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30 年度大学祭報告 

各部会活動 

          

会員動向・編集後記 

▶ 大津祭 会員・在校生がボランティア活動に参加します 

【山建】日時：平成 30 年９月 30 日（日）  

【宵宮】日時：平成 30 年 10 月６日（土）  

【本祭】日時：平成 30 年 10 月７日（日）  

▶ 39 期新入会員歓迎会＆レイカ大津の集い  

日 時：平成 30年 10月 19日(金) 12時 45分～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！    

文化部・研修部・健康部 

地域活動部 

５ 

人生 100 年時代を前にして 

（詫間副支部長） 
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30 年度｢レイカ大津の集い｣案内  

39 期新入会員紹介  
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人生 100 年時代を前にして 

中央地域副支部長 詫間 秀夫(31期 園芸・平野膳所) 

 

41 期学生募集パンフレット中の、渡邉学長の文章の一部を紹介します。 

『セカンドライフを健康で生きいきと 今や「人生 100年時代」とも言われ、それに伴うセカンドラ

イフも実に長くなりました。すべての人が生涯現役として、この「100年時代」を心豊かに健康で、生

きいきと暮らして行くためには、年齢を重ねても一緒に活動する仲間たち・・・』 

それでは、レイカディア大学卒業後に同窓会に入会した人達はどうでしょうか？同窓会大津支部会員

(平成 29年 10月在籍者) の現状は次の通りです。 

・平均年齢は男性約 76歳(185名) 、女性約 74 歳(65名)ほぼ後期高齢域です。 

・平均在籍年数は約９年です。在籍年数最長は 31年(８期生)になります。 

健康上の問題で、日常生活が制限されることなく送れる期間を示す

健康寿命の推計値は、男性 72.14 歳、女性 74.79 歳だったと公表され

ていますので、男女とも平均年齢は既に健康寿命に達したか、超えて

いますのですこぶる元気な集団です。 

では、日本全体の最近の状況はどうだったでしょうか？平成 29年 7

月に厚生労働省から平均寿命* が公表され、男性が 80.98歳、女性は

87.14 歳になりました。なお、100 歳以上の高齢者は約 70千人で、こ

の 20 年間に７倍となっています。 *｢各年における０歳児の平均余命｣

を指します。 

この平均寿命と健康寿命の間には、男性で約９年、女性で約 12 年の差があります。これらの平均寿命

や健康寿命は男女とも年々伸びてきており、平均寿命の延びた主要因は医療技術の進化、生活習慣の改

善、予防を含めた健康知識の一般レベルまでの広まりと言われています。また､健康寿命の延びの要因の

一つには、高齢者の社会参加の場が広がっていることが挙げられています。 

一方､高齢者における平均余命とは、ある時点の年齢において平均的にあと何年生きられるか示します。 

例えば ・今年 65 歳の男女の平均余命をみると 

男性はあと約 20年、女性は平均あと約 24年となります。 

・今年 70 歳の男女の平均余命をみると 

男性はあと約 16年、女性は平均あと約 20年となります。 

・今年 75 歳の男女の平均余命をみると 

男性はあと約 12年、女性は平均あと約 16年となります。 

このように私達に残された時間のうち、健康で活動できる期間は永くありません。 

高齢者の多くは最後まで健康で活きいきとした生活を過ごしたいと願っています。そのためには健康

寿命を延ばす必要があります。これを阻む自立度の低下や寝たきりにな

る要因の第１位は、運動機能の障害、次いで脳血管疾患です。これらの

病に注意を怠らず、また、積極的に社会参加を心掛けたいものです。 

皆様に於かれましては、同窓会の各種活動等を通じ健康寿命をより 

平均余命に近づけ、生涯現役として益々健康で楽しく幸せな生活を 

送られんことを願っております。 
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39期新入会員歓迎会＆レイカ大津の集い 

日時:10月19日 (金)12：45～16：00 

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、極力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 
★新入会員紹介 ★地域別懇談会 
★地域対抗ゲーム大会 
★サークル体験など自由懇談､ 
コーヒーサービス   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 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､び環=びわこ環境 

 

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 大島　裕 おおしまゆたか 石山・北大路 陶 日影 一正 ひかげかずまさ

比叡・志賀 園 九岡 京子 くおかきょうこ 石山・石山南郷 び環 井上 俊道 いのうえとしみち

比叡・堅田 び環 大野 光男 おおのみつお 石山・石山南郷 陶 遠藤 修一 えんどうしゅういち

比叡・唐崎　 び環 大滝 浩見 おおたきひろみ 石山・石山南郷 園 西山 忠雄 にしやまただお

比叡・唐崎 園 松井　清 まついきよし 石山・石山南郷 地文 濱中 裕子 はまなかゆうこ

比叡・日吉 び環 一色　実 いっしきみのる 石山・石山南郷 健づ 間瀬 俊子 ませとしこ

比叡・堅田 陶 藤野 あけみ ふじのあけみ 石山・石山南郷 陶 古澤 秀夫 ふるさわひでお

中央・皇子山 地文 小山 秀彦 こやまひでひこ 石山・田上 園 奥野　茂 おくのしげる

中央・皇子山 園 中川 恵威子 なかがわえいこ 石山・田上 健づ 北川 里子 きたがわさとこ

中央・平野膳所 健づ 井上 ことみ いのうえことみ 石山・田上 地文 北川 早苗 きたがわさなえ

中央・平野膳所 び環 中村 一馬 なかむらかずま 石山・田上 び環 清田 輝夫 きよたてるお

中央・平野膳所 地文 山田 美沙子 やまだみさこ 石山・田上 園 古市　豊 ふるいちゆたか

石山・北大路 地文 倉持 美智子 くらもちみちこ 瀬田・瀬田北 地文 高橋 静世 たかはししずよ

石山・北大路 び環 小篠 伸二 こしのしんじ 瀬田・瀬田北 園 福永　薫 ふくながかおる

石山・北大路 び環 中場 弘二 なかばこうじ

 

  書道教室 パソコン同好会 

 

 マジックサークル  絵手紙サークル 

地域対抗レース 
全員が力を合わせて頑張りましょう。 

全員参加の〇 ×クイズ 
豪華賞品を用意しました。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HhFC4Bw4&id=40E4ECE4F6A8571F088A2DFFA9738F76B3695AE5&thid=OIP.HhFC4Bw4cTX5b18pOf7EdgEjEs&q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99+%e7%b5%b5%e6%89%8b%e7%b4%99&simid=608001138321785103&selectedIndex=652
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第 11 回 地域活動事例発表会開催のご案内 

 

平素は、同窓会活動に対し、ご支援・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

同窓会の事業として、「第 11 回 地域活動事例発表会」を下記のとおり開催いたします。大津支部か

らは比叡地域の小学校応援活動について、藤田 順一比叡地域副支部長が発表されます。 

滋賀県下全９支部から､日頃の地域活動の事例を発表いたしますので、会員の皆様に参加していただき、

活動の参考にしていただければとご案内申し上げます。 

記 

１．開催日時 ： 平成 30年 11 月 15日（木）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－ル 

３． 発表内容 ： 下表のとおり 

備考 １．「ひまわり館」について 

     近江八幡市土田町 1313 近江八幡市総合福祉センター「ひまわり館」 

     JR近江八幡駅北口より徒歩約 15分 

     駐車場・・・狭く満車になりやすい｡満車のときは、近江八幡市役所前の駐車場(徒歩約 10 分)をご利

用ください。できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

   ２．昼食について：ひまわり館の食堂は小さいため、弁当のご持参をお勧めいたします。 

３．問い合わせ先(会場その他発表会について)：奥田までお問い合わせください(090-2063-5479）。 

No. 　　時間 　　　発表テーマ等 　　発表者名  卒期 学科 　　支部名

　９：15～
　　　　　９：23
　９：25～
　　　　　９：35
　９：35～
　　　　　９：40
　９：40～
　　　　10：10
 10:15～
　　　　10:45
 10:50～
　　　　11:20
 11:25～

　　　　11:55
 11:55～
　　　　12:45
 12:45～ 辻　純男
　　　　13:15 柳生　佳良子
 13:20～
　　　　13:50
 13:55～
　　　　14:25
 14:30～
　　　　15:00

 15:05～
　　　　15:35
 15:35～
　　　　15:40

湖北

　　　　開会挨拶 　（同窓会会長　堀江勇夫）

　　　　来賓ご挨拶 (未定）

　　　　諸連絡

里山を楽しむ 寺田　仁一郎

社協：やすらぎ荘の植栽剪定 白井　與士則

野洲市在住外国人への
日本語指導ボランティア

山上　和美

37期 園芸 中部

地域の小学校の見守り活動 33期 陶芸 甲賀・湖南林　弘實

湖東

近江八幡

36期 園芸 高島

ふるさと玉川「民具を照らす会」 31期 地域文化 草津・栗東

彦根の雨壺山の整備活動 37期 園芸

「みどりの会」の活動紹介 岩脇　俊雄 30期 園芸

守山・野洲

比叡地域の小学校・児童クラブ支援活動 藤田　順一 37期 園芸 大津

但馬　貞夫 34期 地域文化

立脇　雅子

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　　　　昼食・休憩

　　　　閉会挨拶　（同窓会本部地域活動部会長　奥田　耕治）

近江八幡観光ボランティアガイドの活動紹介 30・34 園芸・健レク
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平成 30 年度 草津校大学祭 ステージ演芸をサポート 

サポート隊事業企画部会長 小林 茂（37期 園芸・石山南郷） 

 

今年で 7 回目となる大学祭が、８月１日からの３日間、レイカディア大学草津校で開催されました。

今年の来場者数は 873 名と、昨年を 100 名ほど上回る大盛況でした。大学祭２日目の一般公開日には、

５つの学科の「学習成果の作品展」をはじめ、クラブ活動の展示や陶芸バザー、野菜販売を企画し、多

くの方が楽しみに来場されました。 

今年の１月に在校生と最初の打合せを行い、ステージ演芸の企画・運営に関して、例年通りサポート

隊に全面的にお願いするとの協力の要請を受け、３月から月一回、計６回の実行委員会に参画し、大学

祭の開催に向け意見交換を進めて参りました。 

その内容は、ステージ演芸の演目数の検討、出演依頼票の送付、出演順と出演時間の調整、出演者の

紹介のためのナレーションの検討、使用備品の配置レイアウトの調整等々。 

ステージ演芸を無事終えるまでにはいくつかの課題がありました。 

１つ目は、卒業生 OBから６件もの出演エントリーをしてもらえるか。これに関しては、２カ月前の昨

年 11 月から検討を始めていました。近江八幡で開催された、同窓会の地域活動事例発表会に足を運び、

レイカディア大学卒業生の地域での活躍を拝見し、大学祭のステージ演芸で発表頂く演目の下調べを行

っていました。結果、演目の選定はスムーズに行うことができました。 

２つ目は、各演目が時間通りに進行できるかとい

うことでした。20 分の持ち時間の演目が 10 分で終

わってしまったり、演技と演技の間の備品の入れ替

え時間が予想外に短縮出来たりで、スケジュールが

かなり前出しになって行きましたが、時間調整でき

そうな演目の責任者の方に相談し、時間延長をして

頂いたおかげで問題をクリアー。終わってみれば時

間通りの進行ができました。 

３つ目は OB 出演者が出演時間に間に合うように

来場してもらえるかということでした。30 分前になっても顔が見えず受付に確認に行っても、来られて

おらず、駐車場まで探しに行ったり、走り回っていました。この３つ目の課題は、駐車場が混雑するお

昼前の出演者の方には､入口の混雑を考えて早めに来場頂くことを伝えることが来年の課題と思います。 

約半年をかけて進めて来た大学祭ステージ演芸のサ

ポートも終わってしまえばあっという間のことでした。

今年は例年になく多くの来場者が観客席を埋めていた

ように思いました。色んな人から「お疲れさん」「盛り

上がって良かったね」の声を頂いて、「あ～、やって良

かったー」と思った瞬間でした。 

大学祭の歴史はまだまだ浅く、全員が試行錯誤をし

ながら歴史を積み上げています。これから先も大学祭

が大いに盛り上がり、特にステージ演芸においては、

現役在校生の新鮮な演技と OB の方々の熟練の演技と

元気な姿が見られる様、大学祭の歴史が積み上がって

行くことを期待します。 



6 

 

大津市まちなかスッキリ士隊の活動に参加 

地域活動部会長 藤田 順一（37期 園芸・志賀） 

 

９月３日（月）大津市スッキリ士隊の活動に参加しました。 

毎年９月１日から 10日は国土交通省が「屋外広告物適正化旬間」と定めており、大津市は当旬間に

一斉除却を実施しました。昨年度末に大津市役所の会議に参加して､取組みの報告を受けておりました。 

今回の適正化旬間中に実施されることに伴い、大津支部地域活動部の活動として参加するとして、

各位にご案内しておりました。 

日  時：平成 30年９月３日(月）受付９:45～、作業は 10:00～11:30 

集合場所：南郷公園 

作  業：南郷公園北部住宅街の電柱の貼紙を除却 

参 加 者：比叡地域２名、中央地域２名、石山地域５名、瀬田地域３名の 12名 

 集合場所で、大津市未来まちづくり部まちづくり課の挨拶と注意事項説明の後、40余名の参加者が

A斑と B斑の２ルートに分かれ、レイカディアは A班ルートを担当しました。 

 大津市職員と関電社員の同伴を得て作業を実施しました。除却作業は、スクレーパーで丁寧に削り

時間を要したが、９枚を除却し報告しました。 

 参加者は暑い中、怪我も無く作業を終了することが出来ました。 
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コスモアースコンシャスアクト 

クリーン・キャンペーン in 草津に参加して 
 

支部長 奥田 耕治（33期 園芸・志賀） 

 

６月 16 日(土）に同窓会本部の地域活動部会が全支部の会員を対象に参加を呼びかけて、今年が２回

目の参加になる、コスモアースコンシャスアクト in草津の行事に参加してきました。 

2018 年度は草津市の矢橋帰帆島周辺の湖畔の清掃を行いました。矢橋の帰帆島はグラウンド･ゴルフ

場をはじめとして、多くの運動施設や遊戯施設のある緑豊かな総合公園ですが、比較的交通アクセスの

不便なところに立地しているため、マイカーの利用が必要で、その分広大な駐車場があります。駐車場

からキャンプ・バーベキュー場に向かって、徒歩で 5 分ほど入り込んだ広場に受付とセレモニー会場が

あり、駐車場からは全く見えないところにあるため、集合に関してはいささか混乱しました。 

受付では班別に色分けされた胸章と軍手、ごみ袋、火バサミなどの清掃用具と、1､000 円相当の「野

菜マルシェ券」(地元野菜をふんだんに使ったアスパラカレーや焼きそば、フランクフルトや野菜などが

購入できる)を受け取って参加者に渡しました。同窓会からはわずか 23 名の参加でしたが、全体では一

般市民や家族連れ、学生、企業の団体など総勢 400 名ほどが集結して、厳かとは言えない軽～い開会セ

レモニーがありました。 

いよいよ清掃活動に入るために班ごとに駐車場まで行くと、大型バスが何台も停まっていて、そのう

ちの２台に分乗して清掃場所まで移動ということになり、車内で作業の手順や注意事項を受けました。

乗車時間は 10分程度で湖周道路近くの脇道で降ろされ、道路からさらに４～５mほど降りた湖岸が受け

持ちの清掃場所です。季節的には梅雨の最中でしたが、蒸し暑いものの雨に見舞われることもない清掃

日和？でした。清掃場所は道路脇で、尚且つ、湖岸の幅が狭く参加者で渋滞しておりましたが、何とか

燃えるゴミや不燃ごみなどに分別しながら、楽しく清掃活動を行いました。作業中も学生たちが一緒に

汗を流していましたので、何気に話しかけると龍谷大学の学生たちとのことで、若いのにボランティア

活動に参加するなど立派な心掛けだと思っていましたが、よくよく聞くと、このようなボランティア活

動に参加すると単位が取得できるそうで、しっかりしているなと妙に感心したりしましたが、久しぶり

の若者たちとの会話を楽しみました。 

清掃は１時間ほどで終わり、また、バスで出発地点の駐車場まで戻り、いよいよ楽しみにしていた「マ

ルシェ券」の利用タイムです。それぞれがお好みのものを購入し、木陰に陣取ってステージで繰り広げ

られるお笑い芸人やタレントの「きなこ」さんのやり取りを聞きながら、プチ宴会を楽しませていただ

きました。来年も多くの方のご参加をお待ちいたしております。 
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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（草津支部共催）のご報告 

 

西日本の豪雨が収まった 7 月 12 日（木）に、猛暑の中、冷房が無い草津市民体育館にて、平成 30 年

第 1 回ディスコン大会が草津・栗東支部の皆さんと合同で開催されました。 

当日の参加者は大津支部 13人、草津支部 13人の 26人でしたが、８チームに分かれてそれぞれ４試合

を戦いました。 

ゲームが進むと、あちらこちらから歓声が上がり、暑さを忘れる熱戦が繰り広げられました。 

大会は、草津チームが１位から３位を占める結果となり、残念ながら大津チームはＢチームの４位が

最上位で終わり、惨敗を喫してしまいました。 

最後に、参加者全員によるニアピンコンテストが行われました。嬉しいことに大津チームの難波洋平

さんが 4.4㎝で１位を取られました。また和田 紀久子さんも３位に入り、全員から大歓声を浴びました。 

ディスコンは体育館のカーリングのようなゲームであり、年齢に関係なく気楽に楽しめます。皆様も

気楽にご参加下さい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニアピン賞１位の難波さん 

ニアピン賞３位の和田さん 
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「文化部」     ～趣味をふかめて  たのしく学ぼう！～ 

 

平成 30 年第２回市民陶芸体験講座開催の案内 

開 催 日：10月 12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 

         棚橋 啓 090-1585-9845 

平成 22年に中野 清さん（24期 陶芸・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。今では市民の方が増えて同窓会会員より多くなっています。卒業生の会員

の皆様（10～12名）が丁寧にきめ細かく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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生涯学習フェスティバル」の開催中止のお知らせ 

今年度から文化部で担当します「生涯学習フェスティバル」（大津市教育委員会主催）は実施せず、12

月～２月に、別事業を計画していると教育委員会から通知がありました。生涯学習推進フォーラム（基

調講演・グループワーク・ワールドカフェ等）を開催予定（案）とのことです。 
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「研修部」      ～参加して 味わおう 知る楽しさを～ 

 

平成 30年度研修部事業 第１回 大津市民病院 健康講座 

「脳梗塞にならないために なってしまったら」 

７月 12日(木)に市民病院で開催されている健康講座に参加、身近な内容であったこともあって関心が

高く 31 名の参加がありました。脳神経内科診療部長の廣田 伸之氏から、脳卒中の病型分類の中でも近

年心原性脳塞栓症が増えてきていること、他の脳梗塞と比較して最も重症であることなどの話があり、

具体的な例を交えわかりやすく講義していただきました。 

 また、脳卒中が疑われたら一刻も早く専門病院に向かうことが重要で、患者が無症状であることが確

認された時刻（最終未発症時刻）を知ることが重要であることの説明もありました。 

＜脳卒中予防十ヶ条＞ 

１．手始めに、高血圧から 治しましょう 

２．糖尿病 放っておいたら 悔い残る 

３．不整脈 見つかり次第 すぐ受診 

４．予防には タバコを止める 意思を持て 

５．アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒 

６．高すぎる コレステロールも 見逃すな 

７．お食事の 塩分・脂肪 控えめに 

８．体力に 合った運動 続けよう 

９．万病の 引き金になる 太りすぎ 

10．脳卒中 起きたらすぐに 病院へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜次回の活動予定＞ 

10 月４日(木) 研修部 30年度事業第２回は健康部との合同企画で「１億円が見られて持てて、 

ビールで乾杯」、国立彦根印刷工場とキリンビール滋賀工場見学(ちらし･メールで 

案内済み。９月 15日締切り済み)。  

脳神経内科診療部・廣田 伸之部長 
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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！ 

 

   ９月以降の地域活動 

１）地域ミーティング 

 ・石山地域 ９月５日(水） ・比叡地域 ９月８日(土） 

 ・中央地域 下期に紅葉ウォーキングと見学会の２回を計画しています。 

２）小学校支援活動 

◎瀬田地域は、各小学校と調整し年間スケジュールを決めて取り組んでいます。 

  「剪定活動」 火曜日の午前 瀬田北小､瀬田東小､瀬田小､瀬田北幼､瀬田幼 

  「校庭花作り」第二木曜日の午前 瀬田東小 

  「図書整理」 火、木、金の午後都合の付く日 瀬田南小  

  「行事応援」､「縫製授業応援」 

 ◎石山地域「剪定活動」南郷公民館､南郷幼 

 ◎中央地域「剪定活動」長等小､逢坂小「図書整理」「校庭花づくり」 

 ◎比叡地域「剪定と図書整理」､「校庭花壇管理」真野北小､「パソコ

ン授業応援」真野北小､｢卒業・入学式準備」真野北小(花鉢ラッピング用の花として、８月にパンジ

ー種蒔きをして９月は育苗)､｢児童クラブ支援｣真野北児童クラブ(草刈りと畑の支援) 

３）スッキリ士隊一斉除却活動 ９月３日（月）10:00～11:30 南郷公園周辺（6ページ参照） 

４）瀬田川一斉清掃  10月 28日（日）８:30～10:00  

毎年、瀬田川一斉清掃（クリーン作戦）を実施。レイカディア大津支部の集合場所は、瀬田川左岸 

瀬田大石東線の水天宮バス停付近の散策路入口。 

５）大津祭の支援 

  ９月 30日(日）山建曳初め ４名、10月６日(土）宵宮曳き ４名､ 

交通整理 ２名､案内 ２名、10 月７日（日）本祭 13名 

  同窓会大津支部は 12年前より、大津祭りの支援を行っております。今

年も多くの方がボランティアに参加されます。本祭曳山の曳手に参加

してきましたが、曳山連盟として曳手の年齢を 65歳までとする制限を

行ったことから、本年は曳手には参加しないことにしました。 

６）第４回「におの浜ふれあいまつり」にボランティアで参加します。 

日時：９月 23 日（日）10:00～15:00、 

場所：におの浜ふれあいスポーツセンター 

  当日の運営に、お手伝いして頂けるボランティアスタッフを募集しています。 

お祭り大好き！ 盛り上げるのが得意！ という方是非一緒にお祭りを盛り上げましょう！ 

主にゲームコーナー、カルチャー教室コーナーです。 

特典：ボランティアに参加して頂ける方には屋台の食券が支給されます。 

７）スッキリ士隊講習会（受講料無し） 

  今年も、新入会員の方を対象に講習会を実施します。既存会員で未講習

者方も歓迎です。 

  予定日：10月 19 日（金）｢新入会員歓迎会＆レイカ大津の集い｣の終了後、

16:10～16:50 生涯学習センターの会議室 
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小学校応援活動表（平成 30 年４月～８月） 

 

 

 

 

 

 

まちなか応援活動表（平成 30 年４月～８月） 

 

その他の活動・サポート隊｢レイカディアの日支援活動(地球市民の森整備）10名参加 

・学生募集支援活動（イオン店頭チラシ配布）５回、27名参加 

地　域 応援項目 小学校名 回数
参加者

数
内

在校生
内

協力者

比　叡 校庭剪定

木戸小､仰木の里小､仰木
の里東小､真野北小､坂本
小､堅田小､小松小､小野
小､雄琴小､日吉台小､唐崎
小

11 93 0 0

図書整理 伊香立小､真野小 3 18 0 0

花壇作り 真野北小､真野北児童ｸﾗﾌﾞ 11 13 0 0

パソコン授業応援 真野北小 2 2 0 0

13小学校、他１ヶ所 27 126 0 0

中　央 校庭剪定 長等小､逢坂小 2 23 0 0

図書整理 平野小 6 38 11 0

校庭花づくり 平野小 3 10 0 0

３小学校 11 71 11 0

石　山 校庭剪定 南郷小､石山小､青山小 3 27 0 0

３小学校 3 27 0 0

瀬　田 校庭剪定
瀬田小､瀬田南小､瀬田東
小､瀬田北小､瀬田幼､瀬田
北幼

9 61 0 5

校庭花づくり 瀬田東小 4 22 0 0

縫製授業 瀬田東小 15 18 1 3

図書管理 瀬田南小 23 36 3 5

４小学校、他２ヶ所 51 137 4 13

23小学校、他３ヶ所 92 361 15 13

比叡地域合計

中央地域合計

石山地域合計

瀬田地域合計

支部合計

場所・内容 回数
参加者
　数

内
在校生

内
協力者

瀬田地域 1 11 0 0

建部大社 1 8 0 0

応援項目

スッキリ士隊

境内剪定
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 [地域活動報告] 

中央地域に於いて剪定活動を開始しました 

 大津支部には４地域がありますが学校応援活動としては、小学校の要望により図書管理の活動を逢坂

小学校・平野小学校の２校で行ってきました。昨年度末に逢坂小学校より図書管理活動辞退の申し出が

あり、４月より実施校は１校になっています。逢坂小学校で活動されていた方が平野小学校の応援活動

に加わり、人数が増え、新たな活動として児童が植栽した正門前の花壇等の除草活動を始めています。 

また、中央地域では実施していなかった剪定活動で比叡地域の活動に参加すると共に、７月から比叡

地域の皆さんの指導を受け、中央地域の長等小学校・逢坂小学校の２校の校庭剪定を実施する事が出来

ました。 

7月 10日は長等小学校正門付近の伸び放題となっていた草や

皐月、つつじなどの庭木の剪定作業を行いました。夏休み前で

気温も連日 30 度超えの中、体調管理に注意しながら 10 時～11

時 30 分まで途中休憩を挟み、無事作業を終了し、学校の希望に

沿う事が出来ました。参加者：中央４名､比叡６名､計 10名。 

７月31日は逢坂小学校校庭周辺の桜の木の枝払いと周辺の草

刈りを行いました。当日も連日の猛暑日の中での作業でしたが、

途中休憩をはさみ 11 時

ごろに終了。先生より秋

以降も再度剪定作業の

活動を要請されました。

参加者：中央６名､比叡

７名､計 13名。 

中央地域は剪定機材

を持たないため、『中央

地域剪定グループ』名義

で大津市社会福祉協議

会の助成金が認可され、

剪定道具を８月に購入

整備しました｡下期以降

の剪定活動も比叡地域

の皆さんとコラボする予定です。                  記）詫間 中央地域副支部長 

第２回比叡地域ミーティング 

 ９月８日（日）比叡地域の第２回地域ミーティングを 16

名が参加して、琵琶湖を見渡せるロケーションのよい琵琶

湖グランドホテルで開催した。 

 ミーティングでは各担当者より、①41期学生募集結果 

②新入会員状況 ③８月末までの地域活動結果 ④におの

浜ふれあい祭り ⑤健康部よりディスコンの案内 ⑥研修

部より 10月４日(木)研修部健康部の合同企画の案内 ⑦広

報部より｢かけはし」について、等の報告と説明を行った。 
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 ミーティングの後、会食では近況を報告し合い楽しい時間であった。次回の第３回地域ミーティング

の担当を決めた後、全員で集合写真を撮った。            記）藤田 比叡地域副支部長 

南郷公民館の剪定等と石山地域ミーティング 

９月５日（水）に南郷公民館の周辺の樹木の剪定並びに除草などを行いました。 

前日の 21 号台風の影響で参加人数が減少し、８名で行うことになりました。10 時より開始して、ほ

ぼ 12 時頃まで行うことになりました。ゴミ袋が 20 余り出るほどでしたが、公民館正面の花壇をトリマ

ーなどで切りそろえ、周囲の姿は一段と美しくなったと思います。また公民館の周辺も歩きやすくなっ

たと感じられました。 

その後 12時から２時まで２階の会議室をお借りして地域ミーティングを行いました。公民館の館長が

お礼の言葉を述べられた後、食事をとりなが

ら会議を行いました。歓迎会の地域ミーティ

ングのやり方（地域行事の日程等の印刷物を

渡すなど）、新年会のカラオケ大会の出演者、

３ヶ所の秋の小学校の環境・美化活動の日程

(10 月１日石山小学校、10月 15日南郷小学

校、11月上旬青山小学校)などを決めました。

また、地区名の変更(北大路➡晴嵐、田上➡

田上・青山)などについての意見が出ました。

そして名簿の記載について、卒期の若い順に

なっているのはいかがなものかという意見

などが出ました。これらの意見を今後の執行役員会等に反映していきたいと思います。   

                      記）永尾 石山地域副支部長 
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瀬田地域ミーティング 

                           石飛 博高（34期 園芸・瀬田月輪） 

７月２日（月）13 時 30分より本年度２回目の瀬田地域ミーティングが、瀬田東市民センターで 27名

の参加で開催されました(開催場所は駐車場の余裕と会場費が適当であることから決められている）。 

会場は足腰が痛む畳部屋でなく、椅子席の部屋を希望していますが、幸い今回は椅子席の部屋となり

ました。 

ミーティングの内容 

１）副支部長報告 ２）専門部連絡事項 ３）小学校応援活動報告 ４）協議事項 

・地域活動部の連絡で、大津祭において曳山参加は 60歳以下の年齢制限であるが、昨年までレイカデ

ィアの参加は、相当年齢オーバーをしていたが、今年は年齢制限が厳しくなるので参加をどうする

か検討中。 

・小学校応援活動報告で瀬田南小学校の図書応援について､７月 20日に小学校で表彰される予定。 

瀬田地域ミーティングについては、より良い運営方法についてどうするか？協議したが、結論が出

ず副支部長中心に検討することになりました。 

次回は 10月 19 日（金）「大津支部の集い」のプログラム内で開催する予定です。  
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[会員動向] 

会員数  
大津支部会員数 (９月 15日現在) 265名（39 期新入会員 29 名含む） 

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 ９日(金)  執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 

11 月 30日(金) 役員会   生涯学習センター ９時 30分～ 

12 月 11日(火) 執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 
12 月 27日(木) 役員会   生涯学習センター ９時 30分～ 
1 月 ９日(水)  執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 
1 月 25日(金)  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、次回は平成 30 年 12月下旬に発行の予定です。 

原稿締め切りは 11 月 27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 39 期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で 

〒520－0003   大津市あかね町 13-21-607 

福 井 かおる宛 TEL 077－523－5383 

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］ 
今年は梅雨の期間も短く、いきなり猛暑の日が訪れ、連日の厳しい暑さに加え、９月に入って台風

21 号、北海道胆振東部地震など自然の厳しさを実感した夏もようやく過ぎつつあります。待ち遠しい

秋の気配が少し感じられる朝夕、みなさまお元気でお過ごしでしょうか。 

「かけはし 62 号」をお届けします。10 月には「新入会員歓迎会＆大津の集い」が行われます。当

日は楽しいゲームや景品も用意していますので奮ってご参加下さい。  

当日みなさまにお目にかかれるのを楽しみにしています。 

編集委員 

岩田 和彦(志賀) 奥田 耕治(志賀) 大口 正勝(堅田) 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(平野膳所）松岡 克実(北大路）脇田 進(石山南郷) 

茨木 慶一(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) 

レイカディア大学同窓会 大津支部会報 62号(平成 30 年９月 27 日発行) 

発行責任者 大津支部長 奥田 耕治 

 編集責任者 広報部会長  福井 かおる 

＊投稿･応募･申込み等の個人情報について 

レイカディア大学同窓会大津支部宛の投稿･応募･申込み等(電子媒体含む。以下原稿と言う)で得た個人情報は事前説

明無く、当該投稿等に関する用途以外に使用せず、適宜、適切に破棄します。投稿内容及び氏名、年齢、生年、地域・

地区、卒期・学科名は当会発行媒体に掲載することがあります。 


