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三日月知事講演会報告 

各部会活動 

          

▶ 大津祭 会員・在校生がボランティア活動に参加します 

【宵宮】日時：令和元年 10 月 12 日 (土）  

【本祭】日時：令和元年 10 月 13 日 (日）  

▶ 40 期新入会員歓迎会＆レイカ大津の集い   
日 時：令和元年 10月 18日(金) 13時～16時 

場 所：大津市生涯学習センター 

     ▶地域活動事例発表会 
         日 時：令和元年 11月 18日(月) ９時 15分～15時 40分 

     場 所：近江八幡市総合福祉センター ひまわり館 

皆様のご参加をお待ちしています！     

巻頭言  真野の入江に想う 

（藤田副支部長） 

健康部会・文化部会 

研修部会・地域活動部会 
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かけはし 20周年記念号特集 

大学祭 大津支部のステージ発表｢笑いヨガ｣ 

かけはし 
レイカ大津支部会報 

66 号 
令和元年９月発行 

令和元年度｢レイカ大津の集い｣案内

40 期新入会員紹介 

   [発行] レイカディア大学同窓会大津支部 

http://lacadia-dousoukai.com/  
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特集 高齢者事故撲滅キャンペーン 

 

主

な

行

事 

レイカ大津 高齢者事故撲滅スローガン(交通安全年間スローガン入賞作品) 

免許証 返して増えた 家族の和 

会員動向・編集後記 
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真野の入江に想う 

比叡地域副支部長 藤田 順一（37期 園芸・志賀） 

 

 今からおよそ、900年前の大津市真野地区は、真野川が琵琶湖に注ぐ河口部分は大きな入り江にな

っていた。この付近の風景は素晴らしかったようで、「真野の入江」は平安時代後期から鎌倉時代前

期にかけて読まれた和歌にしばしばあらわれ、尾花（ススキ）を連想させる地として、都の人々に知

られていた。平安時代の歌人・源俊頼の歌に『鶉（うずら）鳴く真野の入江の浜風に尾花波よる秋の

夕暮』とあるように、歌枕に詠まれていた。 

 また京都から大原、伊香立を経て真野に出て、陸路の西近江路へ、あるいは

湖上を北国へ、湖東へと旅立つ交通の要衝でもあった。 

 真野の入江からの船出のありさまは、謡曲『竹生島』の中で、竹生島参詣へ

向かう大宮人の「真野の入江の舟呼ばひ、いざさし寄せて言問はん」の一節か

らもうかがえる。こうした入り江も、時を経てう

ずもれ、江戸時代にはすでに田んぼとなってい

た。今は跡碑が残るのみである。 

 この地は「入江地蔵」と呼ばれる地蔵堂があっ

たところで、かつての入り江は、このあたりまで

入り込んでいたと伝えられている。JR湖西線より

更に西側で、今の水辺からは想像も出来ない程、大きく変わっている

が、風情を感じさせる。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通アクセス 

JR 堅田駅から江若バスローズタウン西

地区行清水町下車、徒歩 3 分 

https://www.weblio.jp/content/%E4%BB%98%E8%BF%91
https://www.weblio.jp/content/%E9%A2%A8%E6%99%AF
https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%A0%E6%99%B4%E3%82%89%E3%81%97
https://www.weblio.jp/content/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
https://www.weblio.jp/content/%E6%AD%8C%E4%BA%BA
https://www.weblio.jp/content/%E6%BA%90%E4%BF%8A%E9%A0%BC
https://www.weblio.jp/content/%E9%B6%89
https://www.weblio.jp/content/%E9%B3%B4%E3%81%8F
https://www.weblio.jp/content/%E6%B5%9C%E9%A2%A8
https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%BE%E8%8A%B1
https://www.weblio.jp/content/%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%A4%95%E6%9A%AE
https://www.weblio.jp/content/%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%A4%95%E6%9A%AE
https://www.weblio.jp/content/%E6%AD%8C%E6%9E%95
https://www.weblio.jp/content/%E4%BB%8A%E3%81%AF
https://www.weblio.jp/content/%E5%A0%85%E7%94%B0%E9%A7%85
https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E5%8C%BA
https://www.weblio.jp/content/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%94%BA
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E8%BB%8A
https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%92%E6%AD%A9
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40 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 陶 杉原 正恒 すぎはらまさつね 石山・南郷 び環 吉岡 俊雄 よしおかとしお

比叡・日吉 園 西村 和子 にしむらかずこ 石山・田上 園 児玉 きみ子 こだまきみこ

中央・皇子山 び環 近藤 博次 こんどうひろつぐ 石山・田上 地文 山本 順子 やまもとじゅんこ

中央・皇子山 園 益田　一 ますだはじめ 石山・青山 地文 谷口 定清 たにぐちさだきよ

中央・平野　 健づ 柏木 明美 かしわぎあけみ 瀬田・瀬田 園 隠岐　正 おきただし

中央・平野　 園 山村 則男 やまむらのりお 瀬田・瀬田 地文  長　幸雄 ちょうゆきお

中央・膳所 地文  林　憲正 はやしのりまさ 瀬田・瀬田北 地文 青山 知江子 あおやまちえこ

中央・膳所 地文 吉原 順三 よしはらじゅんぞう 瀬田・瀬田北 び環 沖松 博子 おきまつひろこ

石山・南郷 び環 川田 道紀 かわたみちのり 瀬田・瀬田北 び環 雁林　剛 がんばやしつよし

石山・南郷 健づ 河野 安明 かわのやすあき 瀬田・瀬田北 園 坂口　操 さかぐちみさお

石山・南郷 健づ 小村 哲也 こむらてつや 瀬田・月輪 陶 榎本 行剛 えのもとゆきたけ

石山・南郷 地文 徳永　毅 とくながたけし 瀬田・一里山 地文 本郷 芳紀 ほんごうよしのり

石山・南郷 健づ 野村 徹郎 のむらてつろう 瀬田・瀬田南 園 今村 美紀子 いまむらみきこ

石山・南郷 び環 山崎 明成 やまざきあきなり

日時:10月18日  (金)13：00～16：30 

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い 

参加費は無料（マジックサークルは ひも代有料） 

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   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

  

地域対抗レース  

全員が力を合わせて頑張りましょう。  

   
 

   レイカディア大学同窓会大津支部 

    ４０期新入会員歓迎会＆レイカ大津の集い 

全員参加

の○・×ク

イズ 

豪華賞品

を用意しま

した 

地域対抗

レース  

全員が力

を合わせ

て頑張り

ましょう  
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三日月知事講演会 

「人生 100 年時代を生きる」～長寿の力を地域の力に～ 

同窓会本部 副会長 岩田 和彦 

 滋賀県レイカデイア大学同窓会主催により 7 月 8 日（月）滋賀県立長寿社会福祉センター大教室に

於いて三日月知事を講師としてお迎えし、当初の予定を大きく上回る 255 名の聴講者で開催されまし

た。 

 配布いただいた 25頁のレジメ「人生 100 年時代を生きる」をテーマに下記の内容で、分かりやすく

丁寧な説明をいただきました。 

１．人生 100 年時代はすぐそこに・・・滋賀県の平均寿命：男性全国 1位 女性全国 4位 

２．滋賀県民は健康で長寿・・・・・・【健康しが】「誰もが自分らしく生きることができる滋賀」・ 

「みんなでつくろう!健康しが」“健康な生活習慣”“生活環境” 

３．長寿の力を地域の力に・・・・・・社会参加活動と生きがい感 

質疑応答では多くの手が挙がり､15 分延長のオマケ

で明快に誠意あるお答をいただきました。また、聴講

者の大半より今後も適宜講演頂きたいとの声もあり有

意義に終えることができました。講演前の控室では学

生募集の定員割れ状況が話題となり、「対策を一緒に考

えていきましょう」と明言をいただきました。講演の

中にも、「サポート隊・同窓会」と連携を密にしていき

たいとのコメントもあり、心強く思った次第です。 

 過去に知事の講演があったかどうかは知りません

が､小生が入学後の 10 年間では 32 期生卒業式に嘉田

前知事が祝辞を述べられたことが記憶にあるぐらいです。 

本年の本部総会では知事に来賓出

席をお願いし、快諾をいただいたもの

の、あいにく海外出張と重なり今回に

なりましたが、本部役員一同の尽力と

皆様方のご支援により大盛況・大成功

裏であったと自負しております。 

知事との対話の道筋ができました

ことをチャンスと捉え、今後早急に県

庁（知事）との繋がりを深められるよ

うな交流会（意見交換会等）の場づく

りをお願いし、対話の機会が持てるよ

うになればと思っております。 

それにより行政機関等との連携を

深め、レイカデイア大学の振興促進と

共に認知度を高めることにより、入学者も増える事が叶い、「地域の担い手」となる活動を更にステッ

プアップさせて、注目される存在となりますよう願うばかりです。 

 同窓会活動がより豊かに前進することを祈り、皆様方には引き続きのお知恵とお力添えを賜ります

よう、切にお願い申し上げます。 

講演中の知事と知事よりのお礼状 

Rei 文 
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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 
 

同窓会本部 地域活動部会長 奥田 耕治 

参加が今回で３回目となる「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」が

草津市矢橋の帰帆島で６月 16日（日）に開催されました。例年同じ時期に開催されますが、この活

動は同窓会本部の活動行事として地域活動部会が窓口となって県下９支部にこぞって参加を呼びか

けています。昨年も同じく帰帆島で、一昨年は烏丸半島でしたが、元来は琵琶湖周辺を年ごとに場所

を変えて実施していることからどこの支部も公平に参加が出来るので、本部の地域活動部会として

は取り組みやすいだろうということで始めたと聞いています。ところが最近３年間はすべて草津で

の開催と開催場所が限定的になっているため、おのずと参加する支部も大津、草津・栗東支部などが

中心になっています。 

初回参加の烏丸半島での参加者は 10名でした。それもほ

とんどが本部役員のみで、２回目の昨年は 23名で今年は 39

名が参加して湖岸清掃で環境美化に汗を流しました。主催

者発表では私たちだけではなく家族連れなど全体で 412 名

（内､小学生以下 117名）が参加して、予め色分けで指定さ

れた班ごとの清掃場所である帰帆島の東対岸にバス移動を

しました。受付時に軍手、ヒバサミ、可燃物用と不燃物用の

ゴミ袋を渡されていましたので、早速、清掃作業に入りまし

たが、これがまた、出るはでるはよくもまぁこんなにとい

うくらいペットボトルに、空き缶、タイヤ、ビニール袋、中

には何が入っているかわからないような封をしたガラス

瓶、等々。枯草をかき分けるとさらにその下に積み重なっ

て。のちに主催者に確認したところ、重量では計測できま

せんがゴミの回収量は 29､385リットルだったそうです。何

気なく捨てるゴミが大変恐ろしい光景をさらしていて、ご

みの減量に真剣に取り組まねばならないことを実感いたし

ました。 

一つ加えるならば時間の関係などですべてのゴミが回収できたわけではありません。私に至って

は残したごみは見なかったことにして、お楽しみのマルシェ券を使っての買い物と昼食タイムにそ

そくさと入りましたが、大変有意義な活動でした。 
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知名度向上プロジェクト中間報告(令和元年８月 29日) 

          レイカ大津知名度向上プロジェクトリーダー  

河村 良一（38期 園芸・瀬田月輪） 

１．メンバー 

比叡地域：奥田支部長､中村 十規人､田北 憲広､藤田 順一、中央地域：野村 稔､井上 ことみ、 

石山地域：小林 茂、西山 忠雄、瀬田地域：中村 登、中川 幸子、河村 良一 

アドバイザー：岩田顧問、大口事務局長  

２．プロジェクト発足の趣旨 

レイカ大津の同窓会活動は広範囲にわたり、かつ多くの方が実施しているにも拘わらず、地域に

おいて知名度が低く地域貢献活動として実を結んでいないのが実状。ボランティア活動は評価され

るためにしているのでなく、自分のため地域貢献のために行ってい

る方が多いが、その活動が理解され、評価され、そして地域貢献に

繋がれば個々のやる気、生きがいに繋がっていくと考えている。 

レイカ大津支部、レイカディア大学の知名度向上を狙い地域貢献

に弾みをつけることが出来れば、活動に拍車がかかり、やる気、生

きがいも加わり、更なる地域貢献になるのみでなく、レイカ大津の

脱退者の歯止めにもなると考えている。 

３．打ち合わせ議題と議事要約 

① 同窓会大津支部と他支部との活動の温度差の縮小 

重要な議事であるが別会議化を予定 

② 県、市の TOPの大津支部活動への招聘 

大津市長が 7月 16日長等小学校活動視察、8月 27日市長ミーテ

ィングで大津支部幹部との初会合開催。活動視察等は今後もお

願いしていく。「かけはし」を大きなツールに。以下③項も同じ 

③ 大津役員会にボランティア活動をしている小学校長の招聘 

校長先生の要望確認、教育委員会との繋がり確認等 

④ 個々人の力量、得意分野を整理することで広報活動に拍車を 

竹灯籠、絵画、絵手紙、調理等 展示会開催等で PR 

⑤ ボランティア活動でビブス着用で外部への PR 

ビブスは発注済み、各種活動で着用していく 

⑥ 龍谷大のコミュニティ･マネジメント学科とのコラボ 

高齢者の活用と地域貢献について学生と協議することで違った展  

開(活動内容他)を期待 

⑦ BBCテレビ放映での宣伝活動 

大津支部としてコンタクトを開始したい 

等々を今後の打ち合わせで詳細を詰めていく。 

 

  上記が中間報告内容ですが、知名度向上を大上段に構えるので

なく、会議で議論したことをやれるものからやっていくことにし

たい。皆様のご協力、ご支援をお願い致します。             
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2019 年度「大学祭」が開催 

今年は７月 31日から８月２日までの３日間盛大に開催されました。来場者は 713人で内、子どもさ

んが 66 人だそうです。 

入口を入ったところに園芸学科のみなさんの素晴らしい庭園が出来上がっていました。野菜や花苗

の販売、陶芸学科の作品展示・販売、お抹茶コーナー、子どもさんには手作り工作、メダカ配布、活動

の展示、ステージ演芸などでどこも盛り上がっていました。 

 大津支部からはステージ演芸に「笑いヨガ」で 34 期健レクの仲間が出演し、会場のみなさんと一緒

になって笑って、体操して、リフレッシュが出来たと思います。久しぶりに出会う仲間がいて楽しい一

日を過ごすことが出来ました。             報告：広報部会 福井 かおる 

 

第 12 回地域活動事例発表会 

同窓会本部 地域活動部会長 奥田 耕治 

今回で 12回目を迎える地域活動事例発表会を下記の通り開催します。 

記 

開催日時：令和元年 11 月 18日（月）９:15～15:40 受付 ８:45～ 

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 

       滋賀県近江八幡市土田町 1313 

       最寄り駅 JR 近江八幡駅 徒歩 14 分 

       ＊駐車場はありますが、他の利用者も多数ありますので、出来るだけ乗り合わせて 

        ご来場ください。 

尚、大津支部は松岡 克実さん(32期 健レク･晴嵐）が｢かけはし」発刊 20 周年を迎えるにあたり「か

けはし よもやま話」と題して発表いただきます。多くの方のご聴講をお願いいたします。 

 
昨年の発表の模様 
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[部会便り] 

「健康部会」     ～たのしく なかよく 元気よく！～ 

第 1 回室内スポーツ大会報告 

 暑い時は、冷房の効いた室内のスポーツで体を動かそうと、7 月 16 日（火）懐かしいレイカディア

大学体育室とその周辺にて、33 名の方々に参加いただきディスコン、ミニテニス、クロリティ、スカ

ットボールのゲームを５チームに分かれ対抗戦方式で楽しみました。また今回は、草津支部の方３名が

飛び入りで参加いただき、支部交流もできました。 

 奥田支部長のご挨拶や、健康部会の清水さんご指導で準備体操が入念に行われた後は、わいわいがや

がやと２時間 30分ゲームを楽しみました。 

 結果は、優勝Ｄチーム、２位Ｂ、Ｃチーム、４位Ｅチーム、５位Ａチ

ームでした。またチーム毎にディスコンのニアピン対決もあり、楽しい

半日を過ごすことができました。 

 参加いただいた皆さまお疲れさまでした。また準備やゲーム運営など

へ携わっていただいた関係各位には、お礼を申し上げます。 

 ９月は 29日（日）に瀬田シニアチームと共催で、第１回ディスコン大

会が予定されております。ご期待下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

           

く！～ 

集合写真 

ミニテニス 

ディスコン クロリティ 
スカットボール 
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「文化部会」     ～趣味をふかめて  たのしく学ぼう！～ 

    令和元年第２回市民陶芸体験講座開催の案内 

 
開 催 日：10月 11日（金）９:30～15:00 

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：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 17 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。 

皆さん奮って参加して下さい｡お待

ちしております。 

＊大津市広報誌「広報 おおつ」９月 15日号にも掲載しています。 

 

「生涯学習推進フォーラム」の開催案内 

 

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」の替わりとして生涯学習推進フォ

ーラム（基調講演・パネルディスカッション・フリートーク交流会）を昨年度から開催しています。

今年の開催日と場所は発表されましたが、詳細については後日発表となりますので、分かり次第メー

ルとホームページでお知らせします。 

因みに、昨年度の基調講演は脇田 健一さん（龍谷大学社会学部教授）･･･「今、社会に求められる

もの～協動によるまちづくり」でした。 

皆さんの参加をお待ちしております。 

開 催 日：10月 22日（火・祝）13:00～16:00 

場  所：北部地域文化センター 

（大津市堅田２丁目 1-11） 駐車場有り 

 

 

 

写真は今春の模様 

昨年の交流会の模様 
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「研修部会」      ～参加して 味わおう 知る楽しさを～ 

       第１回 大津市民病院 健康講座 

「へルペスってどんな病気」 

 ７月 22 日（月）14:00 から大津市民病院の健康講座に今年も参加。大津支部からの参加者は 29 名、

会場の半分を占めました。 

ヘルペスとはよく耳にしますが、どんな病気か

あまり知らなかったと思います。ヘルペスがウイ

ルス感染症、そして一度感染すると生涯にわたっ

て神経に潜伏し、健康な時はウイルスは免疫に押

えられて活動できないため症状が出ないという

ことでした。 

ヘルペスは過労やストレスが原因となり免疫

力が低下したときに発症するそうです。この講義

の後、支部長から口唇ヘルペスが出てきたと聞き

ました。十分な睡眠と栄養を摂り、精神的、肉体

的な安静を心がけることが大切であると学びま

した。 

 

原子力発電について－原子炉、放射線とは― 

 ９月に関西電力大飯発電所を見学するに当たって、事前に原子力発電について商業ベースではなく

学術的な知識を得ていることが必要と考え、８月７日（水）13:30から生涯学習センター視聴覚室で

講演会を開催することにしました。 

京都大学複合原子力研究所の三澤 毅教授に講 

演をお願いしたところ、快くお引き受けいただき、 

約２時間 12ページの資料を基に非常に分かり易く、 

丁寧に講演いただきました。見学会参加されない 

方も含め 29名が熱心に聴講、講演後の質疑も活発 

に行われました。 

後日、三澤教授からも「大変熱心に聞いて頂き、 

また多くの質問を頂くことができて、私としても 

感謝しております」とのメールを頂戴しました。 

 

 

＊大飯原子力発電所見学会は９月 18日(水)に行われました。 

 

 

 

 

 
大飯原子力発電所 

京都大学複合原子力研究所ホームページより借用 

研究テーマ：KUCA を用いた原子炉物理実験 

中性子計測と原子炉実験への応用 

KUCA 原子炉主任技術者 
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「地域活動部会」  ～無理しない！ 出来る時に、出来ることを、出来る範囲で！ 

  ９月以降の計画 

１、今後の予定 

①大津祭 10月 12日（土）宵宮、13日（日）本祭 

 参加者:大津支部 20名、草津栗東支部２名、守山野

洲支部１名、在校生 1名の計 24名の応募者 

曳山連盟に応募名簿を提出済。一般公募の最終結

果を待ってから、大津支部応募者の配置が決定さ

れる。曳山連盟から連絡を受け次第、応募者各位に

連絡します。 

②第 13 回瀬田川一斉清掃（瀬田川クリーン作戦） 

８月 19日（月）瀬田川河川事務所で開催された事 

 前会議に参加して詳細を確認した。 

実施日時：10月 27日（日）８:30～10:00 

NPO 法人瀬田川リバプレ隊の受け持ち場所に入り活動を行う。集合場所は瀬田川左岸の帝産バス水天

宮バス停。駐車場:京滋バイパス高架下北側の滋賀県橋本ポンプ場(台数に限りがあります）。 

参加者は、地域活動部会長に事前連絡願います。アドレス開示の方に案内を発信済です。 

③大津まちなかスッキリ士隊の活動 

 日時：11月５日（火）14:00～15:30 少雨決行。集合場所は、大津清陵高校学校駐車場 

９月の役員会で、スッキリ士隊各位に案内を出します。 

 講習会予告：12月６日（金）生涯学習センター303 号室にて、13:30から 1時間程度で、大津市 

未来まちづくり部まちづくり計画課により開催します。講習会終了後に修了証を 

渡しますので、事前連絡をお願致します。 

２、各地域の部会活動報告（４月～８月 28日まで） 

①比叡地域 

今まで、仰木小学校を訪問出来ていなかったが、７

月 25 日（木）に初めて校庭美化の活動を行った。

更に 26日(月)にも図書整理で訪問した。 

②中央地域 

長等小学校の校庭美化活動に、越大津市長の視 

察を受けて、８月 27日（火）大津市長との市長 

ミーティングに結び付いた。 

③石山地域 

小学校校庭美化活動に、多くの参加を呼びか 

け、参加人数の増加に結びついている。 

④瀬田地域 

 瀬田南小学校の図書室リニューアルで、集中的に整理活動を 

行っている。４月４回７名参加､６月６回 12名参加､７月 

12回 60名参加､８月５回 21名参加。 

４月から８月末までに､計 27回 100名の参加となった。 

湖国､滋賀県大津市の曳山祭、 

「大津祭」国指定無形民俗文化財 

宵宮：2019 年 10月 12 日（土） 

本祭：2019 年 10月 13 日（日） 
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   小学校応援活動表（2019 年４月～８月 28 日） 

 
まちなか応援活動表（2019 年４月～８月 28 日） 

 
その他の応援活動（2019 年４月～８月 28 日） 

 

比　叡 校庭美化 小松小、木戸小、和邇小

小野小、真野北小

真野小、堅田小、雄琴小

仰木の里小、仰木小 18 108 0 0

仰木の里東小、坂本小

日吉台小、唐崎小

真野北児童クラブ

図書整理 仰木小学校 1 6 0 0

校庭花づくり 和邇小、小野小

真野北小、真野小

堅田小、堅田幼

真野北児童クラブ

パソコン教室支援 真野北小 3 3 0 0

44 151 1 1

中　央 校庭美化 長等小、逢坂小 2 26 0 0

図書整理 平野小 6 29 1 0

校庭花づくり 平野小 6 12 0 3

14 67 1 3

石　山 校庭美化 南郷小、石山小、青山小 3 47 1 0

3 47 1 0

瀬　田 瀬田小、瀬田南小、瀬田東小

瀬田北小、瀬田幼、瀬田北幼

校庭花づくり 瀬田東小 6 38 0 14

縫製授業 瀬田東小 9 28 5 9

図書整理 瀬田南小 27 100 43 8

52 237 48 31

113 502 51 35

瀬田地域合計

比叡地域合計

中央地域合計

石山地域合計

校庭美化

大津支部合計

地　域 応援項目 小学校等名 回数 参加者数 内在校生 内協力者

10 71 0 0

22 34 1 1

建部大社境内剪定 2 8 0 0
囲碁将棋対局ボランティア 13 19 0 0
コスモアースコンシャスアクトクリーンin草津 1 17 0 0
ｹﾞｰﾑｺﾝﾀﾞｸﾀｰ小学生低学年３種目競技会支援 1 9 0 0

大津支部合計 17 53 0 0

内協力者応援項目 回数 参加者数 内在校生

平和堂店頭学生募集要項配布(同窓会本部） 4 36 0 1
イオン店頭学生募集要項配布(ｻﾎﾟｰﾄ隊） 3 30 0 0
シルバー作品展　監視員 5 10 0 0

レイカディアの日地球市民の森整備(ｻﾎﾟｰﾄ隊） 1 13 0 0

大津支部合計 13 89 0 1

応援項目 回数 参加者数 内在校生 内協力者
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42 期生学生募集活動の取り組み 

 ここ数年来、新入学の応募者の減少傾向が続いていることは皆様ご承知の通りです。断定はできませ

んが定年年齢が 65 歳になり、場合によってはさらにそれ以上

働き続けると言うことが要因の一つではないかとも考えられ

ています。事実、草津校の入学者の平均年齢が 67 歳近くにな

ったそうです。そんな中、同窓会としてもできることならレイ

大事務局任せにするのではなく、できることからお手伝いしよ

うということになりましたのが昨年です。時を同じくしてサポ

ート隊も同じ危機感を持ち学生募集活動を推進するプロジェ

クトを立ち上げ、同窓会と協働でイオン２店舗にて入学募集要

項の店頭配布を実施しました。同窓会からは 17 名が参加いた

しました。今年はさらに活動を強化すべく、イオンの２店舗での３回に加えて新たに平和堂のアルプラ

ザ瀬田と堅田でそれぞれ２回ずつ５月と７月に店頭配布をし、自治連合会関係にも働きかけてポスタ

ーの掲示や地域住民の方々への配布や回覧をお願いいたしました。 

店頭配布に携わっていただいた方は大学事務局からの応援４名を加えて 62名に上りました。ご協力

いただいた方々には大変ご苦労様でした。大津支部としてお預かりした募集要項の一部は高齢者が多

く居住する団地等でポスティングをし、一人でも多くの方にレイカディア大学の名を目にしていただ

けたものと思っています。それにより多くの方が応募されることを念願する次第です。 

 報告者：支部長 奥田 耕治（33期 園芸・志賀）  

越 直美市長に私達の校庭美化活動を見ていただきました 

大津支部のボラティア活動の大きな柱である小学校美化活動も８年目を迎えて、今や市内の 37 校の

うち 27校で実施しています。活動現場である各小学校からは大変感謝され、当てにもされていますが、

その活動が大津市や教育委員会からどのような評価をされてるいのか（勿論ボランティア活動ですか

ら、何も求めない自主的な活動に他なりません）。それにしても相応の対応があってしかるべきではな

いかという疑念を持ち続けておりました。私達の情報発信ツールである「かけはし」を毎号知事や市長

にも届けていますが、知事からは必ずお礼の手紙が届きます。知事の講演を聞かれた方はご存知でしょ

うが「かけはし」についてのコメントがありました。一方、市長からは・・・。そこで、「かけはし」

65 号をお届けするにあたり、具体的に活動場所と活動日時をお知らせして、是非とも活動風景を見て

いただきたいと、無理だろうと思いながら、提案してみました。思いがけず市長公室（旧秘書課）より

７月 16 日の長等小学校の活動の視察に伺いたいと連絡が入りました。当日は梅雨の最中の、今にも雨

の降りそうな蒸し暑い日でしたが、越市長が作業服を

着て来校され、私たちの活動を見ていただきました。

ここぞとばかりに用意した資料を提示して、説明して

おきましたのでご理解を深めていただいたものと思

います。小さな一歩ではありますが前進したのではな

いかと思います。 

８月 27 日(火)市長とのミーティングを１時間にわ

たり、特別応接室で支部役員９名が参加して支部の

様々な活動の報告を行い、活動への理解を得ました。 

報告者：支部長 奥田 耕治（33期 園芸・志賀） 

越市長の視察を受ける 
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過去に編集委員を務められた４名の方に「かけはし」に 

まつわる「よもやま話」を語っていただきました。 
 

 

｢かけはし｣編集などの思い出 

元編集責任者 小田 悟男さん（19期 文芸・打出） 

 

小田さんは｢かけはし｣10号から２年間発行責任者として､17号まで 8回の発行に参画されました。 

ご自宅の応接室に案内されてまず目についたのは、多くの感謝状、表彰状である。自治会活動に対し

て市長より、地域の神社活動に対して宮司さんより、またレイカ同窓会本部の会長より等が目に入っ

た。長年にわたり各種団体への協力には、労をいとわない人柄がうかがわれた。現在も地域の神社の顧

問として、またレイカ大津の地域応援活動の老人ホーム

への囲碁対局も永年に亘り続けられておられる。 

長年楽しまれていた趣味の水墨画は、根気と集中力が

なくなり今年に入り中止された。しかし謡曲とカラオケ

は継続、特にカラオケは毎月 1 回元勤務していた会社の

同僚とカラオケ大会を行っている。大きな声を発声する

ことでストレスを解消している。体調管理については長

姉（98 歳）夫婦が参考になっている。とにかく「歩くこ

と」を意識し心掛けていると現在 84歳の小田様は元気に

話された。 

当時の編集体制は、責任者の副支部長（兼務）と各地

区（ABCD）の４人委員で少数精鋭とは言え心細い体制だ

った（のちに２人体制になったが）。また郵送されてきた

原稿のタイプ打ちもワープロ技術をお持ちの方にお願いするしかなかった。それ故「かけはし」も最小

の情報を伝達することしか出来なかったが、文芸欄を設けるなど投稿を広げていったが、見直しなどの

確認作業が取れなかったことが心残りと話された。 

またマンネリ化した組織を打開するために、仲間うちだけでの「新年会」の実施、そして地域内での

輪番による開催、現在はレイカ大津の年間行事の一つとなった。会員みんなが楽しい一時を持ちたいと

言う思いが作品展やＧゴルフ大会、パソコン同好会の開始などに繋がった。当時は文芸学科での年次の

異なる縦の懇親会は存在したが、学科の異なる同期会や年次の異なる学科の皆様との交流がなかった

ので、提案したのはよかったと話された。 【インタビュアー：広報部会 大塚 庸行】 

 

 

 

 

 

 

 

大津支部会報誌 20周年記念特集 

｢かけはし」の発行の趣旨 

「かけはし」は平成 11 年７月に創刊号を発刊し､「支部会員の心の窓として、情報や交流の手

段として、みんなでつくる會報として、力をあわせ知恵をだしあって育ててゆきたい」と創刊号

で会報編集室が宣言しています。この頃は未だ、愛称の｢かけはし」ではありませんでした。 
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｢かけはし」をいろいろ改革したことが思い出 

元発行・編集責任者 岡崎 一郎さん（21期 スポ・日吉） 

 

岡崎さんは「かけはし」18 号～36号と総関係延べ号数 19回と編集に携わって来られました。 

岡崎さん（85 歳）は今も大津支部の顧問、文化部会員をされながら多くのボランティア活動に参加

されています。その活動は多岐にわたり、自助具製作「ケアクラフト002
オオツ

」をはじめ地域福祉に関わり、

おうみネットサポーター、ラジオ体操や朝ご飯、健康改善、老人会、お祭り、文化祭、小学校のトイレ

清掃など 11もの役員をされご活躍されています。 

中でも「ケアクラフト 002」は 19 年前に設立、高齢や障がいなどで困難になった手足などの動きを

助け自立や社会参加を助ける自助具の製作をして地域に貢献されています。 

「かけはし」の思い出としては、毎回の巻頭言

で苦労したこと（現在は分担）、周りの方の協力で

ヨシ刈、スッキリ士隊、大津祭などの支援活動も

始められ、健康部会など５部会方式などに改革し

たこと。平成 11 年７月に創刊、16 年３月からＡ

４、年３回発行となっていますが、その背景とし

ては時代がＡ４サイズ主流になってきたことや、

読みやすい、編集がやりやすいことなどがあった

そうです。 

 年２回では情報発信の間が空きすぎることもあ

り、年３回に（33号からは年４回）変更されてき

ました。また 29号（平成 22 年３月）で、レイ大の「休校問題特集号」を出したことも思い出に残って

おられるそうです。 

これからの同窓会に期待することとしては、広報部会員以外に「かけはしサポーター」のような組織

を作り、気楽に地域の人が現場に取材に行き、いろんな情報を発信出来ること、また地区ごとの親睦を

もっと深めることが出来ればいいのではとお話を頂くことが出来ました。 

【インタビュアー：広報部会 福井 かおる】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛称「かけはし」ネーミングのいわれ 

大津支部会報誌は愛称募集を会員に募り、第４号から｢かけはし」となります。 

｢かけはし」の提案者の高橋 亮子さまは、｢〝かけはし〟には、地域とのつながり・会員同志の絆

を深め・活動の輪を広げたい」との願いで愛称募集に参加されたと述べておられます。 

編集室に寄せられた候補名 15の中より「かけはし」が選ばれました。 

 

｢かけはし｣の発行の歩み 

★平成 11年７月１号発刊｡当初はＢ５判４頁建て ★｢かけはし｣50号を記念してカラー版で発行          

★４号で会報誌名が｢かけはし｣と決まる     ★66号で刊行して満 20年を迎えた 

★11号からＡ４判､ホチキス止めに変更 

★18号からＡ３二つ折り､年２回発行を年３回に変更 

★33号から年４回の季刊になる｡黄表紙は 30号から 
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｢かけはし」編集に関わって苦労したこと 

元編集責任者 小川 陽一さん（20期 生活・平野） 

 

 小川さん（84歳）は「かけはし」18号から２年間発行責任者として、その後も編集委員として 29号

まで(12 回)発刊に参画された。現在は、自宅周りで家庭菜園・花のお世話や、町内の避難場所に指定

されている大津市民病院付属看護学園の草刈りもされている。会報誌発行についての一連の作業、原稿

集め・校正・印刷などで苦労・苦心したことは思い当たらない、むしろ「かけはし」を作るのが楽しか

ったと、にこにこと話された。 

手書き原稿が小川様宅に郵送されてくるとそれをワ－プロのできる２人(池村 貞雄さん・木村 慶子

さん)にタイプしてもらっていた。たまにはワ－プロ原稿が送られることがあったが、そのまま打ち直

すことなく、即「かけはし」のページにそのまま収めていった。現在も継続されているページとして新

入会員全員への投稿依頼がある。大幅にページ数が増え、その内容にはよいものもあり委員にも刺激を

与えてくれた。 

当時発行された「かけはし」はワープロの打ちっぱなし、校正

をほとんどせずに印刷発行したので、誤字・脱字等のミスがあっ

たとしても、「すみません以後気を付けます」でおしまい。皆さ

ん大らかで人が良かったのか。特に「かけはし」では遊ばしても

らった。きちんとしょうとすると堅苦しくなるものだが、適当で

よかったのかな、と述懐されていた。 

２年後、後任の水谷 清治さん(故人)に引き継ぐことができた。

段々とパソコンができる人も広報部会に参画してくれるように

なり、文面のチェックができる体制が整ってきた。当時支部組織

が停滞しており会員一人ひとりが何とかしなければとの機運も

あって５部会が発足した（各地域名称の変更、副支部長の選出、

５部会部会長の決定など、会則が改定された。小川さんも広報部

会長に就任）。特に、５部会長たちが支部をより発展させようと

意欲的であった。  【インタビュアー：広報部会 大塚 庸行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢かけはし」のできるまで 

❶誌面構成の検討･決定            ❹編集会議での読み合せ校正(３､４回) 

❷投稿原稿などの管理運営          ❺印刷製本 

❸誌面のレイアウト･制作(数回繰り返し)      

 

｢かけはし」配布先詳細 関係先との連携強化を図るため会員以外にも配布を行っています 

 40 期･41期大津市在住在校生：90部、レイ大事務局：５部 

 県庁関係：７部、市役所関係：７部、市社協：５部、その他：４部、同窓会本部：10部、 

サポート隊：５部､助成金援助団体：４部､小学校長：37部､支部長予備：10部  

小計：184部 

 会員数：243部 合計：427部、予備：43部 （65号の場合） 
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｢かけはし」の編集で文章力向上とパソコン上達 

元編集委員 西澤 勝さん（28期 園芸・唐崎） 

 

西澤さん（76歳）には 10 年間にわたり「かけはし」24号～60号と、総関係延べ号数 37回という長

い間編集にご尽力いただきました。一時お身体を壊されていたこともありましたが、現在はお元気にな

られて「おやじのたまり場」というボランティアグループでご活躍されています。そこでは、週に一度

の定例サロンをはじめ、歌やゴルフ、料理、ウォーキングなど幅広い活動をされています。お家では畑

で野菜も作られていて毎日を忙しくお過ごしです。 

かけはし編集で記憶に残っていることは・・・印刷に時間がかかったこと、朝から夕方近くまでかか

ったこともあり、淡海ネットワークセンターが閉まってしまい、外のテーブルで作業をされたこともあ

ったとか。当時はホチキスで止めていたそうです。それでホチキス止めをやめて折るだけにしたり、題

字を考えたりもされたそうで、現在も西澤さんが考えられたデザインを使っています。中折左綴じの冊

子印刷になったのもこの頃だそうです。 

ネットワークセンターの印刷機の性能

が良くなり、今は３時間ほどで作業終了出

来るようになったこと、PDF を使うように

なり写真がきれいに印刷出来るようにな

ったこと、ずいぶん進歩してきたことをお

話しして頂きました。 

良かったことは・・・文章の勉強になっ

たこと、パソコンが上達したこと等だそう

です。印刷場所は当時からネットワークセ

ンターだそうですが、平成 23 年度から年

４回の発行となり現在に至っています。当

時の「かけはし」のことをお聞きして 20年

という歴史を感じることが出来ました。 

しばらくは行事の参加もお休みされていましたが、これからまた参加していきたいとお話ししてく

ださいました。また集いや新年会でお会い出来るのを楽しみにしています。 

【インタビュアー：広報部会 福井 かおる】 

 

 

 

 

｢かけはし｣は同窓会 HP でご覧いただけます http://lacadia-dousoukai.com/ 
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【特集高齢者事故撲滅キャンペーン第 2 弾】 

    今 66号から同窓会ホームページに掲載されている内閣広報の「どうしたら防げるの？高齢者

の交通事故」の記事を掲載していきます。今回は「１ 高齢者の事故は増えているの？」を掲載

します。 

 

 平成 25年（2013年）6月 3日 

交通事故の死者数は年々減少傾向にある一方、65 歳以上の高齢者が占める割合が高くなっていま

す。さらに近年では、事故の被害者だけでなく加害者になるケースも増えています。その背景には、

高齢者人口の増加だけでなく、高齢者特有の事情も影響しています。高齢社会が今後ますます進展す

る中、高齢者の交通事故対策には、高齢者本人だけでなく周囲にいる方々の理解も重要です。そこ

で、高齢者に多く見られる交通事故や、すぐにできる対策などを紹介します。 

交通安全意識の浸透や自動車の安全性能の向上などにより、交通事故による死者数は年々減少傾向

にある一方で、65 歳以上の高齢者が占める割合は年々高くなっています。 

平成 24 年の 1 年間に交通事故で亡くなった方は約 4,400 人。そのうち、65 歳以上が約半数とな

っており過去最悪の割合を占めています。 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201306/1.html#anc01
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201306/1.html#anc02
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201306/1.html#anc03
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201306/1.html#anc04
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201306/1.html#anc05
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【図 1】交通事故の死者数及び 65歳以上が占める割合の推移（平成 15年～24年 警察庁）  

 

高齢者の交通事故死者の内訳をみると、最も多いのが歩行中の事故死でほぼ半数、次いで自動車乗車

中、自転車乗用中の順になっています。 

【図 2】高齢者の交通事故死者 状態別割合（平成 24年 警察庁） 

 

また、死亡事故が発生した時間帯をみると、夜間の歩行中に交通事故に遭って亡くなった高齢者数は

昼間の 2 倍近くに上っています。 

【図 3】高齢歩行者の昼夜別死亡事故比較（平成 24年 警察庁） 
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[会員動向] 

会員数  

大津支部会員数（９月 15 日現在) 275名（40期新入会員 27名、年度途中入会者５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 ６日(水)  執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 

11月 26日(火) 役員会   生涯学習センター ９時 30分～ 

12月 ６日(金) 執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 
12月 24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  

会報誌「かけはし」は年４回発行しており、次回は令和元年 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 40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］ 
今年の夏は厳しい暑さが続くと思えば、雨も多く肌寒い日もあって、体調管理がたいへんでした。 

台風など災害が少ないことを祈るばかりです。 

さて、今年は「かけはし」が発行されて 20 年という記念の年となります。20 周年を記念して 66 号

では以前に編集に関わっていただいた方のインタビュー記事を掲載しました。他にも多くの方のご協

力のお陰で長い歴史を作って来ることが出来ました。益々これからも待ち遠しく思っていただける会

報誌を目指して、30年 40年と続いていきますように・・・ 

編集委員 

岩田 和彦･奥田 耕治(以上､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･住若 富子(以上､打出） 釜淵 佳明(膳所） 松岡 克実(晴嵐）脇田 進･俣野 公治･ 

遠藤 修一(以上､南郷) 中村 登(瀬田) 佐瀬 章男(瀬田北) 中村 健一郎･栗田 昇(以上､瀬田月輪) 
 

 
 

レイカディア大学同窓会 大津支部会報 66号(令和元年９月 25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。 


