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支部理事会報告　(10/29)

1.  10月19日開催の新会員歓迎説明会・懇親会につ
いての総括を行った。

2.　地域活動事例発表会の参加者を募り、理事を中
心に当支部より12名の参加を確認した。　

　（11月18日の当支部からの参加は17名でした)
3.　10月31日のびわ湖岸での清掃ボランティア活動

(ゴミ拾い)について、当日の具体的な動きや参加
人数確認などの打ち合わせを行った。

4.　新会員を迎えての各部会の今年度の総括と次年
度の計画についての会合である部会別全体会議
を1月24日の午前中に行い、12時からは新年交流
懇親会を開催することとした。　（藪支部長）

　レイカディア大学事務局が実施された42期生の
願書アンケート集計結果のうち、応募の動機につ
いて報告します。
　募集を何で知りましたか？と言う問いに対して
「レイ大卒業生からの情報」と言う回答がトップ
でした。続いて「募集パンフレット」「ホームペ
ージ」「友人からの情報」「市の広報誌」と続き
ます。シニア大学への応募は、近年定年が延びて
いるため応募者が他の府県でも減少しており、レ
イ大も同様の状況にあります。同窓会としても43
期生の募集活動に力を入れて行きます。アンケー
ト結果のように同窓会会員の身近な人にレイ大を
紹介していただくことが重要です。　(藪支部長)
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　今年の草津・栗東支部は、和田一馬さん(36期地文)が「経験
で培った能力で地域貢献」のテーマで発表されました。和田さ
んたちはNPO法人「プロボノ滋賀」の組織を通して、現役時代
や趣味など経験で培ったスキルを活かし社会的な支援活動をさ
れており、これらの取り組みが紹介されました。
　今年は例年より多くの聴講者があり、全体で176名うち草津
・栗東支部は17名でした。発表の内容はどれも興味深く参考に
なるものばかりです。来年は当支部からもより多くの方に聴講
をお願いします。　　(大西副支部長)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　

　「第12回地域活動事例発表会」(11/18) 　同窓会本部主催　近江八幡市ひまわり館

４２期生　願書アンケート結果について

　
    今年は昨年に続き2回目で、同窓会本部が加入して      トラ2台でピストン輸送し、現場近くの民家の庭に停
いる「美しい湖国をつくる会」の活動の一環として、     させてもらいました。現場が道路脇であったため安全
新会員を迎えて行うボランティア活動の位置付けで実     第一をモットーに作業を行い無事故で終え、11時過ぎ
施しました。昨年の参加者は30名でしたが、今年は新     に解散しました。集めたゴミは軽トラ2台に積み草津
会員8名を含む理事、会員有志で総勢35名の参加とな       市のクリーンセンターに持ちみました。軽トラは山元
りました。全員が今年購入した同窓会草津・栗東支部      喜八さんと田川久夫さんに出していただきました。あ
名入りのビブスを着用しました。ゴミ拾いを行った場      りがとうございました。　(藪支部長）
所は帰帆島対面の湖岸でびわ湖のゴミが瀬田川の手前      で溜まるようなところです。1時間強の作業でしたが
ペットボトル、プラスチックゴミやビニール袋等沢山
のゴミを拾いました。参加いただいた皆さんには、普
段車に乗って湖岸道路を走っていても見えないゴミが
湖岸の岸辺や草むらに沢山あることを実感していただ
いたと思います。
　帰帆島の大駐車場に朝9時に集合、ゴミ拾いの現場
近くには駐車場がないため現場までは乗用車4台と軽

びわ湖岸清掃ゴミ拾いの実施　(10/31)　　「美しい湖国をつくる会」の活動
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　今年最大級の台風19号が日本列島に近づく中、矢橋　  手軽にでき、消費エネルギーUP、腰・膝の負担軽減、
帰帆島公園は薄曇りで少し湿度が高く歩くと汗ばむく      姿勢改善、歩行の安定と手軽でより効果の高い運動量
らいでした。参加者は9名で初めて体験される方3名、     が得られます。会員家族、在校生の皆様次回は自身の
大津支部から健康部会の部長岸研治さんが今後の活動      健康寿命を延
の参考にと参加されました。最初にノルディックウォ      ばすためにも
ーキングが始まった経緯、効果、歩き方の説明を聞い      是非ご参加く
てもらいました。歩く前のストレッチ運動後、帰帆島      ださい。
運動公園から琵琶湖が見える湖岸のコースに出て、約      （中橋部会長)
4kmを休憩を挟み1時間半のウォーキングで皆さん心地　　
よい汗をかかれました。
　ノルディックウォーキングは年齢に関係なく誰でも

ノルディックウォーキング体験会 (10/10)　　　健康スポレク部会

　今年度草津校卒業の草津・栗東在住の40期生は28名で内17名に
入会いただきました。また、米原校の松井千晶さん(北近江文化学
科、栗東在住)にも入会いただき、全部で入会者は18名でした。午
前中に草津市まちづくりセンターで歓迎説明会、その後場所を移
し浜街道の割烹江州にて歓迎懇親会を行いました。説明会への参
加は新会員の11名と39期で今夏に入会いただいた滋賀伸榮さんの
参加があり、役員と一般会員の有志を含め総勢46名の参加のもと
説明会を実施しました。また、懇親会への参加は35名でした。
　同窓会の目的である①会員相互の親睦、②地域貢献、③母校の
発展に寄与する活動、そして同窓会の組織と支部の各部会の説明
を行い、新会員の皆さんに同窓会の部会活動への参画等について
の調査票の記入もお願いしました。さらに学期の代表者となる学
期理事の選出では、藤岡敏文さんに受けていただきました。
　説明会・懇親会の場では新会員、学区理事、学期理事の自己紹
介などの交流により、有意義かつ同窓生として和気藹々と懇親を
深めることができたと思います。また、説明会・懇親会に都合に
より欠席された新会員の方には、後日学区理事より資料をお渡し
して部会に関する調査票への記入をお願いしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(藪支部長)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　

　当日は雨の降り出しそうな中16名の参加があり、4ラ     付のGゴルフ場の活用の提案がありました。参加費用は
ウンドを予定していましたが雨を考慮して3ラウンドに      高くなりますが考えてみますので皆様のご意見をお聞
短縮しました。最近女性の参加者が少なく今回3名の方      かせください。健康と親睦が健康スポレク部会の目的
の参加のみ、今後新会員の方の参加を期待しています。    です。会員、家族、在校生の皆様、部会の計画への参
　成績はやはり実力者の志津南の秋山謙二さんがホー        加よろしくお願いします。（中橋部会長）
ルインワン無しの63のスコアで3回目の優勝でした。2
位目崎顕一郎さん、3位金森耕造さん、2、3位は68の同
スコアが3名あり年齢の高い方が獲得されました。年齢
の若い40期生の林佐一さんは同スコアながら残念な結
果になり、BB賞は辻村美栄子さんがゲットされました。
　表彰式後の懇親会では、Ｇゴルフ大会の課題の年々
参加者が減少する要因が話題になりました。Gゴルフ場
まで行く車や交通機関が無いので参加しづらい、高齢
化に伴う免許証の返納などがあり、その中で送迎バス

秋季Gゴルフ大会(10/21)　帰帆島Gゴルフ場　　健康スポレク部会　　

新会員
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百木 義忠（39期びわ湖環境）玉川(桜ヶ丘)学区

 　私は18歳から69歳まで51年間、                                    内容は、①桧を鹿の食害から守るためビニールテープ
事務屋さんとして働いてきました。                                   巻き、②冬に向かい来春の成長を願って桧の枝打ち、
総務、庶務、株式、法務、労務、人                                   ③昨年からの台風被害、根こそぎ倒された桧の倒木処
事、教育研修、福利厚生、財務、資                                   理、④観察木の植生観察、⑤生き物定点観測など、作
金、会計、購買、原材料、社内報と                                   業は単純なものばかりで面白い話はありません。そん
言った事務屋さんです。また、レス                                   な作業の中で、皆が一様に「倒木桧を玉切りにして腐
トラン7年、製罐会社3年、薬品会社8年、損保代理店3      らすのはもったいない。何か活用できないか？」「桧
年といった企業風土の異なる関連会社にも出向しまし       でなめこ栽培ができるらしい」と聞き、昨年暮から今
た。大人の世界が何も分かっていない18歳の若造を一       春に、なめこ栽培実験地の選定、原木の準備、オガ
人前の口の利けるビジネスマンに育てていただいた多        菌・駒菌打ちを実施しました。原木の本伏せ作業後
くの方々への御恩は感謝してもし尽せません。その気        に、山に入る度に水まきなどの世話をして、11月にな
持ちの発露が、山林ボランティアです。余生を過ごす        めこが出ました。実験成功です。なめこ汁で乾杯！
ことになった湖国滋賀のお役に立つためには？「琵琶        山林ボランティアは危険な作業が多いですが、よかっ
湖の水！琵琶湖を守ることは山林を整備することだ」        たら見学に来てください。
と教わった70歳の私はその琵琶湖をよく見なければ
と、歩いて琵琶湖を一周見て回った後に「びわ湖森づ
くり救援隊　チーム一滴」に入会させていただいた。
山林ボランティアをしながら、琵琶湖についてより深
く知りたくて、レイカディア大学のびわ湖環境学科に
入学し学びました。また、多くの友人を得ました。
　今は月2～3日、湖北、福井県との県境にある県有林
に入り、山林ボランティア活動を行っています。77歳
の身体が若い人に付いていけることがうれしい。活動
　

　花、樹木、盆栽が大好きな自分で                                 より土の混合を試してみるなど言い出したらきりがあ
す。32年前に沖縄へ行く機会があり、　　　　　　　　 りません。樹木、盆栽も大好きです。自宅の庭が狭い　
その際に蘭の花の数々に触れ、しか　　　　　　　　　  ため松、金木犀、桧、いろは紅葉、椿、山茶花、白樫
も蘭の女王と言われるカトレアに魅                                  程度しかありませんが、植木鉢でいろんな種類の木々
せられ心を奪われました。沖縄のホ                                  を育てています。最近では、ミニ盆栽をやり始め、小
テルに戻ると玄関正面に蘭を多く生                                  さい鉢でどうして育てればよいかを考え、いろんな書
けてある大きな花瓶を見つけ、カトレア、コチョウラ      籍を調査するのが日課になっています。別の場所に借
ン、オンシジュ－ム、パンダ、シンピジュウム、デン      りているガレージまで植木鉢の置き場になっており、
ドロビウム、デンファーレ等々大満足で早速カメラに      今でも200鉢位ところ狭しと置いている現状です。
納めたのを覚えています。それ以来、花全般が好きに          誌面の都合上これにてペンを置きます｡機会があれ
なり四季折々の花を研究、勉強し寄せ植えを楽しんで      ばいろいろ教えていただければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　います。レイカディア
　　　　　　　　　　　　　大学の園芸学科にてさ
　　　　　　　　　　　　　らに一歩研究を深め、
　　　　　　　　　　　　　何時も新しい花、樹木
　　　　　　　　　　　　　との出会いを楽しんで
　　　　　　　　　　　　　います。花と言っても
　　　　　　　　　　　　　一年草、多年草、球根
　　　　　　　　　　　　　の違いで増やし方も異
　　　　　　　　　　　　　なり、さし芽、挿し木、
　　　　　　　　　　　　　取り木も一つの方法で
　　　　　　　　　　　　　す。色の違い、種類に　　　　　　　　　　より土の混合を試してみるなど言い出
　

北川　勝   (39期園芸)   草津①学区

罠にかかった鹿なめこ栽培

作品展に出品した花木
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2日目のメンバー

1日目のメンバー

　当日は木枯らし１号が吹き、風が強まる時間帯もあ     神社です。神社内にある歴史民俗資料館を見学し、資
りましたが、好天に恵まれ絶好のハイキング日和にな     料館の目玉「福太夫の面」と「ずずい子」さまは稲講
りました。甲賀観光ボランティアガイドの高田信男さ     会というその年の豊作を祈る儀式に使われたと考えら
ん(33期園芸)の案内で甲賀駅に描かれた忍者のトリッ     れています。その他古文書、甲賀武士の甲冑、薬の調
クアートの説明などを聞き、町中のいたるところにあ     合道具など色々な興味深い品々が展示されています。
る忍者絵や像を見ながら、最初の目的地のくすり学習     ハイキングは約10kmの健脚コースでしたが、参加者
館に向かいました。ここでは人と薬の関わり、配置売     全員完歩しました。皆様お疲れ様でした。次回も参加
薬などの歴史を学ぶことができます。甲賀流忍者によ     よろしくお願いします。　(中橋部会長)
って作られた常備薬や護身薬が忍者によって全国に広
まったと言われています。くすり学習館は2021年の
植樹祭が行われる鹿深夢の森の傍にあります。そこか
ら車道を歩き櫟野寺に到着、秋の特別拝観中なのでふ
だん拝むことのできない櫟野観音(いちいのかんのん)
とも称される日本最大座像十一面観音を拝むことがで
きました。ここで昼食を食べ、最終目的地の油日神社
はNHKの朝ドラや時代劇のロケ地として有名、また
随筆家白洲正子の著書「かくれ里」の中にも登場する

　　秋のハイキング　白洲正子の隠れ里ルート（11/4）　参加者22名　　健康スポレク部会

「あかり銀河」ボランティアの参加ありがとうご      回の点灯で安定し監視の合間に、商店街の展示を
ざいました。初日13名、2日目10名と多くの方に      見ながら夢本陣で食事と休憩を摂ることができま
参加していただきました。初日は風があり17時前     した。ゆらゆら揺れるローソクの火がきれいなあ
の点灯の時から19時頃まで点けては消えるの繰り     かり銀河ですが、最後の回収の際にロウが通路に
返しで大変苦労をしましたが、来場者が多くなる      飛散し付着する問題があり、来年は見直されるか
頃からはやっと安定しました。2日目は風がなく1      もしれません。　(佐々木部会長）
　　

大津支部との交流Gゴルフ大会(11/1)　帰帆島Ｇゴルフ場　健康スポレク部会

　　今回の参加者数50名で10組に分かれプレー開始、午     の三輪益三さん、3位大津支部、4位中橋民男でした。
後からのスタートで他グループのプレーも少なく、ま      三輪さんと中橋はホールインワン2個、残念ながら中
た天候もよくゴルフ日和になりました。草津・栗東支      橋の4位は賞品無し、全員参加賞を貰い解散しました。
部の7名は9組、10組に大津支部の方と和やかに談笑し         来年も他支部との交流を計画したいと思いますので
ながらラウンド、成績は1位が大津支部、2位我が支部      参加よろしくお願いします。　 (中橋部会長)

　



活動名 月日 参加人数 時間/人 時間計

de 愛ひろば(草津川跡地公園)花壇整備 １１/９(土) 4 2 ８

栗東デイサービス傾聴

「やすらぎの家」 「すずらんの郷」

10/21(月) 11/18(月) 3 + 3 1 + 1 6

治田小学校 園芸ボランティア(花壇整備・校庭清掃) １０/7(月) 11/11(月) 6 + 8 2 + 2 28

「美しい湖国をつくる会」 湖岸清掃 10/31(木) 35 2 70

草津街あかり華あかり 「あかり銀河」の準備・管理 11/1(金)、2(土) 13 + 10 5 1１5

集計(延べ) 82 名 227 時間

＊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 活動予定日時 活動場所・内容など

de 愛ひろば(旧草津川跡地公園)

花壇整備

2/8(土)

9:00～11:30

花壇の植栽手入れ、草引き、土壌改良など

原則、毎月第 2土曜日、1 月のみ活動休止

栗東傾聴

（訪問先は毎月変わります）

未定 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 約 1時間

治田小学校 園芸ボランティア 未定 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

1月 24日(金)
9:30~11:30

部会別 全体会議
(部会別に会議を開催)

※「支部新年交流懇親会」
と同日開催

草津市
まちづくりセンター

今期実績の振り返りと来期の
活動計画を話し合います。
会員の意見をお寄せください

1月 24日(金)
12:00~14:00

支部新年交流懇親会

会員相互の交流と懇親の場
とします！

あたか飯店 「部会別全体会議」と併せて
参加いただき、支部会員との
交流をお願いします。

2月 21日(金)
9:30～11:30

支部理事会 西一会館 大会議室

4月中旬
支部総会 まちづくりセンター

4月下旬
本部総会 レイカディア大学

草津校大教室

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 142 号 草津・栗東支部同窓会だより 令和元年 12 月 23日

地域活動部会 10～11 月活動実績報告

地域活動部会 活動予定

同窓会関連活動スケジュールの案内(2020 年 1月以降)



令和元年１２月１５日

滋賀県レイカディア大学同窓会

草津・栗東支部

会員の皆様

レイカディア大学同窓会 草津・栗東支部

支部長 藪 健治

部会別全体会議のご案内

拝啓 師走の候、皆様におかれましてはお忙しい毎日をお過ごしのことと存じ

ます。 同窓会では各部会に分かれて会議を開き（同時開催）、各部会の今年度の

活動実績の振り返りと次年度の活動計画・予算案を立案するための意見交換を行

います。 同窓会活動について会員の意見を反映する機会になりますので、役員・

部会委員だけでなく会員の皆様にもぜひ参加をお願いします。 ４部会のいずれ

にも参加できます。

〇 総務広報部会 （支部だより・会員名簿発行・交流会の開催など）

〇 地域活動部会 （草津栗東地域の地域活動の推進と実践）

〇 文化研修部会 （文化・歴史の研修、探訪の企画・開催等）

〇 健康スポレク部会 （春秋のＧゴルフ大会・ハイキング等の企画・開催）

なお、１月２４日は午後１２時よりあたか飯店で、三役、部会長を交え同窓会

会員相互の懇親を深める新年交流懇親会も開催します。 午後の新年交流懇親会

にも参加のほどよろしくお願いします。

敬具

記

（１）日 時 １月２４日（金） ９：３０～１１：３０

（２）場 所 まちづくりセンター３階（草津駅から徒歩３分）

（３）内 容 各部会の今年度活動実と次年度活動計画と予算、意見交流他

（４）出席者 会員の皆様と三役及び部会長

（５）参加の確認 参加の方は下記の各部会長に１月１５日(水)までに連絡

ください。

連絡先 〇 総務広報部会 大西部会長

090-6679-2771 tonishi@zeus.eonet.ne.jp
〇 地域活動部会 佐々木部会長

090-1148-3420 tsasa-t6731s@gaia.eonet.ne.jp
〇 文化研修部会 浦山部会長

090-3728-7680 urayama11111@gmail.com
〇 健康スポレス部会 中橋部会長

090-3038-4523 minato3139@yahoo.co.jp
以上

mailto:tonishi@zeus.eonet.ne.jp
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令和元年１２月１５日

滋賀県レイカディア大学同窓会

草津・栗東支部

会員の皆様

レイカディア大学同窓会 草津・栗東支部

支部長 藪 健治

支部新年交流懇親会のご案内

拝啓 師走の候、皆様におかれましてはお忙しい毎日をお過ごしのことと存じ

ます。 同窓会では会員の皆様に親しみのある同窓会にすべくいろいろと模索し

ております。 昨年行いました期別合同交流会を今回は誰もが参加いただける新

年交流懇親会に改めて開催することにしました。 三役、部会長を交え同窓会の

会員相互の交流と懇親を深める新年交流懇親会にしたいと思いますので、出来る

だけ多くの会員の皆様に参加いただきますようお願いいたします。

なお、１月２４日は午前９時半より草津市まちづくりセンターで「部会別全体

会議」を開催しますので、部会別全体会議にも併せて参加いただきますようお願

いいたします。

特に３８～４０期の皆様には、９時半からの部会別全体集会で興味のある部会

の会議に参加いただき、その後の新年交流懇親会にも積極的に参加いただきます

ようお願いします。

敬具

記

（１）日 時 １月２４日（金） １２：００～１４：００

（２）場 所 あたか飯店（栗東市小柿７－９－１１電話 0120-411-272）
（草津市まちづくりセンターから１１：４５に送迎バスが出

ます）

（３）内 容 支部長挨拶、各部会長現状報告の後に意見交換と懇親

（昼食を共にしながらの意見交換でビールもでます。）

（４）出席者 会員の皆様と三役及び部会長

（５）参加費 女性 ３０００円、男性 ４０００円

（６）参加の確認 参加の方は支部長まで、１月１５日(水)までに連絡を

お願いします。

メールアドレス yabukenji63@yahoo.co.jp
携帯電話 080-4152-1014

以上

mailto:yabukenji63@yahoo.co.jp

