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➢ 大津支部総会    令和２年４月９日（木）  

13 時 30 分よりレイカディア大学草津校で開催  

➢  本部総会      令和２年４月 22 日（水）  

13 時 00 分よりレイカディア大学草津校で開催  

➢  令和２年会員作品展  令和２年４月 16 日 (木 )～ 18 日（土）  

大津市生涯学習センター１ F ギャラリーで開催  

皆様のご参加をお待ちしています！     

２年間を振り返って 

（奥田支部長） 

  

レイカ大津支部会報 

  [発行] レイカディア大学同窓会大津支部  

http://lacadia-dousoukai.com/ 

主

な

行

事 

 新年会報告  

（河嶋実行委員長）  
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16 

新年会  ２月５日 「元祖・船の館 びわこの千松」 

各部会活動 健康部会・文化部会・研修部会・地域活動部会 
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 びわ湖毎日マラソンにボランティアで参加 

 

 

 
会員動向・編集後記 

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) 

シニアこそ ジュニアのお手本 交通安全 

68 号 
令和２年３月発行 かけはし 
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特集 高齢者事故撲滅キャンペーン 
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２年間を振り返って 

支部長 奧田 耕治（33期 園芸･志賀） 

 支部長を拝命して長いようで短い２年間を、まさに身命を賭してとまでは言いませんが、支部

の発展に自分なりに注力して参りました。その評価は会員の皆様にお任せするとして、振り返っ

て思うことは、同窓会大津支部は誰のための会でもなくすべての会員の皆さんのものですが､その

運営は一部の方たちのご尽力の上で成り立っています。300 名にも満たない組織ですが全員参加

とまでは行かなくても､もっともっとご協力頂ければと思わざるを得ないことが多くありました。 

会員の皆さんが諸活動に参加するに当たり、それぞれの価値観や考えも異なるでしょうから、

得意とする、または、ご本人が好ましいと思われる分野への参加を促すために、事務局長・４地

域・５部会・各種行事のリーダーや役員の方々は一所懸命企画立案し、準備をして、なみなみな

らぬ努力と精神的な負担をして実施いただきましたことを、是非とも知っておいて頂きたいと願

うと同時に、今後については公平な分担をするために皆様方のさらなるご協力をお願いする次第

です。 

大多数の方々は同窓会のみならず、それぞれに趣味嗜好や、地域社会貢献のためのグループな

どに所属して活動されています。その軸足をどこに置くかによって力の入れ方も異なります。必

ずしも同窓会のみに肩入れできない部分もあるのは承知しておりますが、冒頭で記したように、

この会は皆さん方お一人お一人の思いを集約して設立した会であることを、常に念頭に置いてく

ださることを念願しています。私が感じて、その思いを記したことに対してのご意見や反論のあ

る方もおられると思いますが、その方々は是非とも同窓会大津支部の運営に積極的に携わって頂

いて、改善を図り発展にお力を頂きたいと思っております。なんとなれば、繰り返しますが同窓

会大津支部は皆さん方お一人お一人あっての会な

のです。 

この２年間は会員数の確保を掲げて参りました。

必ずしもその目標を達成したとは思っておりませ

ん。毎年３月の期末に残念ながら何名かの退会者が

出て会員数が減少し、９月に新卒の新入会員を迎え

て会員数の増加を繰り返しています。退会される方

にはそれぞれに事情があってのことです。あるいは

転居、あるいは健康面などですが、最も危惧してい

る理由に、折角、入会頂いたのに同窓会の中での居

場所を見つけられず、会員として留まる意義を無く

させてしまってはいないかと思われることがあり

ます。各地域の役員の皆様方を通じて、できうる限

り face to face でコンタクトを図り、各種行事や

活動への参加を呼び掛けさせて頂きました。また、

活動分野の拡大も図りました。やりがいのある、ま

た、正当な評価をしてもらいたいとの思いから、行

政にも積極的に活動の PR を通してアプローチをし

てきました。これらのことは是非とも継続して、会

員の皆さんの協力の下一致団結して大津支部を発

展させてもらいたいと願うばかりです。 

支部長のある日：上）役員会で説明、下）活動 PR
横断幕をかかげて校庭美化活動に参加 
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支 部・本 部 総 会 案 内 
 

 

第 36 回大津支部定期総会 

◆ 日時：令和２年４月９日(木）13時 30分～（受付開始：13時～ ） 

会場：滋賀県立長寿社会福祉センター 大教室(レ
イカディア大学草津校１階） 

◎議案： １．2019年度事業報告   

２．2019年度収支決算報告 

３．会則の一部改訂（案） 

       ４．役員の改選（案）     

５．令和２年度事業計画(案)  

       ６．令和２年度収支予算(案) 

 

★同窓会年会費（2､000 円）は、領収書と引換えに地域の役員にお支払い下さい。 

 

令和２年度本部定期総会 

◆ 日時：令和２年４月 22日(水）13時～（受付開始：12時～ ） 

  会場：滋賀県立長寿社会福祉センター 大教室(レイカディア大学草津校１階)      

◎定期総会 13：00～14：30 

 ・議事 

2019年度事業報告・決算報告 

役員改選（案） 

令和２年度事業計画・予算計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お願い：支部定期総会及び本部定期総会への出欠について、配布文書に 

ご記入の上、至急、地区の担当役員へお渡し願います。 

昨年の支部総会 

昨年の本部総会 
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大津支部第 15 回新年会報告 

実行委員長 河嶋 文雄（35期 陶芸･南郷） 

 

 ２月５日（水）に「元祖・船の館びわこの千松」３階宴会場にて、第 15回新年会が盛大に開催

され、楽しいひとときをすごすことができましたのでここに報告させていただきます。 

 参加者は当初 90名までのぼりましたが、諸々の事情で最終的には 86 名（比叡地域 18名・中央

地域 19名・石山地域 24名・瀬田地域 25名）となりました。それでも大広間にあふれかえる人数

となりました。事故も無く定刻前に全員が揃い、舞台に並び若々しいにこやかな笑顔で写真に納

まりました（ホームページにも掲載されていますので一度ご覧下さい）。 

 全員が席に着き実行委員長兼開催担当地域副支部長の河嶋より開会の宣言と挨拶(少し長くな

りましたが）のあと、全員で「レイカディア讃歌」を斉唱（手違いで CD 手配忘れ）し、奥田支部

長の挨拶に移り「日ごろより皆さんのご協力とご支援に感謝申しあげます」と述べられました。

乾杯の音頭は佐瀬顧問の「皆さんの健康を祈念しまして」の発声の下、互いにグラスを交わしセ

レモニーは終了し楽しく和やかな歓談に移っていきました。 

 後半には、まずは恒例の「ビンゴゲーム」よりスタートし、86個の賞品が並べられ、期待に胸

を躍らせる様子が見られました。当たり番号が呼ばれるたびに手持ちのビンゴカードを見て、喜

びと嘆きの声が漏れていましたが、時間の経過とともに「リーチ」の声が飛び交うようになり、

「ビンゴ」の声がドンドン掛りはじめました。最後のほうは「残念組」が賞品の前に集まりビン

ゴゲームは和やかなうちに終わりました。 

 その後カラオケ大会（今回は地域代表でなく自由参加）に移行し、日頃から鍛えた喉を披露し

ていただき、その力強さ・元気さにただただ聞き入るばかりでした。 

 最後は恒例の「琵琶湖周航の歌」を全員が肩を組み、歌詞カード及び画面を見ながら身体を揺

らせて大きな声で斉唱しました。閉会の言葉は次年度開催担当の瀬田地域荒堀副支部長よりいた

だき、最終三本締めにて終了としました。 

 この会に参加し一段と盛り上げて下さった会員の皆さん、細かく打ち合わせ進行をいただいた

実行委員及び協力をいただいた事務局の皆さんありがとうございました。 
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左上から:河嶋氏

挨拶､奥田氏挨拶､

佐瀬氏乾杯の音

頭､会場光景、ﾋﾞﾝ

ｺﾞｹﾞｰﾑ､ｶﾗｵｹ大会、

琵琶湖周航の歌斉

唱､荒堀氏閉会の

辞 
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 [部会便り] 

「健康部会」     ～たのしく なかよく 元気よく！～ 

今年度健康部会活動のご報告 

 今年度２回目となる室内スポーツ大会を３月 17日（火）レイカディア大学体育室と第１教室に

て開催予定していましたが、新型コロナウイルス肺炎の感染リスクを回避するために、残念では

ありますが中止とさせて頂きました。ご理解の程お願い申し上げます。 

さて、今年度最後の部会便りとなりますが、会員の皆々様には、色々ご協力をいただき有難う

ございました。 

今年度の健康部会の活動を振り返りますと 

① ４月 26日 第１回グラウンドゴルフ大会（矢橋帰帆島公園） 

② ６月 14日 第２回グラウンドゴルフ大会（びわ湖文化公園） 

③ ７月 16日 第１回室内スポーツ大会（レイカディア大学） 

④ ９月 29日 ディスコン大会 瀬田シニアと共催（瀬田市民センター） 

⑤ 11月１日 第３回グラウンドゴルフ大会（矢橋帰帆島公園） 

を実施することが出来ました。 

 

これらの活動を陰から支えていただいた支部長･事務局の方々や、運営等をサポートいただいた

健康部会員の皆様に感謝しております。有難うございました。 

紙面をお借りして、厚く御礼申し上げます。 

健康部会の皆様（一部の方々） 
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「文化部会」     ～趣味をふかめて  たのしく学ぼう！～ 

  

●レイカディア大学同窓会大津支部作品展の作品募集 

  大津支部作品展を令和２年４月 16日（木）～４月 18日（土）まで開催します。 

皆さん、奮ってご応募をお願いします。 

趣旨・目的は支部活動のより一層の活発化を目指し、また、日頃の会員の活動

等を作品展を通じて地域あるいは会場を訪れた人々にアピールし、レイカディア

大学と同窓会に対する理解をより一層深めていただくことです。 

  応募要領 

① 期日  令和２年４月 16日（木）～４月 18日（土） 

時間  16日 12時～17時、17日 9時半～17時、18日 9時半～15時 

② 会場  大津市生涯学習センター １Ｆギャラリー 

大津市本丸町６－50（膳所城跡公園の向い側､京阪膳所本町駅から徒歩７分） 

③ 出展数 １人に付き、壁面掲示作品は２点以内・机上展示作品は３点以内                       

④ 品目  絵画―油絵・水彩画・日本画・水墨画等 

    工芸―陶芸・手芸・木工・篆刻等 

    文芸―書道・短歌・俳句川柳・絵手紙等 

    園芸―盆栽等 

    生け花・写真・活動記録等 

⑤ 申込み締切り ３月 31日（火）＊詳細は配布済みの応募要項を参照ください 

●市民陶芸体験講座開催予定 

 令和２年５月８日（金）大津市生涯学習センター ９時 30分から 

 皆さんのご参加をお待ちしています。４月１日号｢広報 おおつ」に募集案内を掲載予定です。 

 

 

 

 

写
真
は
昨
秋
の
模
様 

写真は昨年の模様 
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 「研修部会」      ～参加して 味わおう 知る楽しさを～ 

       令和元年度 研修部会事業 滋賀県立近代美術館出前講座 

「滋賀のアール・ブリュットについて」 

 県立近代美術館はただ今、2021年度のリニューアルオープンを目指して休館中です。この期間

中、県内の公民館・幼稚園・保育園・子ども園・学童保育所・児童館等の施設や、子ども会等の

各種団体（大人対象も可能）を対象に、美術館職員が直接現地に出向いて様々な出前講座やワー

クショップ等の活動を行っています。  

今回その出前講座を研修部会事業として、主任学芸員 田平 麻子氏に｢滋賀のアール・ブリュッ

トについて」と題してご講演をお願いしました。まずアール・ブリュットの定義について、ジャ

ン・デュビュッフェが唱えた「生きのままの芸術」が元になった語であることから始まり、多く

の作家の作品の写真を示しながら、アール・ブリュットの流れを詳しく説明いただき、最後に糸

賀一雄先生を初めとする滋賀での取り組み、近代美術館の収蔵作品の作品紹介がなされました。 

 新生美術館基本計画の中でも、アール・ブリュットを美術館活動の柱の一つとして、新生美術

館がその発信拠点となることを目指して準備が進められています。 

 研修部会 令和元年度事業の参加者(まとめ) 

研修部会では令和元年度５事業を開催しましたがその総出席者は計 146 名､１事業の平均参加

者が 30人ほどになります。そのうち役員を除く会員の参加者は 48名､33%。大津支部会員 274名

の 18%で、チラシ配布時に一声かけていただき、次年度の研修部会事業に多くの会員の参加を願

っています。また研修部会で実施してほしい事業など会員皆さんの希望をお聞かせください。 
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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！～ 

１．活動報告 

①琵琶湖湖岸ヨシ刈活動 

  ☆12月１日（日）琵琶湖大橋湖岸ヨシ刈 

   天気に恵まれ、比叡８名、中央１名、石山１名、在校生４ 

名の参加を得て、活発な活動に繋がりました。 

  ☆１月 26日（日）市民ヨシ刈(アクティバ湖岸） 

   昨年は、積雪で足元が悪く厳しい状態でありました。今年 

は足元の状態に問題無く順調な刈り取りとなりました。比叡 

11名、石山５名、瀬田２名、在校生２名、一般の方１名の合計 

21名の参加を得ました。 

   ☆２月１日（土）下阪本四ツ谷公園ヨシ刈 

   大河ドラマ｢麒麟がくる｣による観光客増加に備え､坂本城址公 

園周りは例年になく、丁寧なヨシ刈になりました。 

②やよい作業所 12月４回､１月２回､２月３回､３月４回を計画 

（作業所の素焼、施釉、本焼、窯出しの支援活動） 

③びわ湖レイクサイドマラソン・ボランティア支援活動 

  ２月 23日（日）第 11 回琵琶湖レイクサイドマラソンに初めてボランティアで参加すること 

になり、大津支部 29名、在校生 11名、他支部２名合計 42名を登録し、２月 16日(日)に県 

庁新館７階会議室にて事前説明を受けました。しかし､主催者の滋賀県から新型コロナウイル 

ス感染の懸念から中止の連絡を受け、残念な結果になりました。しかしながら､今回の取組で 

得た経験は来年の支援活動に生かせると確信しています。 

④ ３月８日（日）びわ湖毎日マラソンコース整理ボランティアで参加（詳細は 11ページ） 

２．各地域の活動報告（12 月～２月実績） 

①比叡地域 

校庭美化 雄琴小   12月９日（月） 

手芸授業 仰木の里小 12月２日（月）、16日（月）、２月 10日（月）、17日（月） 

ﾊﾟｿｺﾝ授業 真野北小  １月 20日（月）、27日（月）、２月 17日（月） 

図書整理 仰木小   12月 16日（月）、26日（木）、１月 21日（火）、28日（火） 

 ②中央地域 

花づくり 平野小   １月 10日（金）、２月 10日（月） 

図書整理 平野小   12月 11日（水）、１月 20日（月）、２月 10 日（月） 

  将棋対局 老人ホーム ２月 17日（月）、25日（火） 

③石山地域 

  昔遊び  南郷幼稚園 １月 20日（月） 

④瀬田地域 

  校庭美化 瀬田東小 ２月 18日（火） 

  花づくり 瀬田東小  12月 12日（木）、１月 9日（木） 

  図書整理  瀬田南小 12月５回、１月４回、２月５回 

  囲碁対局 コンソルテ瀬田 ２月 19日 
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令和元年度 小学校応援活動集計表（平成 31年４月～令和２年２月） 

令和元年度 その他の活動表（平成 31年４月～令和２年２月） 

 
 

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、 34 224 7 1

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 5 26 2 0

和邇小、小野小、

真野北小、真野小、 27 39 2 2

堅田小、堅田幼稚園、

真野北児童クラブ

手芸、PC 仰木の里小

授業 真野北小

76 299 11 7

校庭美化 長等小、逢坂小 4 42 2 0

図書整理 平野小 12 57 1 0

校庭花づくり 平野小 13 26 0 5

29 125 3 5

南郷小、石山小、青山小

南郷幼稚園

昔遊び 南郷幼稚園 1 17 0 0

8 103 1 0

瀬田小、瀬田南小、

瀬田東小、瀬田北小

瀬田幼稚園、瀬田北幼稚園

校庭花づくり 瀬田東小 11 66 0 21

縫製授業 瀬田東小 22 55 5 14

図書整理 瀬田南小 57 158 43 23

108 404 48 59

221 931 63 71

中　央

10 10 0 4

回数 内在校生 内協力者

小学校支援活動総合計

瀬田地域合計

中央地域合計

石山地域合計

1

18 125 0 1校庭美化

瀬　田

参加者数

校庭美化
石　山

7 86 0

比叡地域合計

比　叡

校庭美化

地　域 応援項目 小学校名

校庭花づくり

3 18 0 0

4 28 0 0

30 43 0 0

1 7 0 0

7 20 1 4

3 41 6 1

1 17 0 0

8 31 0 0

3 57 11 2

60 262 18 7

コスモアースコンシャスアクトin草津

やよい作業所

スポーツゲームボランティア

大津支部合計

スッキリ士隊（違法広告物剥ぎ取り）

境内剪定（建部大社境内剪定）

囲碁将棋対局ボランティア

瀬田川一斉清掃ボランティア

大津祭ボランティア

琵琶湖湖岸ヨシ刈

回数 参加者数 内在校生 内協力者応援項目

4 36 0 1

3 30 0 0

5 10 0 0

1 13 0 0

13 89 0 1

内協力者

大津支部合計

平和堂店頭学生募集要項配布

イオン店頭学生募集要項配布

シルバー作品展　監視員

地球市民の森整備の支援活動

応援項目 回数 参加者数 内在校生

令和元年度 まちなか応援活動集計（平成 31年４月～令和２年２月） 
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びわ湖毎日マラソンにボランティアで参加 

３月８日（日）開催された第 75回びわ湖毎日マラソンに、ゲームコンダクターとしてコースの

自主整理活動に参加しました。 

２月 29日（土）10時から大津市役所別館１階大会議室で、全員対象の事前説明会を新型ウイ

ルスの影響からリーダー１名とサブリーダー６名に絞って受けました。事前に引き渡す 40名分の

帽子、雨カッパ、カイロ、手袋、マスク、ゴミ袋、説明資料を受取りました。 

３月６日（金）10時から 20分間同様に大津市役所別館１階大会議室で、ジャンパーと大会パ

ンフ資料を受取り､出席者に全てを配布しました。不参加者にはマラソン当日に無事に渡せました。 

３月８日（日）10分遅れて９時 25分スタートしましたが、雨天で気温が上がらず、選手には

厳しいレースとなりました。東京オリンピックマラソンの３人目の男子代表を決めるレースを兼

ねているだけに、日本人選手には強い意気込みが感じられました。しかし残念ながら、このレー

スからは 1日の東京マラソンで大迫 傑選手が出した記録を上回る選手が出ませんでした。 

レイカディア大津支部は、京阪石山寺駅近辺から石山寺山門近辺までと、瀬田川東側の瀬田３･

４丁目付近（コンソルテ新緑苑付近）に分かれて配置に付きました。大津支部からの参加者は、

記録係１名を含めて 41名（在校生６名含む）でした。 

昨年と比較して、新型ウイルスの懸念から一般の方々の応援自粛要請の中、沿道の観客は少な

い状況でした。参加いただいたボランティアの方々、冷たい雨の中本当にご苦労様でした。 

報告者：地域活動部会長 藤田 順一 

青の帽子･ジャンパー 
着用者がボランティア 
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【連続特集 No.３】レイカ大津高齢者事故撲滅キャンペーン 

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｢２ 歩行中や運転中での事故原因は？」､「３ 道路を

歩くときの注意点は？」「４ 夜間歩行時の事故を防ぐには？」を掲載します。 

平成 25 年（2013年）6月 3日 

高齢者が遭いやすい交通事故には、いくつかの特徴がみられます。ここでは、歩行中、運転中に

高齢者に多く見られる事故のパターンやその原因について説明します。 

歩行中の事故 

横断歩道以外の場所の横断や走行車両の直前・直後の横断、横断歩道での信号無視など、事故原

因のほとんどが高齢者自身による交通ルール違反となっています。 

しかしその背景には、老化による体力や判断力の低下など、個人差はあるものの、高齢者に特有

の事情があります。 
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ケース１：横断途中で信号が「赤」に・・・ 

「青」信号で横断歩道を渡り始めたのに途中で「赤」に変わってしまい、事故に遭ってしまうケ
ースです。高齢者本人は信号が青のうちに渡りきれるつもりですが、実際に歩く速度は本人が思
っているよりも遅く、時間がかかってしまうためです。 

ケース 2：後から現れた車に気を取られて･･･ 

道路を横断しようとしたときに、 

１．左から来る車に気づいて一度立ち止まる     ２．路地（右）から来た別の車にビックリ 

 

 

 

 

３．２の車が通過したのに安心し､１の車を忘れる ４．道路を渡ってしまい、1の車にひかれる 

 

 

 

 

 

 

 

高齢になると身体の衰えだけでなく、情報を処理する力も落ちることから、このような事故に巻

き込まれやすくなっています。 

なお、高齢者の交通事故のうち約半数は自宅から半径 500メートル以内という身近な場所で起こ

っています。最近ではカーナビなどの普及によって、道幅の狭い生活道路でも抜け道として利用

する車も増えているため、「慣れている道だから」「今まで危ないことはなかったから」という

油断は禁物です。 

運転中での事故 

高齢ドライバーによる死亡事故の主な原因として、アクセルとブレーキの踏み間違いなどの「運

転操作不適※1」や、「漫然運転※2」「安全不確認」があります。 

ほかにも警察庁によると、重大事故につながる高速道路での逆走は、7割以上が高齢ドライバー

となっています（平成 22年 8月～平成 24年 9月までの 2年間）。 

運転歴何十年というベテランが多いにもかかわらず、高齢ドライバーが事故を起こしてしまうの

は、歩行者のケースと同じく、止まれると思ったポイントで停車できない、一つの事象にとらわ

れ、ほかの情報を見逃すなど「意識と行動のミスマッチ」や慣れが影響しています。 
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原付以上の車両運転中の高齢者による主な法令違反別死亡事故構成率（平成 24年 警察庁） 

 

 

 

 

 

 

 

※1 運転操作不適・・・アクセルとブレーキの踏み間違い、ハンドル操作の誤りなど 

※2 漫然運転・・・相手の自動車や歩行者を発見しても「～しないだろう」と思い、気にせず漫然と運転するなど 

 

高齢者の皆さんへ 

いつも通っている道でも、次のようなことに気をつけてください。 

（1）交通ルールを厳守 

・信号無視はしない 

・横断禁止の標識（右図）がある場所では横断しない 

・道路を渡るときは横断歩道や歩道橋などを利用 など 

（2）自分の運動能力や身体機能の変化を認識し、ゆとりを持って行動を 

年を取るにつれ、若い頃と比べて運動能力や身体機能が低下します（「以前は 5秒で道路を渡れ

たのに、今は 10秒もかかる」など）。こうした変化を自覚して、無理をせず安全な歩行を心がけ

ましょう。 

（3）道路の横断や、交差点の通行時には十分に安全確認を 

道路横断前、横断中は何回も左右の確認を。 

ドライバーの皆さんへ 

高齢者の皆さんはもちろんですが、自動車を運転する人も、歩行速度が遅い、走行車両の速度や

距離を見誤りやすいといった高齢者の特徴を十分理解したうえで、歩行者を見かけたら減速や一

時停止をするなど、高齢者の動きに対応できるようなやさしい運転を心がけましょう。 



15 

 

 
夜間の事故は、急に暗くなる夕暮れ時、日没前後の 2時間に多発しています。この時間帯は車の

流れが活発なうえ、高齢者も眼の衰えからコントラスト感度が低下しており暗くなると特に灰色

に近い白・黒の区別が難しくなっていることから、黒っぽい車などに気が付くのが遅れてしまう

のです。 

【高齢者の皆さんへ】  

高齢歩行者の存在を積極的にドライバーに知らせることが有効です。夜間に外出するときは、次

のような服装を心がけましょう。 

・白や黄色といった明るい色の服装 
・車のライトを反射する「反射材」を身に付ける 

特に反射材は有効です。黒っぽい服の着用時と比べて、最大で約 4倍離れた距離からドライバー

が認識できることが判明しています。 

反射材用品には、キーホルダー型や犬の散歩用リード型、洋服や靴に貼り付けるシールなど、さ

まざまなタイプがあり、街のホームセンターなどで簡単に手に入ります。 

  

 

 

 

 

これらの使い方や効果をはじめ交通安全全般については、お近くの地域で開催される交通安全教

室でも詳しく説明していますので、積極的に参加して役立てましょう。教室の内容や開催状況な

ど、詳しくはお住まいの市町村や最寄りの警察署にお問い合わせください。 

  

 

 

 

ドライバーの皆さんへ 

昼間と同様に安全な運転を心がけるとともに、特にヘッドライトで十分に照らされていない道路

右側（対向車線）にも、高齢者がいないか注意して走行しましょう。 

 

写真：反射材の例 

写真：交通安全教室の様子 
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会員数 大津支部会員数（３月12日現在) 274名 

会計・事務局からのお知らせ 

３月から新年度の活動に向けて各地域・地区の役員が会費の集金に伺います。会員の皆様は宜

しくご協力ください。なお、大津支部の総会当日４月９日でも会費の受付は致します。 

４月９日（木） 支部総会           レイカディア大学  13時30分～ 

４月10日（金） 第１回執行役員会       生涯学習センター   ９時30分～ 

５月21日（木） 第１回役員会         生涯学習センター   ９時30分～ 

６月４日（木） 第２回執行役員会       生涯学習センター   ９時30分～ 

６月16日（火） 第２回役員会         生涯学習センター   ９時30分～ 

広報部会からのお知らせ 

会報誌「かけはし」は年４回発行しており、次回は６月下旬に発行の予定です。 

次号は会員投稿を掲載します。原稿締め切りは５月29日(金)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。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（卒期、学科・地区名）を記

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。 

《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］ 

２月から新型コロナウイルス感染が全国的な広がりをみせ、国を挙げての対応で大変なことに

なっています。この時期、普通の風邪や花粉症で病院に行くのを躊躇したりする、不安な気持ち

が続く毎日です。小中高も休校になり、各種イベントも中止、公共施設も使用出来ないところが

増えています。マスクやトイレットペーパー等も不足したりしていますが、一刻も早く終息する

ことを祈るばかりです。 

皆さん､安心してお花見をし、気持ちも新たに新年度を迎えたいものです。それまでくれぐれも

お気を付けてお過ごしください。 

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･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 68号(令和２年３月 24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。 


