されました。 

当日の参加者は大津支部が 17 名､草津・栗東支部が 11 名の合計 28 名(５チーム)でした。ゲーム

が進むと、あちらこちらから歓声が上がり熱戦が繰り広げられました。 

大会の結果は、大津支部Ｂチームが３戦全勝で優勝。草津・栗東支部Ｄチ－ムが２勝１分の準優

勝でした。（小生が所属のＡチームは２敗１分の５位でした） 

最後に、全員参加のニアピンコンテストでは、なんと特別参加の小学校６年生（荒木さんのお孫

さん）がポイント(的)まで１㎝に寄せ、全員から大歓声を浴びました。そして、２位には高田さん

が 13 ㎝と続きましたが、皆さん無心の子供さんには及びませんでした。（上位５位までと当日賞 17

位の方が賞品を獲得されました） 

最後に、全員で記念撮影して終了。楽しいひと時を過ごすことが出来ました。このゲームは、年

齢に関係なく気軽に楽しめます。会員の皆様も是非ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

◎今後の活動計画（多数のご参加をお待ちしています） 

ディスコン大会 10月 23 日(月)10:00～12:00 瀬田公民館３F大講堂 申込み：荒堀 勝正  

☎ 077-543-5552、申込み締切り：10月 17日、参加費：無料 
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「文化部」     ～趣味をふかめて  たのしく学ぼう！～ 

    平成 29年第２回市民陶芸体験講座開催予定 

開催日 ：10月 20 日（金）  午前 9時半～午後 3時 

場 所 ：大津市生涯学習センター  美術工作室 

募集人員：24名 

参加費 ：1,000円 

申 込 ：先着順 

申込先 ：中野 清 090-3707-3748 または  

棚橋 啓 077-544-0537 

平成 22年に中野清さん（24期 陶・田上）が中心

となり、市民参加型としてスタートして今回で 15

回目の開催となりました。卒業生の会員の皆様が丁

寧に楽しくお手伝いする事で、評判も良く、毎回こ

の企画を楽しみにしている方もおられます 
 

サークル活動紹介 「マジックサークル」 

 新しいマジックを取り入れたり、テーマを決めて復習し覚

えなおしたりしながら練習をしています。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、デイケアサービス

センターをはじめ、各地の老人会、子供会、自治会、レイカ

大学草津校大学祭等々で年に 30 数回行うようになりました。

また、11月６日の同窓会本部の地域活動事例発表会に出演し

ます。今ではサークルに所属している人が 11人おられ、その

中には女性もたくさんいらっしゃいます。見学、入会大歓迎

します。 

 

マジックサークルの紹介 

定例活動日：第２､第４木曜日、13:30～ 

活動場所  ：びわ湖大津館 

会  費 ：1,500 円/月 

責 任 者  ：山本 和男(25 期 園・志賀) 

申 込 先  ：電話＆FAX 077-594-3630 

写真は今春の様子 
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「研修部」      ～参加して 味わおう 知る楽しさを～ 

   第１回研修部事業  健康講座 『認知症ってどんな病気』 

昨年と同様の計画として、６月 28日に市民病院で実施された健康講座に参加しました。この講

座には、大津支部から 23 名が出席されました。認知症看護認定看護師の和田みどり氏の自己紹介

の後講演が行われました。まず最初に示されたのは認知症の数でした。現在では、65歳以上の 10

人に１人（国の推定では、2025年には、５人に１人）が認知症になっているそうです。そして年々

増加しているようでした。 

認知症と加齢による物忘れとの違いは、物忘れを自覚できているか、ヒントがあれば思い出せ

るか、体験したこと自体を忘れていないかなどチェックすることで分かるようです。 

認知症の原因の中で、脳卒中や慢性硬膜下血腫等の血管性認知症・甲状腺のホルモン不足とい

ったもの等は予防と治療が可能のようです。しかし、予防や治療の出来にくいアルツハイマー型

認知症は、認知症の２/３です。この病気は記憶の働きをする海馬が委縮することで起こるもので

す。また、気を付けておかねばならないことには、加齢によって生じる軽度認知障害も放ってお

くと、約半数が５年以内に悪化して認知症になるそうです。 

それではこうした認知症は予防できるか？「～すれば、絶対認知症にならない」という方法は

ないようです。しかし、認知症のリスクを減らすことは出来るようです。「物忘れがひどい」・「判

断力・理解力が衰える」・「場所・時間が分からない」・「人柄が変わる」等の症状を家族が見つけ、

早期診断・治療することが大切です。 

一般的には高血圧・高脂血症・糖尿病等生活習慣病を放置しないことです。食事では、魚油の

DHA・EPA（青魚等）・カレー・果物野菜など、コーヒー・緑茶も良いようです。 

もう一つは、有酸素運動が脳を鍛える運動として極めて良いようです。日常生活において常に

意欲と生きがいを持っておくことが寛容とのことでした。[教養・教育＝今
・

日
・

用
・

う
・

がある・今
・

日
・

行
・

く
・

ところがある] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎今後の活動計画（多数のご参加をお待ちしています） 

歴史探訪ハイキングを健康部と合同で 11月に開催予定です。 
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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 

１）小学校応援活動・・・瀬田地域以外の地域は日程を各小学校と調整中です 

 【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 9/19、11/14    瀬田東小学校 9/14、10/12、11/9，12/14 

    瀬田東小学校 10/3、12/5    【図書管理】 

    瀬田小学校  10/17、12/12    瀬田南小学校 毎週の月、火、木、金の午後 

    瀬田北幼稚園 10/31      【行事応援】 

    瀬田幼稚園  11/21       瀬田北小学校 9/30（土）午前 運動会 

                     瀬田北小学校 11/18（土）午前 フェスティバル 

２）大津祭の紹介 

     私達レイカディア大学グル－プは、大津祭の曳

山ボランティア活動に参加して今年で 11年にな

ります。今年も多くの方のボランティアの応募（48

名）をいただき、ボランティア項目延べ 80名にな

りました。 

９月６日以降に、大津祭曳山連盟からボランテ

ィアグル－プに対して曳山名とお手伝い関係の配

員表が送られてきます。皆さんに説明会の時間と

合わせてお知らせいたします。 

【曳き手ボランティア】・・説明会 9/24 中央市民センター 午後～ 

★山建曳初め    10月１日（日）18 名 

★宵宮の宵宮引き  10月７日（土）16 名       いずれも２山を予定 

★本祭の巡行    10月８日（日）15 名 

   【曳き手以外のボランティア】・・説明会 10/1 中央市民センター 午前～ 

★宵宮の整理・案内係 10月 7日（土）９名 

★本祭のお手伝い  10月 8日（日）22 名 

応募団体としてレイカディア大学グル－プでも大津祭を支え、大いに盛り上げたいと思って

います。 

３）「瀬田川クリ－ン作戦」のお知らせ 

地域活動部が今回初め取り組む活動で、国土交通省が主催される「瀬田川をみんなできれ

いに！」のスロ－ガンの元、一斉清掃を実施する活動です。 

     ★日  時：平成 29年 10月 22日（日）８：30～10：00（少雨決行） 

     ★集合場所：瀬田大石東線 水天宮バス停 散策路入り口（リバプレ隊と同じ場所） 

      具体的に、瀬田川左岸の瀬田唐橋から下流 1,500mの所（自転車、バイク駐車可） 

     ★準備物：作業が出来る服装で、長靴が好ましい。手ぬぐい、お茶も各自で持参 

４）スッキリ士隊講習会のお知らせ（受講料無料） 

 今年も、新入会員の方を対象として実施しますが、既会員で未受講者の方も是非この機会に

受講をお願いします。 

     ★予定日時：平成 29年 10月 24日（火）16：10～16：50（当日は新入会員歓迎会＆ 

レイカ大津の集いが開催され 16時終了後、同会場内会議室で講習会実施） 

写真は昨年の本祭巡行

り 
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レイカ大津 小学校応援活動表 (平成 29年４～８月分） 

 
 

まちなか応援活動表 （平成 29年４～８月分） 

 

仰木の里東小学校 1 10

仰木の里小学校 1 12 6

木戸小学校 1 7

比 真野北小学校 1 7

坂本北小学校 1 12 1

日吉台小学校 1 11

堅田小学校 1 8

叡 小松小学校 2 9 1

伊香立小学校 1 4

真野北小学校 1 6

木戸小学校 1 6

小松小学校 2 9

小　　計 ９校 14 101 1 7

中 逢坂小学校 2 9

央 平野小学校 4 19 2

小　　計 ２校 6 28 2 0

青山小学校 1 10

石 南郷小学校 1 9

石山小学校 1 7

山 大石小学校 1 8

小　　計 ４校 4 34 0 0

瀬田北小学校 1 16

瀬田東小学校 1 14 1

瀬 瀬田小学校 1 17 1

校庭花づくり 瀬田東小学校 7 46 7 8

縫製授業応援 〃 24 26 3

田 図書管理 瀬田南小学校 25 39 9

行事応援 瀬田小学校 1 13

小　　計 ４校 60 171 7 22

合　　計 19校 84 334 10 29

応援項目 活動学校名 回数 参加者数 内在校生 内協力者地域

剪定・同補助

図書管理

図書管理

剪定・同補助

剪定・同補助

瀬田地域 1 13 0 0

コンソルテ瀬田 5 20 0 9

長等ほたるの家 6 6 0 0

真心ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ横木店 0 0 0 0

カ－サ月の輪 1 1 0 0

大津老人ホーム 4 4 0 0

1 1 0 0

18 45 0 9

回数 参加者数

スッキリ士隊

囲碁・将棋対局

内在校生 内協力者

囲　　碁

将　　棋

瀬田川リバプレ隊

合　　　計

応援項目 場所・内容
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スッキリ士隊に参加して 

中西 隆一（31期 スポレク・瀬田） 

  

今日は（９月１日）何の日「防災の日」防災訓練ならともかく大津市未来まちづくり部まちづく

り計画課による「屋外広告物適正化旬間」に伴う「大津まちなかスッキリ士隊」による電柱の違反

広告物（貼り紙）の一斉除去活動日です。 

 雲一つない青空のもと午前 10 時に瀬田の唐橋公園に７団体 35 名が集合（レイカディア大津支部

からは山口地域活動部部長の呼びかけもあり、当初の予定より５名多く 18 名が参加）。主催者の挨

拶後、２班に分かれて実施場所である三大寺（瀬田南学区）周辺へと向かった。 

 ９月とはいえ、まだまだ暑さ厳しい日であり、貼ってあるビラは何年も経過し劣化したもので見

苦しい感じを与え、１枚剥がすのに２、３人でも 15 分程度かかるものが有った。和気あいあいで活

動を実施、自宅から脚立を持参された方が二人も居られ、高い位置の貼り紙剥がしに、おおいに助

かった。作業終了後、再度集合場所に向かう途中、大津市の職員さんと歩きながら、田園風景の中

で剥がした電柱をみて、「スッキリしているな～！」と感じたとお互いの思いを話ししながら、爽快

感は暑さを通り越して、清々しいものとなっていました。 

 予定通り 12時に無事終了。全部で 72枚（内レイカディア 39枚）

剥がせたとの報告あり、解散となった。今回のレイカディア関係の

割合は参加者数及び除却数も約半数を占めていた。 

 このボランティア活動は目立たない地味な活動であるが、年一回

の活動なので今まで参加していない人は是非次回参加して下さい。

参加の皆さんお疲れ様でした。 

この行事に参加して感じたことを述べさせて頂くと・・・ 

１、実施の担当課には 

（１）「屋外広告物適正化旬間」には担当課が巡回して違反広

告物の有無の確認を実施。ビラ剥がしは、５月か 11 月頃

の時期に実施された方が効率良いと思われる。 

（２）電柱に古くさびた「消火栓」の表示が残っているものが

ある。景観上見苦しいので、市役所内で話し合いされるこ

とを望む。 

２、参考 

（１）スッキリ士隊の発足（大津市）は平成 21 年で、今までに除却されたビラは 2,600枚。 

（２）登録団体は 22団体で登録者は 384人。 

（３）レイカデイアの参加者は 

平成 26年 15名、平成 27年 12名、 

平成 28年 17名。 

３、その他 

  以前ウォ－キングする時は、マップを片手

にコ－スを変えて、電柱のチェックをして

いました（いまでも時々は・・・）。これ

ぞ一石二鳥です。 

 

脚立に乗ってラスト 1枚 

作業中 
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[小学校応援活動] 

比叡地域の小学校のボランティア活動 

藤田 順一（37期 園芸・志賀） 

 比叡地域の小学校ボランティア活動として、校内の植木剪定と図書整理を行っております。比叡

地域の 18校の小学校の中から、植木剪定は７月に堅田小学校（１回）と小松小学校（２回）に参加

し、５月から７月にかけて７小学校に延８回参加致しました。図書整理は、７月に小松小学校、８

月に伊香立小学校、真野北小学校、木戸小学校、小松小学校に参加致しました。 

 植木剪定活動の堅田小学校では、小雨交じりの中でキンモクセイの生垣を刈込んだ後の切りくず

の掃除が結構大変でしたが、学校の希望に沿う出来栄えとなりました。 

 小松小学校はグランドの奥の斜面に、大きいサツキの築山が多くあり、刈込に時間を要し剪定全

体を完了出来なかったので、追加の日程を組みました。追加日はとても暑い日で学校から感謝され

ました。秋から冬にかけて、再度植木剪定の活動を見込んでおります。 

 図書整理の活動は夏休み期間を利用して、４ヶ所の小学校を延べ５回の活動になりました。小松

小学校（２回）は、保管図書の全数を再確認の為、図書をバーコードリーダーで読取りパソコンに

入力する作業でした。１回の作業ではとても完了せず、追加の日程を組みました。 

 伊香立小学校と真野北小学校は破損図書の修理と棚整理、更に新規図書をパソコンに入力して登

録をしました。 

 木戸小学校では、本の背部分の表題が劣化している図書が多くあり、ワードで表題を作成し、貼

り付け、綺麗に仕上げて学校から大変に喜ばれました。堅田小学校からは、２学期に新規図書の入

庫があり、図書整理の依頼を受けています。 

 植木剪定と図書整理に参加して頂きました方、大変にご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

８月 26 日の大石小学校 

永尾 正昭（35期 地文･石山南郷） 

 

開始予定より 20分前には本日の同窓会メンバーは全員集合し、準備と段取りの確認を行いまし

た。９時より保護者や生徒の皆様とわがレイ大大津支部８名（脇田・西・植田・近藤・落合・河

嶋・小林の各位と永尾）が、新学期並びに運動会を気持ちよく迎えるために剪定・草取り・校内

清掃を実施しました。 

大津支部の担当は、校門からプールサイドの剪定

並びに草取りでした。この日は早朝に雨もあり、暑

さは幾分抑えられていましたので、予定の 11 時に

はほぼ完了し、17 袋の雑草を刈り取ることが出来

ました。西・近藤両氏の刈り取り機の威力発揮もこ

の成果につながったと思います。 

最後の集合時には、校長先生よりレイ大の参加者

の紹介と感謝の言葉を頂きました。大石小学校の支

援は今年度１回しか予定されていませんが、参加者

全員は充実した気分で終えることが出来ました。 
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瀬田小学校の環境整備に参加して ～自然薯（山芋）発見～ 

山口 玄洞（27期 園芸・瀬田月輪） 

 

 ８月 26日（土）の９時 10 分集合（雨天決行）の主催者側の挨拶からはじまり、10時 30分終了ま

での短時間での PTA 主催の環境整備に参加してきました（児童およびその保護者、先生方総勢約 300

人）。 

 この環境整備は、８年前位前から始まった恒例の行事で、９月から２学期が始まり、多くの行事

が待ち構えていて、運動会などの練習が早々に始まります。その子どもたちが「安全・安心して学

校生活が送れるよう」学校行事の一つです。 

当日は曇り空であったが、時々薄日がさし湿度 75％と高くシニアにとっては蒸し暑く感じました。

私たちは昨年と同様に今年も 13名が参加しました。80代の一人が「今日はヒヤカシに来た」と言っ

て挨拶されました。「いやいや元気なお顔を拝見させていただいただけでも結構です」と返したら笑

っておられました。作業に入ると大地にお尻を下ろし自分の周りを鎌でしっかりと草を刈っておら

れました。 

草刈りを主体に、フェンスにまつわり付いた蔓の除去、落

ち葉の収集、ごみ拾いなどを行いました。フェンスに草の蔓

と混じって自然薯の蔓が有りました。ムカゴが出来ていたの

で即自然薯（山芋）とわかりました。自然薯の蔓はそのまま

にしておきました(ムカゴが出来ていなかったら見落として

いました)。 

 私たちレイカ瀬田が参加して今年で６年目に入ります。そ

の間の参加者、平成 24・25 年は８名、平成 26・27 年は 11

名、平成 28・29年 13名で徐々にではありますが増加してお

り、今後も継続していくつもりです。瀬田学区の地域の人た

ちはレイカディア大学を多くの方に認識して頂いておりま

す。このようにレイカディアを広く知って頂く方法として、

私たちレイカディアが地域の行事に、お手伝いのつもりで参

加をさせて頂き、長く続ける事が一番の良策かと思います。 

 今年の３月に校庭剪定を行ったときに、小学校の隣地（西

行法師が大江の土地に住んでいた屋敷跡がある土地）に大木

の松が枯れて、小学校側に倒れ掛かっていたのでいずれ腐っ

て倒れる恐れがあるため、「教育委員会に言って切断除

去を申し入れ下さい」と提案しておきました。気にな

っていましたので作業終了後、見に行きましたら、幹

元より切断除去されていました。このように、私たち

で気が付いた「ところ」を小学校に申し入れておいた

ことに対して、耳のどこかに残っていたらしく、対応

して下さっている事がわかりました。 

 

 

 

作業中 

自然薯の蔓(中央にムカゴ) 

枯れた松の切株 

 

作業中 

自然薯の蔓(中央にムカゴ) 

枯れた松の切り株 
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会員数  

大津支部会員数（９月 15 日現在) 249 名   

 

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 ２日(木) 執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 

11 月 28日(火) 役員会   生涯学習センター ９時 30分～ 

12 月 ７日(木) 執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 

12 月 26日(火) 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  

機関誌「かけはし」は年４回発行しており、次回は平成 29年 12月下旬に発行の予定です。 

原稿締め切りは 11 月 29 日厳守です。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。 

「今回入会された新会員の投稿を特にページを空けてお待ちしています」 

投稿の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。 

原稿の文字数は 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）を記入下さい。又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。 

《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 

松 岡 克 実 宛   katumatu66@yahoo.co.jp 

［編集後記］ 

今年の夏は真夏日の連続で大変厳しい日が続きました。特に我が大津市でも猛暑日（35度以上）

を記録、36.2度でした。この暑さの中各地域で様々な環境整備（スッキリ士隊・湖畔での美化整

備・小学校の校庭整備）が行われました。 

特に３地域で小学校での草刈り・剪定が実施されました。子供たちにとっては気持ち良く２学

期が迎えられたことでしょう。 

各行事に参加下さいました皆様、本当にご苦労さまでした。 

  なお、新入会員の 38期の方 26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。 

 

編集委員 
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