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健康づくり学科（３８期）

地域文化学科（３８期）

大学には６学科があります。今回はそのうちの２学科について紹介します。

シニアが新しい教養と技術を身につけ、地域の担い手として登場できるよう支援しています

38期健康づくり学科には、現在20名（男性７名・女性

13名）が在籍しています。

私達の目標は「元気で長生きするにはどうすれば良いか」

をテーマに学習し、日常生活の中で実践することです。

大学の長い歴史の中で、最初は「スポーツ・レクリエー

ション学科」として発足し、32期より「健康・レクリエー

ション学科」と名称を変え、35期より「健康づくり学科」

と名称を更に変更し、高齢化社会への対応に焦点を絞って、

８名の先生方より教わっております。

選択科目の主なものは「健康とウォーキング」「健康と

食・栄養」「心と体の健康」（ストレス解消法）「高齢期の

健康づくり」（認知症予防）等々があり、またストレッチ体

操や料理の実習もあります。振り返ってみるとアッと言う間

の充実した一年間でした。残りの一年間は、小グループに分

かれてお互いに研鑽し合う「課題学習」にも取組んでいます。

38期健康づくり学科 宮川 護人

“適度な運動

私たちのクラスは男子21名、女子3名です。これまでに

彦根の地域学、古書や民族資料の民俗学、近江に縁のある人

物・地域を舞台にした文学、水源の森の環境などについて学

びました。

特に印象に残った校外学習は、雪の彦根城下町散策、琵琶

湖遊覧船から見る琵琶湖八景、知的に遊ぶ民俗資料の収集術、

コンパスと地形図で歩いた雨の奥島探索です。

学科の特徴は、それぞれの講義や校外学習が終了すると、

学んだことを生かして、各自が課題を決めレポートを作成し

発表します。フィールドワークによる主体的な地域研究です。

苦労しながらも一人ひとりが工夫し持ち味を生かした発表は、

地域の魅力を再発見する契機になりました。

発表会の後、講師の先生との「懇親会」は恒例となり、先

生はもとよりみんなとの連帯感を生み出す場となり、貴重な

時間でした。

何のために学ぶのか。今すでに、ボランティア活動に取り

組んでいるメンバーもいます。地域の歴史・文化・風土など

過去のことを学ぶだけでなく、さらに未来を創造する学びと

していきたいものです。

38期地域文化学科学科長 髙野 正勝

皆で協力して健康食作り

草津川フィールドワーク水源の森にて

地域に生きる喜びを希望に

バランスの良い食事”



また、一般市民の方へは広報募集にて「自分でできる庭木

の剪定講座」も年２回開催しており、「木の仕組み、花木の

植栽目的、花が咲かないのはなぜ（その原因と対策）」、

「剪定用具の使い方、剪定の仕方、不要枝の説明、庭木の仕

立て方」などの座学、その後、近くの市立公園での剪定実技

も実施し、毎回好評を得ています。

（取材／中西 清一）

卒 業 生 が 活 躍 し て い る 地 域 活 動

レイカ湖南剪定会
孫の笑顔が見たくて！！

保育園 園内の樹木剪定作業風景

庭木の剪定実技講座風景

レイカ湖南剪定会（旧レイカ湖南園芸クラブ）は平成22

年レイカディア大学・園芸学科卒業生と在校生数名で創設

され、園芸学科で習得した「樹木の剪定知識と技術」を地

元に還元するため、湖南市在住の卒業生と在校生26名で活

動しています。

長年放置状態にあった樹木への「正しい手入れと保護」、

「樹木と建造物の環境との調和」や、「子どもたちが安全

で安心して学業に専念できる環境づくり」を目的とし、市

内の高校・中学校・小学校・保育園など10か所を、週に１

回のペースで活動しています。作業中に「孫の年代の児童

の笑顔が見られる」ことも活動の励みとなっています。

レイカディア大学同窓会の第９回地域活動事例発表会が

平成28年11月28日(月曜日)、近江八幡市総合福祉セン

ター「ひまわり館」にて行われました。

発表会には冨士谷近江八幡市長をはじめ、マスコミ、同

窓会員、在校生など159名の参加があり、地域活動に

対する関心の高さがうかがえました。

同窓会９支部から、それぞれ趣向を凝らした９件の事

例が発表されました。

活動の対象は、陶芸、文化、伝統行事、花、庭園、高

齢者福祉、自然環境などと多岐にわたっており、地域に

根差した活動が展開されていました。

活動にあたっては、地域の人たちや関係する方々に寄

り添い、社会貢献へ繋げる中で、「地域の担い手にな

る」という建学の精神が遺憾なく発揮されていました。

実践の基本は、思いと情熱、創意と学び、あきらめな

い気持ち、そして成果を楽しみ、仲間と喜びを分かち合

うという大学で経験したことが活かされていました。

一方でそれぞれ課題も認識されており、年々確実に高

齢化していく仲間と共に、活動の継続に対する工夫や後

継者育成などにも目を向けた取り組みが並行して行なわ

れていました。

まさに事例から学ぶという地域活動を進めるにあたっ

ての貴重な発表会でした。

（取材／和田 一馬）

地域活動事例発表会 ～想いと、感動の詰まった地域活動～

近江八幡市総合センター「ひまわり館」にて発表



レ イ カ デ ィ ア 大 学 の ク ラ ブ 活 動

写真を楽しみ、
ウォーキングを楽しむ

写真（フォト）が好きな方も、ウォーキング（ウォー

ク）が好きな方も、どちらも好きな方も皆一緒になって

楽しもうと言うクラブです。

現在のクラブメンバーは草津校38期生（２年生）が

66名で、２年生の二人に一人はフォト・ウォーク部員と

言う大世帯ですが、１年生はまだ38名の入部に止まって

います。

共に楽しもうと、11月24日に新入生歓迎ウォークと

銘打って西大津の日吉大社、西教寺方面をウォーキング

しました。

「ヘタでいい・ヘタがいい」

テクニックより自分らしさを大切に絵手紙の持つ独特の『優しさ』に惹かれ、親しい

人に『心』を『絵』で伝えられたらとの思いから入

部して、はや１年が経ちました。

最初の作品はまず自分宛てに送りましたが、賀状

等も少しは絵手紙でと考えています。

絵手紙は『その人らしさ』が大切で、お手本無し、

ぶっつけ本番が基本のため『失敗』と言う考え方は

なく、観察力と筆使いを工夫する事で素材の特徴を

『心』で表現し、相手に伝えるものです。

クラブ員は現在総勢25人で活動しています。

田中久子先生（日本絵手紙協会公認講師）の指導

の下、在学中の2年間で基礎から応用までを身に付け

卒業後も続けられるよう年間カリキュラムを組み、

『技』と『感性』の習得を目的に、年２回（滋賀銀

行瀬田駅前支店ロビー展：６月～７月・大学祭展

示：８月）のクラブ員の成果発表に向け全員切磋琢

磨し腕を磨いています。

絵手紙クラブ部長 岡部 茂（38期園芸学科A）

もっと多くの方に入部してもらおうと、１月に第二回歓迎

ウォークを開催致しました。

ウォークは年間７～８回開催しており、比較的平坦なコース

で７km程度。ボランティアガイドさんの解説を聞きながら

ウォークを楽しみます。

２月には、フォト初心者を対象に先輩を講師に招きデジカメ

講座を開催します。また、５月と大学祭にはウォーク時の会心

の写真を展示いたします。皆さん見に来てください。

フォト・ウォーククラブ部長 堀田 建夫（38期園芸学科A）

フォト・ウォーククラブ

絵手紙クラブ

西教寺座主接見の間・障の壁画鑑賞

西教寺を散策

田中久子先生による指導の様子
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また、卒業生からの情報により学生募集を

知った方が最も多くなっています。この結果

を今後の学校運営、学生募集に活かしていき

ます。

《編集後記》

梅だよりが聞こえて来る季節となりました。広報部のメンバーも

気持ちを新たに取材や編集に取り組んでいます。マンネリ化を防ぐ

ためにも、読者の皆さまのご意見・ご感想など頂ければ幸いです。

左記までご連絡をお待ちしています。（降）

幅広い知識と人間関係作りを期待
第３９期募集願書アンケート結果

① 学生募集を知ったのは？

「レイ大卒業生からの情報」 30.3 ％

「友人からの情報」 17.9 ％

② レイ大は地域活動を支援するための

大学と知っていたか？

「以前から知っていた」 54.2 ％

「応募時に知った」 44.2 ％

③ 地域活動をしているか？

「現在活動している」 54.7 ％

「活動していない」 36.4 ％

第39期生の募集時、応募者にレイカディア大学（レイ

大）への期待等についてアンケートを実施しました。それ

によれば、レイ大に対し幅広い知識の習得と人間関係作り

に期待が寄せられています。

サポート隊情報

④ レイ大に何を期待するか？

「幅広い知識の習得」 71.1 ％

「幅広い人間関係」 63.7 ％

レイカディア大学事務局 熊越 久仁子

レイカディア大学のホームページには、現役学生の学生生

活を紹介する各学科の頁が用意されています。それを管理・

更新するレイカディア大学39期生情報委員を対象に、ホーム

ページ開設講座が開催されました。講師は37期卒業生でレイ

大サポート隊広報部会の中西氏とアシスタントは38期生が務

め、対象の受講生は６学科12名です。大学事務局から個人情

報保護や著作権についての注意など説明を受け講座が始まり

ました。

３回にわたり開催される１回目の講座が12月15日に開講、

目標の各学科のトップページが大分できあがりました。

（取材／近松 清司）

レイカディア大学サポート隊活動のひとつ、初心者向け

パソコン教室が開催されています。現役学生がパソコンに

挑戦するために、卒業生が一緒になって教え学ぶ自主運営

の講座です。

目的はパソコン初心者がWord・Excel・PowerPointを

使いこなせるように支援することですが、さらに講座はパ

ソコン初心者編から、パソコン全般、メール、スマホを含

むQ&Aまでのフォローアップ講座まで用意されています。

家族に教えてと言っても、「何度同じことを聞くの」、

「この前も説明したでしょう」となり、皆さん自宅ではと

ても教えて貰いづらいようです。この講座はここが一番の

ポイントです。何度でも丁寧に手取り足取り対応されるの

です。また講座終了後もさらにパソコンレスキュー窓口も

あるのです。

「都度サポーターの人がすぐに指導して下さるので助か

ります」、「困ったときにすぐ手助け頂いてよかった」と

の声を励みに、講座スタッフは毎回楽しみながら活動をし

ています。

講習は12月に始まりましたが、3月15日まで続きます。

（取材／近松 清司）

レイカディア大学パソコン教室
受講者の声を励みに、楽しみながら

講師も受講者も右往左往しながら

ホームページ開設講座

71.1
63.7

56.7

42.3 37.8
31.8

18.4

3
0

20

40

60

80
レイ大に何を期待しますか？

（複数回答、総回答数：201人）
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