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レイカディア大学だより 2017.7.25 

             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 

イベント内容 

・学習成果作品展示 
・陶芸教室 
・陶芸品バザー 
・どんぐりストラップ 
・苔玉 
・キーホルダー作り 
・こども向けクラフト遊び 

・野菜販売 
・花苗ポット販売 
・お茶会 

・体力測定 

【発 表】 
  オカリナ、紙芝居、詩吟 
  パフォーマンス(金色夜叉）、 
  江州音頭など。 

大 学 祭 

《電車・バスの場合》 
  ◇JR瀬田駅から、バスで15分 

  「長寿社会福祉センター」下車 
  ◇JR南草津駅から、バスで25分 
  「長寿社会福祉センター」・「血液センター前」下車 
《車の場合》 
  ◇草津田上ICから、車で５分 
  ◇瀬田西IC・瀬田東ICから車で５分 
 ※駐車スペースに限りがありますので、できるだけ 
 公共交通機関をご利用ください。また、お車でお越 
 しの際はできるだけ乗り合わせてお越しください。 校津草 
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 当初予定の５月25日はあいにくの雨、順延となった翌日は好天に恵まれ、絶好のボランティア日和になりました。予備

日への変更にもかかわらず114名もの多くの方に参加いただきました。希望が丘文化公園長からは、開会挨拶で天候不順

にも関わらず、昨年に続いての「ボランティアの日」の開催となり、開園46年を迎える同公園維持管理には絶大な戦力と、

感謝の言葉をいただきました。参加者は“いこいの森”を中心に９班に分かれ、事前に希望ヶ丘公園職員が伐採した間伐

材や丸太をトラックやダンプカーに手際よく積み込みました。トラックの往復に時間がかかり、手待ちになる時間もみら 

れましたが、参加者同士の交流時間にもなりました。 

 運び出された間伐材は園内南駐車場の一角に集積され、

「中には直径60ｃｍもの丸太もあり、その大きさと量

を捌くのに当初の人員配置では足りず、途中からは応援

を加えての奮闘でしたが、休む間も無い作業でした。」

と積み降ろし担当者は大汗をぬぐいながら話してくれま

した。 

 当日だけでは全て搬出することは出来ませんでしたが、

それでも「大変はかどった」と公園管理者からお礼の挨

拶がありました。 

 作業は予定どおり12時ごろ終了し、午後からはお楽

しみのバーベキュー。参加者は大いに語り合いながら、

たらふく食べて、事故もなく無事終了しました。  

                  （取材／近松 清司） 

大学には６学科があります。今回はそのうちの１学科について紹介します。 

作った器や陶板に加飾をしたり、様々な形の食器を作ったりす

ることで、一人ひとりの個性が出てきました。仲間の作品を見

つめることでお互いを認め合う関係も築けました。 

 課題をこなすことに追われていましたが、ふと気が付くとみ

んな陶芸が無くてはならないものになり、陶芸を通しての絆を

感じています。残り、２カ月さらに自分を磨きみんなで卒業し

たいと思っています。 

               38期陶芸学科 副学科長 松田 昌子 

陶芸学科（３８期） ～陶芸を通して絆の深まりを思う～ 

サポート隊主催 ボランティアの日 ２０１７ 

“希望が丘文化公園いこいの森で間伐材搬出作業” 

 
◆  ◇  ◆  サ  ポ  ー  ト  隊  情  報  ◇  ◆  ◇  

 

間伐材の丸太をトラックに積み込む様子 

授業にて作陶の様子 

 私たちのクラスは現在20名（男性13名、女性７名）です。 

１年目は神山先生、２年目は谷野先生、２年間を通じて36期

生の先輩３名に指導いただいています。陶芸に興味を持ち、

末永く携わっていきたいとの思いを持って活動しています。 

 １年目は、作陶の基本となる積み上げの技術や釉薬の違い

や魅力を体感した授業でした。講座以外においても、信楽で

行われていた野焼きへの参加や、先生宅の穴窯で４日３晩の

焼成体験をし、クラスの輪も深まりました。２年目には、 



 こけ玉作りや自治会活動などに取り組んでいる湖南市の原田和浩さん、 

「老人福祉センターまつり」や「みちくさコンパス」などのイベントで、

年に３回仲間たちと作ったこけ玉を販売し、その収益を湖南市社会福祉

協議会に還元したり、小学生にこけ玉作りを教えています。 

 また、レイカディア大学湖南市学生募集説明会を同氏が中心になって

毎年企画・準備しています。 

 湖南市レイ大交流会の仲間たち12〜13名と、300坪の畑を借りて

じゃがいもや玉ねぎを栽培し、湖南市レイ大フェスティバルで来場者に

無償配布しています。 

 森北公園で毎月１回、市内の小学校や保育園では毎週、樹木剪定作業

のボランティア活動にも取り組んでいます。 

 ゴーヤカーテンプロジェクトでは、５月８日のゴーヤの日に3,000粒

もの種まきをし、一カ月後には市内の公共施設にゴーヤカーテンがいっ

ぱいできあがります。 

 個人的には４畝の畑を借り、玉ねぎ・アスパラ・レタスなど10数種

類もの野菜作りを楽しみ、自宅にはヒマワリ・アジサイ・デンドロビウ

ム・こけ玉の上にはハツユキカズラなど、お花の楽園状態でした。 

 こんなに多くもの活動をする原田さんの今の思いは、「レイ大サポー

ト隊に期待したいのは、私のやっているような活動をしてくれる後輩が

育ってくれることが一番の願いです。」と思いを熱く語ってくれました。  

                       （取材／中川 幸子） 

～ボランティア活動や自治会活動に活躍～ 

 
★地域の担い手 と し て活躍 、輝いてい る卒業生を紹介し ます★  

 

～病気と共に歩む人生、前向きに楽しもう～ 

開会の挨拶をする原田さん 

原田 和浩さん（34期 園芸学科Ａ）  

雨の中、畑で大きなレタスを収穫 

 かつては北海道1,800㎞を20日間かけてサイクリングで一周するなどスポーツマンの石田さん、58歳でパーキンソン

病を患った。今のところ完全に治るという薬は無く、将来介護に対する家族への負担等を考えると大きなショックを受けた。 

 現在は、薬と同じ効果があるリハビリにも励んでおり、リハビリは一人では出来にくいことから、専門家の力を借りなが

ら週３日、デイケア（機能訓練）、整体療法、シニアフィットネス要素を取り入れた機能回復訓練を行っている。「手が震

えているのは筋肉が動いている証拠」と笑い飛ばされた。 

滋賀県下を車で啓蒙活動に励む 

石田 敏夫さん（31期 スポーツ・レクリェーション学科） 

 滋賀県には約1,400人～1,600人を超える方がパーキンソ

ン病を罹っておられ、仲間と助け合う目的で「全国パーキン

ソン病友の会滋賀支部」の事務局長として約３年、支部長と

して３年の長きにわたり、「会報の発行」「滋賀県下７カ所

の保健所ごとの交流会」「会員拡大」「署名活動と国への陳

情対応」「全国からの相談対応」など、約120名の滋賀支部

会員を勇気づけてきた。 

 既に支部長は今年の５月23日で退任されおり、今後の活動

について尋ねると、これからは家族のために「今私がやるべ

きこと、私にしかできないこと」を取り組んでいくと力強い

応えが返ってきた。あくまでも前向きで明るい石田さん、大

いに生きる活力をいただきました。 

                  （取材／和田 一馬） 
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 《編集後記》 

  心と体のアンチエイジング！ 意欲的な人の方が年をとりにくいそうだ。 

 レイカディア大学を卒業し、地域活動を積極的にしている皆さんは『老い』 

 とは無縁のように思います。60歳を過ぎて何かをしたいと思っている人は、 

 レイ大に入学して一緒に地域活動をしませんか？（降） 

  

    

“レイカディア大学卒業生の 
９３％が地域貢献活動をしています„ 

 サポート隊は、レイカディア大学卒業生の地域貢献活動を

調査しました。この調査は、地域で活躍している卒業生の活

動状況を把握し、ボランティア活動、地域活動の実態把握と

存在意義を明らかにするために実施しました。 

 調査対象は平成26年、27年、28年卒業者327名、調査

対象期間は、平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

の１年間で、活動分野は多岐に渡ります。 

                地域活動部会長 大口 正勝 

0  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000  

その他 
自治会活動 
サポート隊 

スポーツ指導 
観光 

伝統文化 
国際交流 
地域安全 
街作り 

環境保全 
福祉 

子育て支援 

活動分野別時間 

活 動 分 野 具 体 的 活 動 項 目 例 活動時間 活動人数(人) 

1   子育て支援  保育園・小学校での学習支援、学童保育、工作指導等       973        38  

2   福祉  福祉施設での慰問活動、傾聴ボランティア、自助具製作、民生委員等       10,232        183  

3   環境保全  樹木の剪定、除草、河川清掃、里山保全、花壇作り、桜並木の保全等      8,741        324  

4   街作り  街活性化イベント開催の運営支援、観光施設の整備、史跡の保存等       816        32  

5   地域安全  自衛消防隊員、防犯パトロール、夜回り、児童の登下校時の見守り等      2,097        57  

6   国際交流  外国籍児童への生活支援、在留外国人への日本語指導等        209          6  

7   伝統文化  神社・仏閣の護持運営委、伝統的祭り（大津祭り、宿場祭り等）支援等       734          21  

8   観光  観光ボランティアガイド、史跡巡りのコース作り等       864        15  

9   スポーツ指導  百歳体操、各種スポーツの指導者等      1,064        10  

10   サポート隊  卒業生によるレイカディア大学の運営、構内園芸整備等      8,089        180  

11   自治会活動  自治会役員、自治会主催の各種活動（住民交流会、防災、環境整備）等      5,581        84  

12   その他  パソコン・囲碁・将棋・書道写経の指導、図書館・美術館の企画・運営等      3,414        77  

  
         合       計     42,814        1,027  

福祉施設で手作り紙芝居を披露する卒業生 
  時間 

 
◆◇卒  業  生  が  活  躍  し  て  い  る  地  域  活  動◆◇  
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