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コロナ禍での支部活動の方針について打合せ、下記

を確認した。

1. 支部理事会の開催と「支部だより」の発行はこれま

で通り続ける。

2. 作品展・活動展は臨機応変の対応が難しいことより

今年は中止する。

3. 健康スポレク部会と文化研修部会の行事は安全・健

康に気を付け実施の方向で臨む。

4. 地域活動部会の栗東傾聴活動は施設側の意向で当面

は休止。草津川跡地公園の花壇整備は６月から活動

再開。草津街あかり・華あかりは中止になった。

5. 41期生の卒業が来年３月になったため、新会員歓

迎説明会は３月末頃に開催する。 （藪支部長）

支部理事会報告 (6/22) 本部常任理事会報告 (8/5)

戦後75年 終戦前後の思い出・記憶特集テーマ

戦争体験とその後

行岡 勇 渋川学区(23期 文芸)

昭和18年大東亜戦争真只中、旧制中

学に入学、戦争に参加してアジア全域

を立派に発展させるため、欧米列強の

支配から守るためと励まされ、英数の

ほかに軍事訓練の授業の毎日であった。

二年生になって学徒動員で工場に駆り出され人間魚

雷の製造に参加させられた。三年生になって海軍航空

隊(甲種飛行予科練習生)を志願、我々は昭和20年5月

に宝塚航空隊への入隊であった。旧宝塚大劇場が航空

隊になっており、私の分隊の兵舎は劇場の生徒達の化

粧室であったようだ。そこで朝6時起床、6時05分集

合点呼、約4kmの駈足行軍、朝食、8時30分訓練(授

業)開始、海軍は洒落ていて英語の授業もあった。

教室は大劇場の観覧席で先生(分隊長＝海軍大尉)は

舞台、はるか下を見ながらの授業であった。駈足行軍

が2週間程続くと足首等が痛み出し、痛いと申し出た

ものが医師に向う脛に太い注射をされ、次に申し出る

ものは誰もなかった。15歳の中学生はその厳しい生

活に夜になると涙する毎日であった。

入隊したもののすでに飛行機はなく地上訓練と甲山

に自分の隠れる穴を掘る作業だった。原子爆弾からの

攻撃を避けるためのものだった。訓練のため淡路島に

出動した同期の数名はアメリカの攻撃を受けて戦死し

た。私の班長だった塚越繁蔵曹長も戦死された。昭和

20年8月15日を迎え、天皇のお言葉を聞かされるこ

ともなく訓練に出動したところ、15時頃になって班

長が駆けつけて来て敗戦を知らされた。全員で号泣し

た。

戦後、学校に復学、歴史の授業でアメリカの日本人

に対する愚民政策について授業があり、非常に驚いた

ことを記憶している。それが今も続いている日本統治

の現状をみると納得できないものがある。他国の基地

がこれだけ置かれている国は世界に無いし、それが当

たり前になって未だ憲法改正反対を叫んでいる日本人

の多いのにあきれている。自分の家は自分で守る、人

として当然のことではないか、深く考える必要がある

と思う。

しかし、戦争は絶対にしてはならない。100%人間

の愚かな行為は戦争である。

1. 今年度は地域活動事例発表会の中止を決定した。

2. レイカディア大学の授業等の今後のスケジュー

ルについて

(1)レイ大は9月1日から在校生の授業を再開し、

41期生の卒業式は来年3月26日と決定した。

(2)大学祭は延期され、12月19日(土)に在校生と

同窓生のみで開催される。

(3)42期生の地域活動体験学習のガイダンスを草

津校は9月18日(金)に開催、同窓会各支部代表

が参加の予定。

３．本部主催の講演会開催決定

講演会「高齢期を楽しく過ごすために～エンデ

ィングノート～私の整理帳」をレイ大草津校大

教室で11月18日(水)に開催。 （藪支部長）

https://lacadosokai.com/


8月15日の終戦日に思う

川北 憲剛 治田西学区(24期 陶芸)

旧制中学一・二年の時は、出征兵士

の留守宅か遺族の農家を手伝い、三年

(昭和19年)になると4月から八日市陸

軍飛行場の拡張工事､秋からは水茎内

湖の干拓工事に動員された。雨、雪の

日以外は、毎朝、内湖の周りに川を造

り、ポンプで干し上げてその内湖を水田にする工事で

ある。目の前で捕虜兵もこの重労働をしていた。内湖

の水深は僅か1ｍ位、干し上がれば良く肥えた土地に

なり数年間は米が取れると云うのだ。食事は茶碗一杯

だけ。芋飯、南瓜飯、大豆飯。米より芋、南瓜、大

豆の方が多い。食べ盛りの若者、肉体労働者だ。とて

も足らない、ガツガツ食べた。就寝は､小学校体育館

の板の間。茣蓙(ござ)、せんべい布団を敷いて寝る。

蚊とは空中戦、蚤や虱とは地上戦と云いながら耐え忍

んだ。

戦争が一段と激しくなった或る日、炊事当番とな

り大八車で5名が薪用の割木を一杯積んで篠原駅近く

の堤防を歩いていた｡空襲警報解除中だったのに､ダ

ダッーン・ダダッーン・ダッーンと大きな銃声と同時

にグラマン戦闘機が我々を狙い撃ちしている。飛行兵

の姿がハッキリと見えるではないか。思わず全員が雑

木林に滑り込んだ。撃たれた者はいないか。幸い皆無

事だったので安心。銃撃の恐ろしさを知らされてはい

たが、全く命の縮む思いであった。国鉄列車を狙って

の無差別機銃掃射であった。線路上の列車の機関部分

は破壊され、窓ガラスや椅子は数多くの銃弾で撃ち抜

かれて赤い血で染まっていた。乗客数名が犠牲になっ

たとの事だった。

昭和20年8月15日。暑い暑い日であった。重大放送

があると云うので作業出発前に校庭に全員整列。ラジ

オから聞こえる天皇陛下の玉音放送は、雑音が酷く殆

ど聞き取れなかった。後で日本が負けたのだと知らさ

れ、口惜しさと悲しさとで全員が号泣、慟哭した。

毎年迎える終戦日は、「学業を犠牲にしての動員は

何だったのか」「戦争とは」「平和とは」「個人の生

命とは」・・・深く考えさせられる日となっている。

自分らしい老いを育てる

野瀬 清雄 渋川学区(22期 園芸)

今から15年前の2005年8月、私は広

島原爆ドームの模型をつくることに熱

中していました。戦後60年に当たり

「戦争の悲劇から復興へのみちのり」

を表現する「つくりもの」(写真参照)

を造ることになったのです。

「渋川南町内会つくりもの委員会」は2000年代の

20年間、草津市納涼祭のメインイベントである「つ

くりものコンクール」に参加して、多数の「つくりも

の大賞」を受賞してきました。2013年の「伊勢神宮

式年遷宮」、2015年の「蘇る！白鷺城」などの作品

は草津・栗東支部の「作品展・活動展」にも展示しま

した。また2016年の「Ｇ7伊勢志摩サミットとオバ

マ大統領広島訪問」も歴史上意義深く記憶に残る作品

でした。これらの記録写真を時々閲覧して、時代の移

り変わりと自分の足跡を振り返っています。

戦後75年になった今年、新型コロナウイルスに襲わ

れ、生活様式は大きく変化してくるようです。超高齢

期に入った私は、身辺の整理をしながら読書を友とし

て、今までの習慣を見直しつつ老活ある自分らしい老

いの生活を見い出して育てたいと思っています。

(2) 第146号 草津・栗東支部同窓会だより 令和2年8月24日

特集テーマ 戦後75年 終戦前後の思い出・記憶



(3) 第146号 草津・栗東支部同窓会だより 令和2年8月24日

あぁ！楽しかった私の人生劇場 古市美佐枝 大宝西学区 (28期スポレク)投稿

人生も終盤に入り、交響曲なら第4

楽章、定めしベートーベン第九「歓喜

の歌」に例えると、合唱団が立ち上が

り、全てのオーケストラが喧しいくら

い楽器を奏で「フロイデ」といったと

ころか、私もこの様な終りを告げたい

ものです。

私の人生の半分は登山と国内、海外旅行が占めてい

ますが、今回はレイカディア大学卒業後の仲間とのか

かわりをお話します。

レイ大28期生と聞いた人は「わぁ、古い、歳や

な」チャウチャウ。60歳を待って入ったので、まだ

まだ若い。28期生は60歳直ぐの人が案外多かったよ

うに思います。

卒業後、全学科の皆さんとともに「28ハイキング&

フォト」というグループを作り、毎月の例会(7、8月

を除く)を13年間持っています。初めのころは、皆若

く元気だったので登山やハイキングが主でした。

☆白山登山、高山植物の花々がとても綺麗で特にト

リカブトが谷を紫色に染めるように群生していた。

☆バスを仕立てて2泊3日

四国石鎚山、３箇所の

鎖場をのぼり、天狗岩

の燃えるような紅葉が

眼下に広がります。

岩屋寺や大歩危、かず

ら橋等の観光。

☆今は立ち入り禁止になった三朝町の三徳山三佛寺

投入堂、休暇村泊、翌日大山登山。

それ以外にも、滋賀と近郊の

歴史探訪や祭り見学、特に奈良

の当麻寺の菩薩行列、夕日を浴

びて黄金に輝く菩薩の面が素晴

らしかった。列記したらきりが

ないです。一日中話してても種

が尽きな～い。

最近は名所旧跡や祭を観に年

に1～2回一泊の旅を取り入れて

います。

☆昨年は淡路島へ花さじき、おのころ神社、休暇村

泊、淡路人形座浄瑠璃観賞、うずしお観潮船等盛

りだくさん。

☆美ヶ原の高原ホテル360度アルプス展望。

最初の頃の参加者は30名ほどでしたが、寄る年波で

参加の方が少なくなり、最近は10～15名です。皆が

持ち寄ったアイデアで年間行事を計画し、会費などは

決めず当日決済です。桜が咲けば出かけ、もみじ狩、

梅を愛でに。今年はコロナの影響で9月から活動を開

始します。このような楽しい仲間とのつながりが持て

た事、レイ大の学びに感謝しています。

これからも健康に留意して長く続けていけるよう、

頑張りたいと思います。

～ 近況とレイ大関連 ～ 三輪 益三 笠縫(野村)学区 (31期 生活科学)投稿

私事で恐縮ですが、昨年12月下旬に

内視鏡検査で胃癌が見つかり、今年2

月上旬に胃の3分の2を7時間掛けて切

除しました。初期段階であったため完

全に取り除く事ができ幸いでした。病

院では、理学療法士の指導で毎日「固

定自転車」を約20分程こぎ、更に病院内で5,000歩程

度の歩行訓練を受けました。約2か月の入院で体重が

10kg強減り、その後の体調管理に苦慮してます。ご

承知のように、新型コロナが世界的に蔓延してきた時

期であり、私自身は完全に隔離された状態の病院生活

の方が安全であったかもしれません。

さて、レイカディア大学にお世話になり、卒業して

早や10年が過ぎました。当時は、レイ大の存続問題

で大変な時期であり、存続のため日々活動していた事

を懐かしく思い出します。幸いにして先輩諸氏を始め

多くの皆様の力をお借りして存続できた事は嬉しい限

りです。注）

卒業後は、少しでも恩返しができるようにレイ大や

同窓会関係のボランティア活動に積極的に参加してき

ました。学生募集のビラ配り、傾聴活動、地元のお祭

りや各種イベントの手伝い、地域の清掃活動、園芸の

お手伝いに加えて、町内や学区関係の役員、老人会、

趣味サークルの役員等も積極的に参画して来ました。

このため、手元のカレンダーは連日行事等で予定が詰

まっていました。この数か月は、新型コロナで大半が

休止され家で待機している状況ですが、自分の体調管

理に務め体力の続く限り積極的に参画していきたいと

考えています。

蛇足ですが、4月よりレイ大同窓会支部の監査役を

引き受ける事になりました。今後ともよろしくお願い

します。

注)三輪さんは当時在校生代表としてOBと共にレイ大の存

続に奔走されました。

高島市「七川祭」



梅雨晴れの7月2日、YMITアリーナに12名が参加し

て開催されました。新型コロナウイルス感染対策の影

響で、すべての行事が中止となり同窓会会員にとって

は久しぶりの行事参加となりました。

中橋部会長の挨拶と注意事項及びゲームの説明のあ

と、「楽しく頑張りましょう！」の掛け声でディスコ

ン」が始まりました。始めは、39期生40期生は要領

がつかめずウロウロしましたが、先輩方の親切な指導

により皆さんとても楽しんでいる様子でした。

参加者が少ないのが気になるところです。もう少し

違うゲームも取り入れてはとの意見もあるようですが、

色々問題点があり難しいとの部会長のお話でした。ま

だディスコン＆室内ペタンクを経験されてない方是非

ご参加を！ほどよい汗をかきました。

皆さん、意外にはまっていましたよ！いい笑顔が

いっぱいでした。

後片づけのあと、表彰もあり、参加賞まで頂きまし

た。健康スポレク部会の皆様、ご準備ありがとうござ

いました。お疲れ様でした。

(取材／森下美津子)

(4) 第146号 草津・栗東支部同窓会だより 令和2年8月24日

投稿

もしこの世から「信頼」ということを

無くしたら、どんなことになるでしょう

か。大混乱が起き、恐らくひと月も生

きていくことはできないでしょう。駅の

ホームで電車を待つ。このとき電車は必

ず来ると思って待っているわけです。そ

れは人間が作り出した機能が順調に動いていることを

信じているからです。

JRや私鉄を、さらに小さくいえば、自分の乗る電車

の運転手を完全に信じているから、ホームで電車を待

ち、乗っていくことができるのです。銀行に預金する

のも、倒産してなくなってしまうものでないと信じて

いるから大切なお金を預けるのです。また、お医者さ

んにかかるときでも、そのお医者を信じているから、

自分の腕にうたれる注射に何の不審も抱かないのです。

このように、見たことも会ったこともない人でも信

頼し得なければ電車にも乗れませんし、食堂で食事も

できません。些細な日常のことでも何ひとつできなく

なります。お互いが信頼しあうと、大抵のことはス

ムーズに流れ、良い結果を生みます。相手を信じてい

なければ、どんな良いことをしても、良い結果は生じ

ません。

しかし、この信頼が害になることも多々あります。

たとえば、誇大宣伝をそのまま信じたりとか、世間に

名の通った会社、店だから安心と思ったばかりにとん

でもない目に会ったりとか、いろいろありますが、世

の中の仕組みが複雑化すればするほど、信頼が害をも

たらすことが増えて来るともいえましょう。ですから、

厳しい言い方をすれば、誰をいつ信頼するかは、日常

生活のうえで､人間関係をスムーズにするためには必

要なことであるのです。

ニュースポーツ大会開催 (7/2) ディスコン・室内ペタンク健康スポレク部会

世の中は信頼の上に立っている 西尾 嘉隆 笠縫東①学区 (26期 生活科学) 

6月号の「米寿慶祝」奥村常治郎さんの記事で誤りがありました。ここに訂正し

てお詫びいたします。 (誤) 推鼓 → (正) 推敲

・外は猛暑、室内はキンキンの冷房、体調管理が難しいですね。

・新型コロナの影響で支部の活動も6月まで自粛となり紙面を飾る記事が少ない中、皆さんのご協力に

よりなんとか発行までこぎつけることができました。至らない点もあったかと思いますが、最後まで

お読みいただきありがとうございました。次号も暖かく見守っていただけると嬉しく思います。

・総務広報部会では皆さんからの投稿をお待ちしています。支部3役まで連絡をお願いします。

編
集
後
記

誤記訂正のお知らせ

編集責任者：大西隆夫

編集委員：教野弘孝、中西洋一、藪 健治、

青柳公夫、今村 治、森下美津子



活動名 月日 参加人数 時間/人 時間計

de 愛ひろば(草津川跡地公園)花壇整備 6/15(土) 5 1.5 7.5

治田小学校 園芸ボランティア(花壇整備・校庭清掃)等 6/29(月) 7/30(木) 9 + 9 2 + 2 72

集計(延べ) 23 名 5.5 79.5時間

＊いつでも皆様の参加を歓迎します。
＊参加連絡は、佐々木部会長まで(電話・メールは会員名簿参照)

活動 活動予定日時 活動場所・内容など

de 愛ひろば(旧草津川跡地公園)

花壇整備

6 月より活動再開

9月 12 日(土)

10 月 10日(土)

花壇の植栽手入れ、草引き、土壌改良など

原則、毎月第 2土曜日、1 月のみ活動休止

栗東傾聴

（訪問先は毎月変わります）

活動休止中 デイサービス施設での傾聴(お年寄りの話し相

手をする) 原則、毎月第 3月曜日 約 1時間

治田小学校 園芸ボランティア 6 月より活動再開 花壇整備・剪定・校庭清掃ほか

原則、毎月中旬以降の月曜日

同窓会の活動・イベントスケジュールです。皆様の参加をお待ちしています。

開催日時 活動・イベント内容 場所 内容

9月 18日(金)
10:00～

42期生地域活動体験学習
ガイダンス

レイ大草津校 42期生に各支部同窓会会員
参加のボランティア活動紹介
を紹介します。
主に同窓会役員で対応。

9月 23日(水)
13:00～16:00

ノルディックウォーキング
体験会と実技

矢橋帰帆島公園
( 草 津 市 野 村 3 丁 目
3-27）

(健康スポレク部会)
詳細は折り込みチラシ参照

10月 19日(月)
13:00(受付)～

Ｇゴルフ大会
13:30～

矢橋帰帆島Ｇゴルフ場 (健康スポレク部会)
詳細は折り込みチラシ参照

11月 11日(水)
秋のハイキング
大津、坂本方面

(健康スポレク部会)
詳細は別途連絡

11月 18日(水)
13:30～15:30
(受付 13:00～)

同窓会本部主催 講演会

講演テーマ
「高齢期を楽しく過ごすた
めに～エンディングノート
～私の整理帳」

レイ大草津校大教室

講師：大津市社協
井ノ口 浩士氏

詳細は折り込みチラシ参照

※11月18日に出席できない
方は、米原校で9月 24日
（木）13:00～15:00の講座
に在校生と一緒の受講が可能
です。

注）各種行事への参加申し込みは、各部会長(電話・メールは会員名簿参照)に連絡ください。

(5) 第 146 号 草津・栗東支部同窓会だより 令和 2年 8月 24 日

地域活動部会 6、7月活動実績報告

地域活動部会 活動予定

同窓会関連活動スケジュールの案内(2020 年月以降)



健康スポレク部会からのご案内

ノルディックウォーキング体験会と実技

日 時：9 月 23 日（水）13：00～16：00

場 所：矢橋帰帆島公園駐車場（草津市矢橋町 2108）

G ゴルフ受付事務所前 総合案内 077-567-1969

持 物：飲み物（ポールは準備します）歩きやすい靴

参加資格：会員、家族、知人、在校生

申込必要：参加費無料（申し込み先 090-3038-4523 ・メール minato3139@yahoo.co.jp） 締

め切り：ポールの準備のため前日までにお願いします。

内 容：準備運動と簡単な講習後帰帆島周辺をポールウオーキングします。

琵琶湖を見ながら楽しくきれいな姿勢で歩幅を少し広げて歩けば認知症予防、生

活習慣病予防に効果があり、足腰の負担が軽減されます。是非この機会にご参加

下さい

秋季グラウンドゴルフ大会開催

未経験の方、女性の方大歓迎、会員配偶者レイ大在校生（草津・栗東に在住）の参加も OK、

お知り合いの在校生があれば是非お誘い下さい。多くの会員の参加をお待ちしています。

日 時：10 月 19 日（月）（受付 13：00）13：30 スタート

場 所：帰帆島 Gゴルフ場 草津市矢橋町 2108 ☎ 077-566-3774

参 加 費：会員 500 円 会員外 600 円

参加資格：会員、家族、知人、在校生

持 ち 物：飲み物、用具（プレーに必要なもの）用具が無い方は申込み時連絡

 レクリエーション傷害保険を掛けますので参加者は連絡お願いします

 連絡先：中橋民男 090-3038-4523 メール minato3139@yahoo.co.jp

山元譲治 090-5060-9330 メール papiremon0515@gmail.com

 〆切日：10 月 14 日（水）

 当日はマスクを着用しホールポスト回りは密にならないようにお願いします。

 成績発表後速やかに解散します。

 前日の降水確率 60％または警報が出たときは中止。（予備日 10 月 28 日（水））

 新型コロナウイルスの感染状況により中止となる可能性が有ります

mailto:申し込み先090-3038-4523メールminato3139@yahoo.ne.jp
mailto:メールminato3139@yahoo.co.jp
mailto:メールpapiremon0515@gmail.com


令和２年８月２４日

同窓会会員各位

レイカディア大学同窓会

会 長 堀江 勇夫

総務研修部会長 小島 治

令和２年度滋賀県レイカディア大学同窓

「高齢者に役立つ講演会」のご案内

残暑の候、日頃は同窓会活動にご支援ご協力いただきありがとうございます。

「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大は第 2波に突入し益々広がりつつある状況で

あります。 この時期は各個人が健康管理に十分留意し自己防衛するしかないと思われます

ので各自よろしくお願い致します。

さて標記の件、本来なら 3月に無料必修講座が開催予定でありましたがコロナの関係で延

期、中止となりました。 そこで同窓会として何か一つでも講演会ができないか、レイ大事務

局にご相談した結果、下記の日程、内容で開催させていただく事になりました。 つきまして

は、一人でも多くの会員の皆様方がご参加いただけます様よろしくお願いします。

記

・日 程 11 月 18 日（水）

・時 間 １３:３０～１５：３０ （受付 13:00～ ）

・会 場 レイ大草津校 大教室

・演 題 高齢期を楽しく過ごすために～エンディングノート～私の整理帳

講師 大津市社会福祉協議会 井ノ口 浩士氏

・費 用 教材費用として 1人１００円負担願います。

・申込み〆切 １０月２４日（土）

メールもしくは携帯で各支部長まで連絡お願いします。

草津栗東支部長 藪健治 メール yabukenji63@yahoo.co.jp

携帯 080 4152 1014

尚、１１月１８日（水）都合が悪い方について、９月２４日（木）米原公民館 13：00～15：00 に

米原校在校生対象の同じ内容の講演を在校生と一緒に受講することができます。 この米原

で受講希望の方は９月８日（火）までに支部長までメールもしくは携帯に連絡をお願い致し

ます。

以上
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