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１．４月８日開催の支部定期総会の議案書

について検討した。

２．支部定期総会の後、11時半～12時ま

で記念講演として39期びわこ環境学科

の一色実氏による「海洋ゴミ汚染と琵

琶湖のゴミ汚染」の演題で講演をお願

いした。できるだけ多数の会員に参加

いただけるよう願う。

３．4月24日の本部定期総会時に三日月知

事による特別講演が予定されている。

演題は未定ではあるが、健康がテーマ

になる予定。当支部は総会会場のレイ

大に近いこともあり、会員多数の参加

を願う。 （藪支部長）
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支部理事会(2/25)報告

１．3月25日に渡邊学長と同窓会、えにしの会、サポート隊、事

務局を交えての学長懇話会を開催する。レイカディア講座、

短期講座、カリキュラムの見直し等について協議される。

２．本部が発行する「會報」の費用が掛かり予算が赤字になって

いる。このため、従来の會報を新年度については休刊とし、

代わりに6月と12月に簡素化した會報を発行することを提案

する。また、年4～5回開催の常任理事会出席者への交通費一

部負担の廃止と合わせて会計の健全化を図る。

３．湖岸清掃ボランテイアと地域活動事例発表会は昨年と同様継

続して実施を予定する。

４．42期生の学生募集活動は同窓会としても全力で取り組む。会

員一人ひとりが口コミで1名以上の募集勧誘すること、全支

部で平和堂店頭での募集チラシの配布を実施する。

（藪支部長）

本部常任理事会(3/11)報告

まもなく レイカディア大学 42期学生募集がスタートします！
母校の発展と地域社会活性化のため、会員の皆様1人ひとりが、

口コミにより1名以上学生応募につながる勧誘をお願いします。

37期理事 山崎忠海
（健康づくり学科 笠縫東学区）

私は現役時代に転勤が多く、東

京、金沢、名古屋、岐阜、大阪、

兵庫等々の地に行きました。65歳

で定年退職し、住みやすい滋賀で永住することに決

めました。

しかし、この地には知り合いも少なく、そして趣

味もなく第二の人生をどう過ごそうかと色々調べて

レイカディア大学を知りました。早速健康づくり学

科に入学しました。

出逢い、学び、楽しみ、喜び、希望・・・

あっという間の2年間でした。

現在は、県立大学の講座、琵琶湖学セミナー、立

命館びわこ講座 等々何か得るものがあるかも、良

い出逢いがあるかも、と楽しみに参加しています。

今期、37期の期別理事をさせていただくことにな

りました。皆様のご協力のもと微力ながら頑張りた

いと思っています。よろしくお願いいたします。

39期理事 北川 勝
（園芸B学科 草津第二学区）

私は70歳で51年間のサラリーマン生

活を終えました。これから何をするか

と思っていた矢先、社会福祉協議会で

パンフレットを見てレイカディア大学の存在を知りま

した。 普段から趣味の盆栽や花の育成・栽培をさら

に勉強できる園芸学科があるので参加してみようと決

断、入学することにしました。

2年間参加しての感想はとても素晴らしかった。人

生に大きなプラスになったと思います。第一に異質な

経験を持つシニアの集まり、私のようにサラリーマン

経験だけの人ではなく農業をされている方、商売をさ

れている方、各種団体・地域のボランティアをされて

いる方等、いろんな意味で会話するのが楽しかった。

更には、課題学習などもその一つでした。

これからは、人に世話になった分、地域等で少しで

もお役に立てればと思い町内の活動や一部ボランティ

アもしながら、同窓会にも属し100歳まで健康で元気

にすごせるように努力したいと思います。

新 任 理 事 あ い さ つ

http://lacadia-dousoukai.com/
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当ロクハ公園は(公財)草津市コミュニティ事業団草

津事務所・ロクハ公園です。ロクハ公園は、季節を感

じる草花や野鳥等豊かな自然に囲まれバーベキュー広

場や遊具施設、夏にはプール、10月には公園フェア

ー、11月にはおちばプールが開催され草津市民の憩

いの場所となっています。私達は地域体験学習先とし

て37期生1年目に草津在任者6名で活動をスタートし

ました。現在はOB・在校生を含めて37期6名、38期

2名、39期2名、40期2名、合計12名で活動していま

す。活動内容は中央花壇の整備・維持管理です。毎月

第3木曜日9時～11時まで活動していますが、7・8月

はプール開催のため、休止しています。

地域活動(ボランティア)団体・グループの紹介 №７

「ロクハ公園の中央花壇整備・維持管理活動」
南笠東学区 小川 肇（37期園芸）

直近の活動は、9月は花壇から奥に行く道添いの低

木の剪定や花壇の整理です。花壇の草取り・追肥・池

周辺の草刈を行いました。 10月は公園フェアーの

催事支援で全員役割分担がありサポート活動をしまし

た。11月は中央花壇の模様替えです。初夏から晩秋

に彩った花壇を撤収し、春に向けてビオラとパンジー

を500株ほど植えました。12月は花壇で見栄えがす

るように一番大きなタイプの葉ボタンを植えて新年を

迎えしました。毎月活動することで仲間意識が増し、

安全第一をモットーに感謝・感激・感動を強く感じて

います。仲間にはお礼を申し上げると共に、今後も活

動を続けて行きます。41期生の皆様も是非参加して

いただきますようお願いします。

地域活動(ボランティア)団体・グループの紹介 №８

「芦浦観音寺での園芸ボランティア活動」
葉山・葉山東学区 國松 茂（35期園芸）

芦浦観音寺の園芸ボランティアは「みどり燦々会」と

して歴代園芸学科の卒業生が引き継いで活動されていま

す。2年前から「えにしの会」も参加し、私も会員の一人として活動してい

ます。境内の樹木の手入れは「みどり燦燦会」の活動により綺麗に整備さ

れていますが、境内の裏手にある竹林は手つかずの状態で「えにしの会」

で竹林の整備を行うことにしました。

当初は竹林整備の経験や知識などがないため、お堂の近くまで生い茂っ

て倒れかけている竹や折れ曲がった竹の伐採から始めました。周囲を大量

に切り倒したことで明るい雰囲気になってきましたが、前月に刈り取った

竹の横から翌月にはまた新たに背丈以上に伸びた竹と雑草を刈り取る作業

の繰り返しでした。計画的に活動するため、長年竹林整備等に携わり豊富

な経験と知識のある方の指導と助言を得て整備を進めました。現在は竹林

の周りを囲った溝に倒木を利用して丸木橋を架けたり、竹藪を切り開き遊

歩道と竹垣作りを進めています。今後も、木漏れ日が差し込み散策できる

竹林を目指して活動を続けていきます。（次のページに続く）

中央花壇

竹林の遊歩道
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生まれ育った地元〔栗東市蜂屋〕で発掘された古寺

院の瓦について記述します。

平成29年より当地での河川改修に伴い，縄文時代

から中世にかけての集落遺跡で新たに建物の遺跡が見

つかり、法隆寺とその周辺以外では見みられない軒瓦

が大量に出土しました。出土した瓦には、軒平瓦、軒

丸瓦、平瓦、丸瓦のほか、鴟尾(しび)の破片もあり、

かつてこの地にあった荘厳な古代寺院の姿を彷彿とさ

せます。

飛鳥時代後半(7世紀後半)の軒瓦で特筆すべきは奈

良県の法隆寺若草伽藍跡〔現在の法隆寺の前身〕や中

宮寺跡でも出土している「忍冬文単弁蓮華文軒丸瓦」

です。

軒瓦は｢笵(はん)｣と呼ばれる木型で作

られ繰り返し使われると笵に傷ができ、

同じ笵で瓦を作ると文様とともに傷も写し出されま

す。今回発見された丸瓦は，法隆寺創建当時の遺構と

される｢若草伽藍｣の軒瓦と一致するといいます。奈良

時代の資料｢法隆寺伽藍縁起並流記資財帳｣によると、

蜂屋遺跡がある栗東市北部は当時、法隆寺の水田や倉

があったとされ、今回の軒瓦の発見で法隆寺との関係

が飛鳥時代に遡ります。出土した瓦からは7世紀後半

より後の法隆寺式軒瓦が50点以上確認されました。

それ故、当地｢栗東市蜂屋近辺｣は第一級の仏教文化が

培われ、当時は国内有数の文化拠点があった可能性が

あると推測されます。

なお平成30年11月に行われた説明会には近隣から

350名を超える多くの方が参加しました。

栗東・集落跡に法隆寺瓦
大宝東学区 高田 藤吉(28期園芸)

投稿

ここからは寺の歴史に触れてみます。

寺伝えによると、芦浦観音寺は天台宗の寺院で、創

建は用明天皇(第31代天皇・在位585～587年)の御

代に聖徳太子が開いたとも、太子の命で泰河勝(はた

のかわかつ)が開いたとも伝えられています。境内か

ら発掘された瓦片から7世紀後半の白鳳時代にはす

でに寺院が存在していましたが、その後戦乱の兵火

などの被害を受け衰退していました。応永15年

(1408年) 歓雅(かんが)によって天台宗の寺院とし

て中興し、初代住持となった。その後、戦国時代～

江戸時代に政治的に大きな力を付け、9世詮舜(せん

しゅん)は豊臣秀吉の下で近江国内の太閤蔵入地(豊

臣氏の直轄地)代官と琵琶湖の湖上水運全体を監督す

る船奉行として活躍しました。10世朝賢(ちょうけ

ん)は湖南と湖東を中心とする幕領約2万4000石の代

官と船奉行となって永原御茶屋敷御殿(徳川将軍上洛

の際の宿泊所)の作事奉行にもなって江戸屋敷跡は東

京都千代田区の観音坂の由来となっています。

芦浦観音寺境内は当時の様子が色濃く残り国指定史

跡に、阿弥陀堂と書院は国の重要文化財に指定され

ています。（講談社/国指定史跡ガイドより）

春(5月)と秋(11月)の年2回、一般公開されるので

一度訪れられてはいかがですか。一般公開では毎年

当支部のメンバーやレイ大ＯＢがボランティアガイ

ドをします。

芦浦観音寺の表門



2月9日に大津市大石の浄土寺（瀬田川鹿跳橋の近

く）で行われた大石義民を祀る義民祭に参列しまし

た。皆さんは「大石義民」の話をご存知ですか？

400年前からの武士が

支配する250年間の徳川

幕府下で発生した、いわ

ゆる百姓一揆は3千２百

件以上といわれており、

滋賀の地に於いても天保

13年に発生した「近江天

保一揆」は近江最大の一

揆としてよく知られてい

ます。当時、百姓一揆は

幕府への直訴でありご法

度（非合法〕とされ重罪

が課せられており、それを実行するには相当の覚悟

が必要でした。百姓一揆を大別すると、農民がむし

ろ旗や竹やりを持ち集団の圧力で代官所に押しかけ

る暴力的な「強訴・惣百姓一揆」と、強訴を抑えた

農民のリーダーが直訴する「代表越訴(だいひょうお

っそ)一揆」があります。

当時の大石郷は農地が少なく四方が山に囲まれた

寒村で、村民は薪や炭を物産品として瀬田川の水運

を利用し京都へ運んでいました。しかし､幕府は高い

通行税を村民に課しており、大石の村民の生活は困

窮を極めていました。この窮状に対し大石郷の村民

は一色即発の状況であったが、大石の一揆を抑えた

のは大石郷５ケ村を纏めた富川村の庄屋彦治と弟の

源吾で、この２人が幕府の役人に直訴を行い、幕府

の高い通行税の免除を得ました。

しかし、幕府への直訴はご法度であり、直訴の翌

年の1614年(慶長19年)に彦治、源吾の兄弟は大石

郷関津峠に於いて磔の刑となったの

です。その年に大石郷５ケ村の庄屋

により兄弟の遺徳をしのび墓碑が富

川村往生寺に建立され、今でも慶長

19年2月24日の文字が読み取れます。そして、大正

8年には処刑の地関津峠に義民碑が建立されたのを

機に､彦治、源吾兄弟の墓前で“大石義民祭”が行なわ

れるようになり現在に引き継がれています。

「大石義民」は38期の課題学習の一環として私が

調査したものです。歴史の調査は推理することに醍

醐味があり、400年前の事実に対して断片的なモニ

ュメントを現認しながら当時に思いを巡らすことを

今後も行って行きたいと思っています。

余談ですが、元禄15年に起こった赤穂浪士の討ち

入りのリーダー大石良雄は､この大石郷の豪族の子孫

です。約90年後のこの討ち入りと大石義民の行動に

は直接関係はありませんが、何かの因縁を感ぜざる

を得ません。毎年義民祭が行われる浄土寺は、大石

家の菩提寺として有名です。
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私は終戦のとき５歳でした。家は横須賀郊外にあ

り首都に近いので頻繁に空襲警報が発せられ、その

たびに防空壕に隠れて敵機をやり過ごす恐怖の日々

でした。そんな中一生忘れられない大事件がありま

した。ある朝、「昨夜東京が全滅したようだ」との

伝聞に近隣の人たちと一緒に小高い丘に駆け上がり､

眼前に繰り広げられた関東平野の景色は呼吸を忘れ

るほど異様でした。都心方向の地表は一面の火の海、

その上は強大な黒煙柱が音も無くゆっくりと上昇、

さらに上空は黒煙が白煙に変化して無限の青空に吸

い込まれ宇宙の高みで水平に広がって行きました。

地上は地獄絵なのは幼児にも理解で

きました。周囲の大人は声もなくた

だ茫然と立ち尽くしています。

どれほど時間が経ったでしょうか、やがて一人二人

と丘を降りてゆきました。それ以降、誰も大空襲の

ことは口にしませんでした。もっと恐ろしいことが

待ち受けていたのです。子供たちの間に「明日にも

敵が上陸して女子供を皆殺しにする」という噂が流

布され、「空襲どころではない」暗澹たる気持ちで

過ごす毎日が続きました。

投稿 終戦の記憶 「幼児の心に深く刻み込まれた悲劇」

笠縫東学区 柴田 茂壽(24期陶芸)

大石義民 南笠東学区 乾 元久(38期園芸）投稿

関津峠にある大石義民碑

大石義民碑探訪メンバー



活動名 月日 参加人数 時間/人 時間計

de 愛ひろば(旧草津川跡地公園)花壇整備 12/8(土) 1/12(土) 7 2 14

同上 2/9(土) 8 1.5 12

同上 3/2(土) 3/9(土) 15 1.5 22.5

栗東傾聴「デイサービスらっく」 12/17(土) 6 1 6

同上 「ＤＳ阿吽」［ＤＳやすらぎの家］ 2/18(月)3/18(月) 15 1 15

治田小学校 園芸ボランティア(花壇整備・校庭清掃) 12/3(月) 5(4) ２ 8

同上 1/21(月) 2/1(木) 12(8) 3 24

同上 3/4(月) 7(3) 3 9

集計(延べ) 66 名 110.5 時間

(注）表中、参加人数の( )内数値は同窓会会員の人数

＊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 活動日時 活動場所・内容など

草津宿場まつりボランティア
イベント参加

4/28(日)
7:30～16:00

草津市役所周辺 年 1回だけの活動です。
メールで案内します。参加よろしく！

de愛ひろば(旧草津川跡地公園)
花壇整備

５/11(土) 6/8(土),15(土)
9:00～11:30

花壇の植栽手入れ、土壌改良など
原則、毎月第 2土曜日

コスモアースコンシャスアクト
in草津 (琵琶湖岸清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)

6/1６(日) 午前中 帰帆島周辺 詳細は添付チラシを参照
年 1回だけの活動です。参加よろしく！

栗東傾聴
（訪問先は毎月変わります）
6月から草津傾聴をスタート予定

4/15(月) 5 月は未定
14:00～15:00

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

治田小学校 園芸ボランティア 4/15(月) 22(月)
14:00～

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。多くの会員の参加をお願いします。

開催日時 活動・イベント内容 場所 内容

5/13(月)
9:40～14:00

第 11回歴史探訪会
木瓜原遺跡を訪ねる

JR南草津駅 改札口
9:40集合

(文化研修部会)
詳細は 2月号チラシを参照

5/20(月)
13:30～17:00

春季グラウンドゴルフ大会 帰帆島Ｇゴルフ場 (健康スポレク部会)
詳細は添付チラシを参照

5/30(木)
10:00～

予備日：6/1(土)

サポート隊主催
レイカディアの日

（旧ボランティアの日）

地球市民の森(守山)
お昼のバーベキューは

みさき自然公園

参加申し込みは藪支部長まで
詳細は添付チラシを参照

6/13(木)
10:00～17:00

パラスポーツ体験会 立命館大学
くさつキャンパス

(健康スポレク部会)
詳細は添付チラシを参照

6/29(土)
9:20～14:30

第 2回陶芸教室
（初心者向け）

なごみの郷 (文化研修部会)
詳細は添付チラシを参照

6/24(月) 支部理事会 西一会館 開催時間 9:30～11:30

7月予定 高齢者向け勉強会
テーマ：認知症予防

(文化研修部会)

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 138 号 草津・栗東支部同窓会だより 平成 30年 4月 22日

同窓会関連活動スケジュールの案内(2019 年 4月以降)

地域活動部会 12～3月活動実績報告

地域活動部会 活動予定



健康スポレク部会からのお知らせ

未経験者、女性も大歓迎！

「春のグラウンドゴルフ大会」
会員配偶者、レイ大在校生（草津・栗東に在住）の参加もＯＫです。

日時： 5月 20日（月） 13：30～17：00 受付：13：00～ （雨天時の予備日：5月 27日(月)）
場所： 帰帆島 Gゴルフ場 草津市矢橋町 2108 ☎ 566-3774

《注》 今回から帰帆島 Gゴルフ場に変更しています。

参加費： 会員 5００円 ★配偶者・在校生 6００円
持ち物： 用具（プレーに必要なもの）

なお、用具をお持ちでない方は準備しますので、申し込みの際にその旨連絡下さい。

申込方法： 会員皆様の学区理事宛電話等で 5月 13日までに申し込んで下さい。

（理事の方は担当、山元・中橋宛にご連絡ください）

山元： TEL564-4672 メール papiremon0515@gmail.com
中橋： TEL563-3432 メール minato3139@yahoo.co.jp

※ラウンド終了後成績発表とお茶とお菓子で懇親会を予定しています。

新企画！ 多数の参加をお待ちしています(参加対象者：会員、家族、在校生)
「パラ・スポーツ体験、健康テクノロジー、他のスポーツ体験など」

色々な体験で日頃のストレスを吹き飛ばしましょう。

日時：5月 26日（日）10：00～17：00
場所：立命館大学びわこ・くさつキャンパス 1Fアリーナ・ 2Fなど

集合場所：JR南草津駅改札口 9：30集合（直接行かれる方はお知らせ下さい）

主催団体：立命館大学びわこ・くさつキャンパス スポーツ健康コモンズ

SUSTAINABLE WEEK 2019（体験型イベント）

体験ゾーン：

1Fアリーナ：バトミントン、卓球、バスケットボールパラスポーツの体験、

車いす競技、ボッチャ、大繩大会

2Fミーティングルーム：ライスボールセミナー、SDGｓセミナー、食セミナー

 多目的スペース：健康ｘテクノロジー体験

 アクティブデッキ：自転車ｘSDGｓ

 フロンティアアベニュー：フードコート

 コモンズ前芝生：ヨガ、バランスボール、パフォーマンス

 知るカフェ：音楽ライブ

〇立命館大学びわこ・くさつキャンパス行バス（交通費、昼食費は各自ご負担下さい）

〇持物：上靴、飲み物、運動に適した服装

〇申込先：中橋民男 携帯 090-3038-4523 メールアドレス inato3139@yahoo.co.jp
申し込みが必要です。（参加費無料）レクリエーション傷害保険を掛けます。

〇締め切り日：5月 22日

以上

mailto:メールアドレス%20inato3139@yahoo.co.jp


サポート隊：レイカディア日のご案内

地球市民の森での森づくりボランティア活動とみさき自然公園でのバーべキューで在校生・
卒業生間の親睦をはかりましよう！！

１．日 時 ：平成３１年５月３０日（木） １０：００～１３：３０
９：１５ 受付開始 《予備日：６月１日（土）》

２．会 場 ：びわこ地球市民の森つどいゾーン内 旧森づくりセンター
および みさき自然公園キャンプエリア

３．内 容 ：枝打ち・竹伐採等の森つくり活動（午前）⇒ ＢＢＱ（午後）
４．持ち物 ：帽子、手袋（軍手は支給）、タオル、飲み物、レイ大名札、

作業し易い服装、作業靴、パイプ椅子（お持ちの方のみ）
５．参加費 ：５００円（当日受付徴収し懇親会材料費に充当します）
６．申込み ： ①３７～３９期卒業生 ⇒ 各期各学科代表

②３６期以前の卒業生（同窓会会員） ⇒ 各同窓会支部
締め切り：４月３０日（火）

７．その他 ：雨天予報の場合は２日前の午後に決定し、メール等で連絡します。
また予備日の６/１（土）も雨天の場合はレイカディアの日は中止します。
予備日の６/１の場合の懇親会会場は地球市民の森となり、ＢＢＱではなく、
おにぎりによる懇親会になります。(その際の参加費は無料となります）

※問い合せ先：各期各学科代表または同窓会支部長(藪支部長 080-4152-1014)
タイムスケジュール

9:15 受付開始（旧森づくりセンター）
10:00 開会式 (旧森づくりセンター)
10:15 作業開始 ⇒ 11: 45 作業終了と終了式（みさき自然公園ヘ自動車で移動）
12:20 懇親会 バーベキュー開始 ⇒ 13:30 閉会式

会場琵琶湖大橋へ



平成３１年４月２２日

滋賀県レイカディア大学同窓会

草津・栗東支部 会員様

草津・栗東支部長 藪健治

地域活動部会長 佐々木奉昭

コスモアースコンシャスアクト in 草津

６月１６日（日）湖岸清掃ボランティア活動の案内

前略、このイベントは一昨年よりレイ大同窓会本部の参加行事になっています。

コスモ石油と全国 FM放送３８局がパートナーシップを組んで地球環境の保護と保

全を呼びかける活動の一環で、湖岸の清掃活動を行うクリーン・キャンペーンです。

昨年はレイ大同窓会で２３名（草津栗東支部５名）参加しております。 草津市で

のイベントでありますので今年はもう少し多くの参加を念願しております。

奮って参加いただきますようお願い致します。

草々

― 記 －

清掃場所 南山田町、矢橋町の湖岸

日時 令和元年６月１６日（日）、小雨決行、荒天の場合６月３０日実施

９：００～１３：００（清掃活動は１２時までに終了予定）

集合場所 矢橋帰帆島駐車場近くのキャンプ場

集合時間 午前９時までにキャンプ場に集合

持参する物 主催者が軍手、ハサミ、ゴミ袋等を用意してくれます。

必要あれば飲み水やタオル持参下さい。

清掃作業 作業する湖岸までは主催者手配のバスで移動し、清掃作業完了

すれば又、主催者手配のバスで矢橋帰帆島まで帰ってきます。

作業時間は１０時から１１時頃まで

昼食 作業が終われば参加者にマルシェ券１０００円相当が渡されます。

サンドイッチやカレー等があります。

作業が完了すれば帰っても問題ありません。

参加いただける方は、５月２０日迄に佐々木または藪まで連絡下さい。

佐々木地域活動部会長：メール tsasa-t6731s@gaia.eonet.jp 携帯 090-1148-3420
藪支部長：メール yabukenji63@yahoo.co.jp 携帯 080-4152-1014

以上

mailto:佐々木地域活動部会長：メールtsasa-t6731s@gaia.eonet.jp　携帯090-1148-3420
mailto:メールyabukenji63@yahoo.co.jp　携帯%20080-4152-1014


文化研修部会

第２回陶芸教室のご案内

平成 31 年 3 月 1 日

レイカデイア大学同窓会 草津栗東支部

楽しい陶芸で素敵な作品を作りましょう！初心者大歓迎です。

１ 実 施 日 平成 31 年 6 月 29 日（土）雨天決行

２ 集合 場所 草津市立 なごみの郷（草津市志那町 2552 番）

３ 時 間 9 時 20 分から説明

４ 開始 時間 9 時 30 分から開始します。

５ 解散 時間 14 時 30 分頃（作陶が早く終われば午前中可）

6 参 加 費 1500 円 素焼き・本焼き・釉薬・作陶補助

+粘土 2kg 別途（・赤土 340 円・白土 200 円から選んでください）

※持ち物は、飲み物他、エプロン、腕カバーなど汚れても良い服装でお越し下さい。

※昼食はなごみの郷の中に和味屋（なごみや）食堂があります、弁当持参でもＯＫです。

※素焼き・本焼きは、なごみの郷の電気窯で焼きます。釉薬付けはお任せ下さい。

き り と り せ ん

浦山増二宛 メール urayama11111@gmail.com.
ＦＡＸ ０７７－５５３－６４７３

※レイ大の OB ・現役の方とご家族・お孫さんもご一緒にどうぞ

お申し込みの時 参加者の電話番号（固定・携帯）お願いします。

お名前（ ）電話（ - - ）

締切り 平成 31 年 5 月 31 日まで

参加の申し込みは下記まで
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