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学習成果作品展示

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

大 学 祭レイカディア大学 草津校

2018年度

★生かそう経験・作ろう絆・シニアの力★

ふれあいイベント
8月2日（木）午前10時～午後3時

☆ご来場者に花苗または陶器小物進呈（数に限りあり）
お気軽にお越しください！！

≪電車・バスの場合≫
☆JR瀬田駅からバスで20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

※駐車場に限りがありますので、出来るだけ公共交通機関を
ご利用ください。

イベント内容

●陶芸教室
●陶芸バザー
●どんぐりストラップ
●よし笛作り
●苔玉作り
●昔遊び体験
●ストライクアウトゲーム
●紙コップによる工作
●体力測定
●レクレーション体操
●お茶会
●野菜販売
●花苗ポット展示など

ステージ演芸

●各学科課題学習成果展示
●地域学としての調査結果発表展示
●陶芸作品展示
●園芸品展示（つる籠、盆栽など）
●書道
●絵手紙
●絵画など

●よし笛
●ギター演奏
●らくらくエアロビクス
●ダンスパフォーマンス
●江州音頭
●南京玉すだれショーなど

※８月１日（水） １３時 ～１５時 と ８月３日（金）１０時 ～１５時は展示のみとなります。



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。

陶芸学科（39期）
～土と遊び、炎にゆだねる～

陶芸学科３９期生は、女性５名、男性１２名が集いま

した。クラスの多くの人々が陶芸は未経験で、陶芸教室

などで学んだ経験のある人はごく少数です。

土をこね、こねた土を紐にして積んでいく、「輪積み

の湯吞み」を作ることから学びがスタートしました。未

経験のメンバーにとって、全ての基本となる土を積み上

げていくことの難しかったこと。今では楽しい思い出で

す。

授業のたびに課題のレベルが上がり、花瓶や花立て、

そしてお茶碗などに挑戦します。難しくて立ち往生して

も大丈夫、先生や助手先生から適切なアドバイスをいた

だき乗り越えていけますよ。そうして焼き上がった自分

の作品は特別です。

大学内の授業以外にも、クラスの仲間で「日本六古

窯」巡りの旅をしたのも、楽しい思い出です。子どもの

頃に戻っての「修学旅行」です。往き帰りのバスで語り

合ったこと、現地で日本の焼物の歴史に触れたこと、友

との絆を深めて、多くの元気をいただいた貴重な経験と

なりました。

３９期陶芸学科 学科長 田中 仁一郎

和気あいあいと作陶中

☆ ☆ サ ポ ー ト 隊 情 報 ☆ ☆

サポート隊 レイカディアの日 ２０１８

～びわこ地球市民の森で竹林の間引き伐採を実施～
６月８日(金)守山市水保町にある県営都市公園・びわこ地球市民の森において、

レイ大草津校サポート隊主催による「レイカディアの日（旧称ボランテイアの

日）」が開催され、米原校より２６名、同窓会２２名、草津校のサポート隊・在校

生、総勢２０１名の大勢のもと実施されました。隊長、関係者の挨拶、事務局より

の作業注意事項説明を受け、参加者は１６班に分かれ、１・２班(米原校)、３・４

班（同窓会）は市民の森、旧センター周りの低木、垣根剪定、除草作業を実施。そ

の他の班、総勢１００名越は徒歩で地球市民の森「ふるさとゾーン」の竹林に移動、

竹の間引き伐採をする班、運び出しする班、竹枝切り作業班に別れそれぞれの作業

を実施しました。

竹林の伐採は直径３ｃｍ以下の細い竹を間引き、伐採した竹を運び出し、枝

を払う一連の作業でしたが、集積する場所までの運び出しが特に重労働で大

変な作業でした。当日は今にも雨が降りそうな梅雨空の中、作業を効率よく

行いました。公園担当者からは、来年以降も是非とも継続してほしいと要望

があり、感謝されました。

その後BBQ会場のみさき公園へ移動、２００人越えの１６テーブルで準備

された焼肉とおにぎり、飲み物で空腹を満たし大満足、各所で話の輪ができ

盛り上がりました。

（取材／中西 清一）作業後のバーベキュー



地域の担い手として、輝いている卒業生を紹介します。

～神と共に活躍するレイ大卒業生～

～地域の子どもは、地域で育てよう～

～川口 敏明さん（30期陶芸学科）～

靴箱の上に置かれて子どもたちも見やすくなりました

湖南市立菩提寺小学校（児童数 414名）にはボランティア組織

の「菩っこを育てる会」があります。「地域の子どもは、地域で

育てよう」のスローガンのもと、学校の教育活動を各方面でいろ

いろな団体、グループが子どもたちを支えあっておられます。環

境整備担当の方が、子どもたちの登下校時に使用している靴箱の

学級表示板に注目し、地元の陶芸学科卒の川口さんに相談されま

した。「子どもたちのために」と温かい思いで「陶板」での表示

板づくりの話が進み、各学年3枚、合計18枚の学級表示板を製作、

自宅にある陶芸窯を使用して、1ヶ月もの時間をかけて作品を完

成、 「菩っこを育てる会」から学校に贈呈されました。

今年度の新学期から靴箱の上に設置され、昇降口の雰囲気も明

るくなり、学年ごとに縁取り色も変えていることで、子どもたち

も見やすくなりました。

陶板の表示板は変色、老化することなく永久に日々、子どもた

ちの登下校時に成長を見守っていくことでしょう。

川口さんは他にも地元では、自治会サポート隊である、高齢者

宅剪定作業、緑化グリーンクラブ、甲賀市の「陶芸の森」で植樹

ボランティアにも参加されており、広く地域からも信頼、頼られ

ております。 （取材／中西 清一）

完成した表示板を手にされている川口さん

鎮守の神さま再建に尽力

37期地域文化学科卒業の田中繁さんは、この10年間地元大津市田上の鎮守の神

さま「枝天満宮」再建に奔走してきました。資料によると1126年創建、戦国時代

天文年間（1532年）に建立、江戸時代（天明年間）に再建されたお社も､二百数十

年の風雨にさらされ､老朽化が進んでいました。

見かねた地域の長老をはじめ、地元自治会や農業組合役員の方たちとともに、神

社再建委員会を立ちあげ、大津市など公的機関のアドバイスも受けながら、趣旨に

賛同いただいた多くの方々から数千万円もの浄財を頂き、立派なお社が完成、先頃

無事竣工記念式典までこぎつけました。

お社に使われた材木は先祖から受け継いだ神社境内の檜

（樹齢約400年）で、とても高品質です。田中さん達は今

回の学びから、数百年後の後世に想いを託して檜を植樹さ

れたそうです。

この活動を通じて、田中さんは「神社の再建だけでなく、

人の繋がり、境内の檜伐採から自然の樹木の成り立ち、資

金集めに対する手法等、多くのことを学ばせていただきま

した。」と膨大なファイルを前に感慨深げに振り返ってく

れました。

（取材／比嘉 真弓）

活動実績が詰まっているファイルを前に

完成した「枝天満宮」



卒 業 生 が 活 躍 し て い る 地 域 活 動
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レイカディア大学 検 索
≪編集後記≫

レイカディア大学卒業生による地域貢献
活動時間は年々増加！！

滋賀県は、厚生労働省が公表した2015年の都道府県別平均寿命で、男性が全

国１位（81.78歳）、女性が4位（87.57歳）になったことから、一躍＜長寿県

＞として注目を浴びるようになりました。その背景にはボランティアの参加率の

高さといった生活習慣があることが明らかになってきておりレイカディア大学の

存在も少なからず影響していると確信しています。

サポート隊地域活動部会では卒業後の3年間を毎年4月にアンケート調査を実

施し、地域で活躍されているレイカディア大学卒業生の地域活動の実態把握と存

在意義を明らかにするために行っています。

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 1,688 44

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 11,541 127

3 環境保全 樹木の剪定、除草、河川清掃、里山保全、花壇整備、桜並木の保全等 9,389 184

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 696 25

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 1,431 41

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 182 4

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 1,686 34

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 673 14

9 スポーツ指導 百歳体操、各種スポーツの指導者等 1,534 15

10 サポート隊 卒業生によるレイカディア大学の運営、構内園芸作業、選択講座の助手活動等 6､451 182

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 5,757 84

12 その他 囲碁・書道等の各種学芸の指導者、図書館等の企画・運営、えにしの会含む 3,380 63

合 計 44,408 817

平成27年度よりの
活動時間推移

（※単位：時間）

活動分野区分 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

調査対象人数 392人 369人 370人 348人

児童福祉 9,057 9,761 11,205 13,229

環境関連 8,562 7,619 8,741 9,389

地域づくり 5,446 2,903 2,913 2,127

文化学習スポーツ 3,289 4,435 2,871 4,075

自治会活動 1,676 3,157 5,581 5,757

その他 2,073 3,347 3,414 3,380

合計 30,103 31,222 34,725 37,957

「こんなにおもしろい充実した2年間はなかった！」39期生

の言葉です。卒業後は地域活動やボランティアの場で「学びが

おもしろい」、「繋がりがおもしろい」をたくさん発信し、成

果は是非とも広報情報部会にお寄せください。今後一人でも多

くの方に読んでいただける紙面作りに努めて参ります。(S.Y)

今回調査対象は平成27年、28年、29年草津校の卒業者348名、調査対

象期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間です。レイ

カディア大学の卒業生や在校生にその重要性を再認識して頂くことによっ

てさらなるご活躍を期待いたします。

7月末にはサポート隊地域活動部会ホームページに詳しくアップされます

のでご覧ください。 地域活動部会長 山根 浩司

ヨシ刈り（螢谷にて）

剪定（南郷小学校）

＜ 平成30年度 活 動 分 野 別 時 間 ・ 人 数＞
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