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レイカディア大学だより
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滋賀県レイカディア大学 42 期 学生募集 10 月入学
レイカディア大学で学ぶ
必修講座（全学生が受講します）
選択講座（出願時に１学科を選び、受講します）
■園芸学科（草津校・米原校） ■陶芸学科（草津校）
■びわこ環境学科（草津校）
■地域文化学科（草津校）
■北近江文化学科（米原校）
■健康づくり学科（草津校・米原校）
※ 授業時間 ：1 日あたり 4 時間
※ 講座開講日：1 ヶ月あたり、5～6 日程度
その他の日にも活動する場合あり。
※ 修業年限 ：2 年間〔2019 年 10 月～2021 年 9 月〕

人生に ちょっとした「リセット」を
歳を重ねると何げない言葉が今までとはちょっと違った響きになって聴こえてくることがあります。例えば「リセット」もその一つです。
辞書で調べると「すべてを元に戻すこと」とあります。考え方や気分をリセット、パソコンのリセットなどなど、いろんなことに「リセット」
があるようです。
・・・なら、気まぐれに人生をちょっとだけ「リセット」するのもいいかもしれません。それまでの仕事や家庭での立場や
役割、地位や名誉など今までの着慣れた装束をさらりと脱ぎ捨て、無位無官になって自分をリセットする―――そこには、忘れかけていた懐
かしい景色が拡がっているかもしれません。
自分をリセット・元に戻して、やりたいことを起点にしながら、同じ想いの仲間がレイカディア大学に集い、ボランティア活動などの快い
活動が始まり、それがやがて人の喜びへとつながる・・・このような人生のちょっとした「リセット」をレイカディア大学はサポートさせて
いただきたいと考えています。
ここ湖国の地でセカンドライフを切り拓こうとされるシニアの皆さん、自らも楽しみ、そして人の喜びのためにレイカディア大学で学んで
みませんか。
レイカディア大学は今秋入学の第 42 期生を募集します。
❏ 入学資格
❏
❏
❏
※

2019 年 10 月 1 日現在において
60 歳以上の県内居住の方
出願期間
6 月 3 日（月）～ 8 月 5 日（月）
授業料等 年額 50,000 円（学習に要する教材費、見学等に要
する経費等は自己負担）
募集要項・願書
各市町の高齢福祉担当課、社協、
市町図書館、公民館等にて入手可
募集要項等は HP「びわこシニアネット」からもダウンロード
できます。（http://www.e-biwako.jp）

❑ 草津校
草津市笠山 7 丁目 8-138
県立長寿社会福祉センター内
TEL:077-567-3901

❑ 米原校
米原市下多良 2-137
県立文化産業交流会館内
TEL:0749-52-5110

大学には 6 学科あり、今号はその内の 2 学科を紹介します。

～いつまでも共に、学び、遊び、生きる～
私たち第 40 期健康づくり学科では、仲間と出会ったとき「こんなに多くの素晴らしい友達ができるとは！」の感動を大切に、
歩んできた人生経験や生活環境は違っても、互いの自主性を尊重し、みんなが自由闊達に活動することで、有意義な大学生活
を楽しんでいます。
誰もが健康でいきいきとした生活を楽しむことができるように「健康寿命を延ばそう！」をテーマに健康の三本柱「栄養・
休養・運動」に関する知識を学び、実習や体験を通じて、自らの健康維持増進を図りながら、ボランティア活動での人の喜び
は、今までにない自らの喜びや達成感につながっています。
雄大な自然に恵まれたこの湖国の地でセカンドライフを切り開こうとする仲間とともに、
「共に学ぼう、共に遊ぼう、共に生
きよう！」を実現しています。
40 期健康づくり学科学科長 河野 安明

ポールウォーキング実習
食と健康を学ぶ調理実習

「元気に楽しく歩きましょう」

「いざ、お手並み拝見」

～びわ湖を未来につなぐ～
琵琶湖は日本最大最古の湖で近江八景や琵琶湖八珍に象徴される豊かな湖です。その一方で近年様々な環境破壊・汚染が進
んでいます。これらの問題を解決し、豊かな琵琶湖の復活を願って勉強しています。様々な専門家の講義を受けますが、個人
では実施困難な環境関連の研究施設や活動等を見学でき、多様な実習をするのが一番の魅力です。
校外学習は魅力的で感動しましたが、湖北野鳥センターでは、職員から野鳥の進化・特性・観察方法等の講義の後、双眼鏡
で野鳥を観察し、湖北の治水に重要な役割を果たす、西野隧道と田川カルバートを見学しました。
琵琶湖東岸に残る貴重な内湖・西の湖では、地元で自然保護に取組んでおられる東近江水環境自治協議会から内湖干拓の歴
史や自然保護活動の課題等を学び、現地を案内していただきました。
環境問題は、深刻で暗いイメージを持たれがちですが、クラス一同明るく、仲良く、楽しく、また卒業後の活動を展望しな
がら学習に励んでいます。
40 期びわこ環境学科情報委員 吉岡 俊雄

西の湖散策学
習

滋賀県立大学訪問

「何がいるのかな？」

野鳥観察・湖北の利水・治水

サポート隊活動・卒業生が活躍している地域活動
紹介

～レイカディアでの学びが大きなエネルギーに～
「朗読ボランティアつくしんぼ」の成り立ちは、平成 17 年・19 年に社会福祉協議会の「朗読講座」を受講した者が集まり
平成 19 年に結成しました。甲賀市在住のメンバー11 名で活動しています。
活動内容は、土山町にある「伝馬館」でお話し会をきっかけに、視覚障害の方への広報誌の音訳も始め、また土山小学校の
読み聞かせをするようになりました。
土山町内のデイサービス施設に読み聞かせ等に行きました。
活動も、時代の流れに乗って変化して近年は、土山小学校での読み聞かせや、地域社会福祉の「高齢者のつどい」
「あすなろ
のつどい」
「サマースクール」などへ参加しています。
大型紙芝居・パワーポイントでの紙芝居・絵本の、読み聞かせ・歌・ゲームなど、色々な組み合わせで好評を得ています。
レイカディア大学の卒業生も 3 名在籍し地域貢献に努めています。レイカディア大学で、学んだ地域貢献の意味・仲間づく
りが基礎にあることは私たちの大きなエネルギーとなっています。
39 期 健康づくり学科 山中 佳子

小学校で読み聞かせ「楽しかったねー」
「足裏体操」の大切さを指導

福祉施設でのパワーポイント紙芝居

～お釈迦さまに見守られての「釈迦堂サロン」～
35 期びわこ環境学科卒業の近松清司さん、友人のやっていた地域の高齢者サロンを引き継ぎました。在職中はご近所とのつ
き合いが殆どなかったそうですが、おばあちゃんたちと接するうちに、活動を通じて町内のことを多く知ることができてたい
へん嬉しいと振り返ります。
赤野井町自治会の好意で地域の釈迦堂を無償で借り、毎週欠かさず 9 時から午後 4 時まで「釈迦堂サロン」を開催し、2019
年 3 月末で 250 回の開催を迎えました。専門的な知識はなにも無いといいながらも、取材で訪ねたときには、パソコンを使い
TV 画面に写した「権兵衛さんの赤ちゃん･･･」を歌いながら参加者全員で健康体操のまっ最中でした。いろいろ工夫され、折
り紙や塗り絵、紙芝居、童謡合唱など中身は盛りだくさんです。参加のおばあちゃんたちは「近松さんはとっても優しくて頑
張ってくれていますよ」と言います。ふだんは全員弁当持参で 7 時間の長丁場、サロンをいっぱい楽しんでいただきたいと、
毎月 1 回はカレーやシチュー、おにぎりなどをつくり、ランチも提供されています。
「当初参加者は毎週 25 名もいました。今では応援してくれるスタッフも含めて半数程度と淋しくなりましたが、毎週この
サロンを心待ちにしてくれるおばあちゃんがいる限りこのサロンを続けます」と話される近松さんの笑顔が印象的でした。
取材/仲谷 文夫

和気あいあい、楽しい食事

おにぎり!美味しいよ～

「権兵衛さんの赤ちゃん♪」で健康体操

課外活動紹介

～囲碁を通して頭脳はフル回転！～
現在クラブ員は 40 期生 5 名と 41 期生 10 名の合計 15 名で、必修講座の日の午後 3 時過ぎから第１教室を使って対局を行っ
ています。 囲碁クラブの活動目的に「当クラブは、会員相互の棋力の向上を図るとともに、囲碁を通じて生きがいを高め、
会員相互の親睦を深めることを目的とする。
」と書かれていますが、現在のメンバーは殆どが初心者で、9 路盤（注）を使って
「囲碁の初歩の初歩」という入門書をコピー配布し、基本ルールから勉強中です。
活動日には、OB の方々で作られている星目会という団体（草津市のなごみの郷を拠点に活動）からも、指導に来て頂き対局
をしています。年に１回、星目会との対抗戦がありますが、実際は対抗戦にはならず、交流の場を提供している状況です。当
クラブは年会費無料のクラブです。交流の場を設けた時にだけ必要経費を集めています。
一碁一会、囲碁は百薬の長です。生涯現役を目指し活動をしています。
（注）9 路盤は 9×9＝8１ヶ所に打つ場所があり、短時間で決着。正規の路盤は 19 路盤で、一般の囲碁に使用。19×19＝361 ヶ所の打つ
場所があり、決着までに長時間が必要で、9 路盤の 4 倍以上。

囲碁クラブ部長

関根 秀夫

（40 期地域文化学科）

どこに打とうかな？
んー、難しい局面だね、熟考。

正規の路盤で対決

サポート隊情報

学長との懇談会

2019 年 1 月 22 日

渡邉学長とサポート隊草津校、サポート隊米原校、同窓会、えにしの会の代表及び事務局による懇談会が開催されました。
各組織の活動紹介をした後、レイカディア大学の現状や大学を取り巻く環境、今後のレイカディア大学について意見交換を
行いました。学長からは「日頃からの活動を心強く思います。自分自身が心豊かに健康であり、元気になる学びをしないとい
けない。その取り組み自体がレイカディア大学の認知度向上の取り組みである。レイカディア大学は時代の要請に合わせて変
化する必要がある。コラボレーション、ダイバーシティーを尊重した運営がキーワードです」等のコメントをいただきました。
変化の激しい現代社会は高齢者においても常に学び続ける必要があると考えます。世の中の風はシニア大学に追い風です。
レイカディア大学が今以上に地域から期待されるように、大学と各組織が連携し、ワンレイカディアとして学校運営の充実や
認知度をアピールしていかなければならないと痛切に感じました。また、4 者による学長懇談会は今回が初めての試みであり
意義があったと思います。
レイカディア大学草津校 9 期サポート隊隊長 西澤幸夫

レイカディア大学の認知度の向上について、意見交換会
お詫びと訂正
『シニアの学び舎』32 号 1 頁 園芸学科の執筆者 誤）40 期園芸学科 A 学科長 高井 正秋
正）40 期園芸学科 A 学科長 松瀬 徳之助。
3 頁 園芸学科の執筆者 誤）淡海詩吟クラブ 高井 正秋（40 期地域文化学科） 正）詩吟クラブ 高井 正秋（40 期園芸学科 A）
関係者の皆様には、ご迷惑かけ深くお詫び申し上げます。
発行：滋賀県レイカディア大学草津校サポート隊
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http://lacakusatsu.com/1-supportai/index.html
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レイカディア大学

編集後記
五月晴れ。
良い季節がきましたね、皆さん連休は、どこかにお出かけされましたか？
楽しい思い出が、多くできたことと思います。
33 号もでき、「滋賀県レイカディア大学 42 期 学生募集」に多数応募が
有ることを期待しています。
Ｓ・Ｈ

