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総務広報部発行草津・栗東支部だより
レイカディア大学同窓会

１. 1月24日の部会別全体会議と新年交流懇親会について

全体会議は例年通り開催し、午後の新年交流懇親会

は38～40期生の期別交流をベースとして、全体会議出

席者を含め誰でも参加いただける新年交流懇親会にし

ました。会員相互の交流を深める場となるよう願って

います。

２．支部総会を4月10日(金)に開催、また昨年と同様に記

念講演をすることに決まりました。記念講演は出席者

に有意義な講演を検討します。昨年の総会で提案があ

りました懇親会は実施せず、新年交流懇親会にできる

だけ多くの会員に参加いただくことにしました。(記念

講演はその後三役で打ち合わせの結果、湖南市の長寿

寺 藤支照子様に「この時代を生きる知恵」の演題で講

演いただくことにしました。) (藪支部長）

１．本部総会は4月22日(水)に昨年同様、レイ大

草津校大教室での開催と決定しました。

２．同窓会会員対象の無料必修講座について

草津校は3月6日午前の必修講座である大津

市社協 森野先生の「高齢期を楽しく過ごすた

めに～エンディングノート 私の整理帳～」に

決まりました。同窓会に対する聴講生の枠は

50名です。

３．42期生への地域活動体験学習のガイダンス

が3月13日に行なわれる予定。今年は同窓会

から各支部代表が支部ごとのボランティア活

動の案内を行うコーナーが設けられることと

なりました。 （藪支部長）

支部理事会(12/23)報告 本部常任理事会(12/19)報告
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新 任 理 事
あ い さ つ

40期 期別理事 藤岡 敏文
（健康づくり学科 玉川(桜ヶ丘)学区）

このほど40期の期別理事をする

ことになりました。至らないこと

が多いと思いますが、元気な同窓

会支部になるように微力ながら頑

張りますのでどうぞよろしくお願

いします。

私は図書館好きで、旅行に行った際も観光のつ

いでにその市の図書館に寄るようにしています。

ところで図書館といえば、最近借りた樹木希林さ

んの「樹木希林１２０の遺言」を読みましたがな

かなか面白い。この中の第３章「老」では「年を

取ったら、みんなもっと楽にいきたらいいんじゃ

ないですか。求めすぎない。欲なんてきりなくあ

るんですから。足るを知るではないけれど、自分

の身の丈にあったレベルで、そのくらいでよしと

するのも人生です」と。まだまだ欲を捨てられな

いわが身ですが、人と比較せず求めすぎず、身の

丈に合った人生を良しとして、人生を楽しみ愉快

に生きる、これからは元気をだしてそんな生き方

を求めていきたいものです。

新年交流懇親会の目的は、レイ大卒業期の新しい会員

特に36期以降の方にできるだけ多く参加してもらい交

流を深めることでした。その働きかけに応じて39、40

期の皆さんに午前の全体会議を含め多く参加していただ

き、役員としても大変嬉しい機会になりました。

懇親会は42名の参加で、和やかにかつ盛り上がりの

ある会でした。中休みの場では、4部会長から今後の計

画などの挨拶があり、そのあと続いて参加者からも自己

紹介や今後の抱負などを話していただき、交流を一段と

深めることができたと思います。同窓会の行事にいつも

参加いただいている88歳で元気な池嶋武夫さん(27期健

スポ)を始め、39、40期卒業の皆さんにも登壇いただき

ました。 皆様ありがとうございました。今後ともよろ

しくお願いします。 (大西副支部長)

新年交流懇親会(1/24) あたか飯店

4月１0日(金） 「支 部 総 会」 開催！
記念講演「この時代を生きる知恵」

講師 湖南市長寿寺 藤支照子 様

会 場： 草津市まちづくりセンター

時 間： 総会 9:４５～11:00

講演 １１：１０～12:00

http://lacadia-dousoukai.com/
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「健康に老後を迎えるために！」が、一つの目的に

なっている健康づくり学科で２年間、運動、栄養、環

境について学び、これらの継続を心掛けていますが日

々反省の毎日です。

２年前から母が認知症を患い昨年には「要介護２」

の認定を受けるまでに症状が進んでいます。一人で動

くことはできますが、記憶力の低下により物忘れが多

く買い物したことや約束、会話なども忘れてしまいま

す。本人も現状を気にして気落ちしています。対策と

してメモをしていますが、書いたことを忘れたり何に

書いたかも忘れて探したりしています。 一人での行

動、生活が難しくなりました。対応策は私が同居し嘱

託の仕事をやめて介護する時間を増や

すことだと感じ、時期を調整していま

す。

明日は我が身！健康寿命を延ばすに

は身体への運動、栄養だけでなく、脳

への運動や栄養を考え生活することで、

例えば同時に手足を動かしたり、左右別の動作をした

り、考えながら手足や口を動かすようにし、とにかく

出来なくてもよいので気楽にこれらの動作に挑戦し続

けることでしょう。

元気な100歳を目指して！今でしょう！

投 稿 介護のはじまり 笠縫学区 森 俊一(37期 健康づくり)

教野 弘孝さん(32期陶芸） 夫婦揃って栗東市美術展で特選受賞‼

第43回栗東市美術展(令和元年

11月) の工芸部門において、教野

さんが 題名「コーヒーはキスの

味」(陶芸)で栗東ライオンズクラ

ブ会長賞を、奥様妙子さんが題名

「かまど」(切り絵)で京都新聞社

賞をそれぞれ受賞されました。

夫婦同時受賞は大変めずらしい

のではないかと思います。

おめでとうございます。

トピック

全体会議は各部会長主催で今期の総括、来期計画をできるだけ多

くの方に参加いただき意見交流する会議です。今年は全体で48名の

参加があり、各部会の活性化に向けた意見が多く出ました。

文化研修部会(14名)

来期の計画はほぼ前年度同様の事業を予定し、作品展・活動展も

９月に実施します。新部会長に大石修氏、委員に39・40期の4氏に

参加してもらうことになり、委員会は計11名で新部会長を補佐する

体制ができました。みなさまのご支援をお願いします。

地域活動部会(10名)

現在の取り組みを説明したあと、皆さんからご意見ご希望をお聞

きしました。傾聴ボランティアで、川瀬さんに代わり大宝東学区の

林佐一さんに活動の前準備を担当していただくことになりました。

健康スポレク部会(17名)

来期の年間計画で、Ｇゴルフ大会は送迎付きの開催、ニュースポ

ーツとディスコンの大会を統一して実施すること、また春のハイキ

ングは朝ドラ「スカーレット」の信楽散策、秋のハイキングは大河

ドラマの明智光秀ゆかりの坂本に決定しました。

総務広報部会（7名）

今回は新たに参加された3氏とともに、「支部だより」を読んでも

らえる魅力ある会報にするため、紙面構成、記事収集など新規の取

り組みも含め意見交流しました。

部会別全体会議 開催(1/24) 草津市まちづくりセンター

文化研修部会

地域活動部会

健康スポレク部会
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昨年11月の統計大会で治田学区(22期園芸)の吉田 進さんが総務大臣表彰を受けられました。

おめでとうございます。 (以下、「広報りっとう」より抜粋)

吉田さんは19年の長きにわたり各種統計調査の統計調査員として尽力されました。

「大臣表彰をいただき大変光栄です。継続は力なりを実感しています。来年は国勢調査が始まって100年目を

迎える年です。オンライン環境の発展が著しいですが乗り遅れず、今後も正確な統計調査に貢献できるよう努

めていきます。」

吉田 進さん(22期園芸)が大臣表彰！トピック

皆さん、知っておられますか？ 滋賀県でも過去

には何回も水害がありましたが、中でも明治29年9

月(今から123年前)には信じられないほどの大水害

がありました。この年は非常に多雨な年で琵琶湖の

常水位を60cmも上回る高水位状態でした。そこへ

台風が上陸、9月7日には早朝より雷を伴った豪雨と

なりました。彦根では日雨量684mmという驚異的

な雨量を記録、1年間の平均雨量の4か月分が1日に

集中しました。当時の報道によれば【雨の降り方は

強烈で丁度ロ－プのような太さの雨で実に凄惨な光

景だった｡】と述べています。

当時の大洪水浸水区域図を見ると、琵琶湖の周辺

地域全般に浸水(湖岸周辺の赤色部)が見られます。

死者・行方不明34名、流失家屋1749棟、全壊家屋

1365棟、半壊家屋 6136棟、床上浸水家屋 35527

棟、浸水田地 30000町歩(300km2)という甚大なも

のでした｡雨は6日から12日まで降り続き、湖水は上

昇、逆流して各地で破堤が見られ湖東の大平野も悉

く湖面と化しました。湖西坂本村でも全村700戸が

全て流水し、名所唐崎の巨松もわずか頭部を水面に

出しているのみでした。当時の浸水は10数日かけて

漸く引き始めました。水魔の後は無残の極みで田畑

は土砂に埋まり排除するには大変な日時と労力を要

し、実に17年の年月を要したと記録されています。

こうした母なる琵琶湖がしばしば氾濫を繰り返し

たのは水のはけ口が瀬田川1本のみであるということ

に起因しています。琵琶湖の水位調節のために南郷

の洗堰が設置されていますが、本来は琵琶湖の低水

管理施設で治水ダムでは無いのです｡ 日本の治水管

理の根底には上流の多大な犠牲を前提として下流を

守るという治水計画があります。 具体的には、下流

淀川、大都市･大阪流域の氾濫を避けるため洪水の真

っ最中に《全閉鎖》し、琵琶湖の水位を上昇させま

した。結果降雨が終わった後も長期間に渡って高水

位を継続させ琵琶湖沿いの人々に苦しみを与え続け

ることになりました。

下流淀川の治水整備が進んだ今日、互いに犠牲を

強いることのない治水行政を進めてもらいたいもの

です。この数年来、滋賀県では大きな災害はありま

せんが、地球温暖化による異常気象が頻繁に見られ

国内でも毎年どこかで大きな災害が

報道されています。琵琶湖周辺部も

宅地化が進んでおり、過去のような

水害があれば、町ごと水没する危険

性は十分にあります。(災害は忘れた

頃にやってくる)想定外の災害が起こ

らないよう願いたいものです。

投 稿 過去にあった滋賀県の大水害 大宝東学区 高田 藤吉(28期園芸)

大洪水浸水区域図
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当日はあいにくの小雨混じりの１日でしたが、16

名の仲間と大津市の小野・和邇周辺の歴史を訪ねて

歩きました。

《わたの原 八十島かけて漕ぎ出でぬと 人には告げ

よあまのつりぶね》 これは百人一首の11番 参議

小野篁(たかむら)の和歌ですが、この人を祭る小野篁

神社、書家の小野道風神社、遣隋使の小野妹子の墓

と言われる唐臼山古墳等の小野一族のふるさと、そ

して曼荼羅山古墳群を訪ねました。昼食は小野公民

館をお借りし、地元の皆さんに感謝しながらの休憩

でした。 (浦山部会長)

第１２回歴史探訪会(12/2) 小野・和邇周辺の歴史を訪ねて文化研修部会

編集委員として13年間活動されてきた吉田 進さん(22期)が委員を退任されました。

今まで長い間ありがとうございました。

また、新たに委員として40期今村 治さん、39期森下美津子さんに参画いただくこと

になりました。よろしくお願いします。(大西)

編集責任者：大西隆夫

編集委員：教野弘孝、中西洋一、藪 健治、

青柳公夫、今村 治、森下美津子

総務広報部会より

草津市内にはサンヤレ踊り（下笠・矢倉・吉田・

志那中・志那・片岡・長束）・渋川の花踊り・上笠

の講踊りの無形民俗文化財があります。私の町内に

は、上笠天満宮講踊が昔から伝わっています。

上笠天満宮講踊は、古くは江戸初期の頃より、祭礼

の際に奉納され、旱魃の時の雨乞及びそのお礼踊り

として演じられたもので、近江一帯に伝わる「風流

踊り」の系統です。太鼓打ち・シンボウウチ・中踊

り・外踊り・音頭で構成され、衣装もそれぞれ異な

る。音頭は踊りの初めに合図を出し、シンボウウチ

は太鼓打ちと共に拝殿の中でおどります。その周囲

を中踊りが円になって囲み、さらに拝殿の周りを外

踊りが囲み踊ります。

私も4年前に宮さんの役を受け、

生まれて初めて練習して、秋祭り

に踊りに参加しました。練習した

ものの前の人の動きを見ながらよ

うやく踊れました。今は少しずつ

様になってきた感じです。また子

供の方が上達のスピ－ドが早く、年を感じさせられ

ました。

最近は、高齢化・少子化に加えて、趣味の多様化

しているせいで参加者も年々減少しています。昔は

町内全員で踊っていましたが、今では参加者が少な

く存続に危機感を感じています。

投 稿 町内の民族文化財 笠縫(上笠)学区 中村 邦彦(32期園芸)

昨年11月16日アミカホ－ルでの
「くさつの民俗芸能大集合！」に参加 天満宮での講踊り奉納

QRコードから
動画を見ること
ができます。



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 12/14(土) 6 2 12

栗東デイサービス傾聴 「笑」 「大宝の家」 12/16(月) 1/20(月) 5＋5 １＋１ 10

治田小学校 園芸ボランティア(花壇整備・校庭清掃)等 12/16(月) 12/17(火) 7＋9 2.5＋2 35.5

治田小学校 同上 1/20(月) 5 2 10

集計(延べ) 37 名 67.5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

3/14(土)、4/11(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

3月 6日(金)
10:00～12:00

レイ大無料必修講座 草津校大教室 注）募集は終わっています。

4月 10日(金)
9:45～12:00
受付）9:15～

支部定期総会
9:45~11:00

記念講演
11:10～12:00

草津市
まちづくりセンター

4月 15日(水)
9:45～15:00

春のハイキング
信楽散策

信楽高原鉄道
信楽駅 9:45集合

(健康スポレク部会)
詳細は添付チラシを参照

4月 22日(水)
13:00～15:40
受付）12:00～

本部定期総会
13:00～14:30

記念講演
14:40～15:40

レイ大草津校 大教室

4月 28日(火)
9:15～11:30

支部理事会 西一会館 大会議室

4月 26日(日)
7:30～16:00

草津宿場まつり
ボランティア

市役所、商店街ほか
行列参加者の案内、パレ
ードの先導・警護(予定)

(地域活動部会)
詳細はメールで案内します。

5月 20日(水)
第 13回歴史探訪会
「栗東の旧東海道とその周辺
の歴史散策」

JR草津駅または栗東駅集
合を予定

(文化研修部会)
詳細は「支部だより4月号」
のチラシとメールで！

５月 春のGゴルフ大会 金勝Gゴルフ場/送迎付 (健康スポレク部会)

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。
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地域活動部会 12～1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 3月以降)

演題「明智光秀の生涯と近江」
講師：太田浩司 様（長浜市 市民共同部 学芸専門監）

演題「この時代を生きる知恵」
講師：藤支照子 様（湖南市 長寿寺）

テーマ「高齢期を楽しく過ごすために ～エンディングノート～私の整理帳～」
講師：森野道代 様（大津市社協）



健康スポレク部会
春のハイキングのお知らせ

800 年の伝統 信楽焼窯元と登り窯・窯元散策コース
（NHKの朝ドラ・スカーレットで人気）

日 時：4月 15日（水）信楽駅9：45集合～15：00頃解散予定
JR 草津線：草津駅発 8：37発～9：06貴生川着
（信楽高原鉄道）貴生川駅発 9：14～9：38信楽駅着

・前日の降水確率 50％以上、警報が出たときは中止（予備日無し）
・往復の交通費、入館料などは各自ご負担ください。
・参加対象は会員、家：族、在校生、知人
・レクリエーション傷害保険を掛けますので参加者は中橋まで連絡お願いします。

☎090-3038-4523 メールminato3139@yahoo.co.jp
・〆切日：4月 10日(金)

・持ち物：飲み物、雨具、歩きやすい服装、靴など
・昼食は各自でご用意下さい。
・行程は約 3ｋｍ
・帰りの電車時刻： 14：54か 16：04（皆様の都合で決めて下さい）

行 程：（10：00）信楽駅 大たぬき前（ガイド待ち合わせ場所）
→ 信楽伝統産業会館 → ろくろ坂 → 大窯 →
窯場坂 → 昼食 → 陶芸の森 → 信楽駅

・午後の陶芸の森は当日変更する場合がありますので、ご了承ください。
・当日のガイドは信楽町観光協会のボランティアガイドさんです。
案内は午前中の約 2時間で、午後の案内はありません。

・昼食場所はガイドさんと相談して決めます。

以上

mailto:メールminato3139@yahoo.co.jp


令和２年２月吉日

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

同窓会草津・栗東支部

４月１０日（金）定期総会及び記念講演の案内

拝啓 梅花の候、会員の皆様におかれましてはお元気でお過ごしのこととお

慶び申し上げます。 日頃よりレイカディア大学同窓会草津・栗東支部活動に

対しまして、温かいご理解とご協力を賜り誠に有り難く心より感謝申し上げま

す。

さて、題記の令和２年度同窓会草津・栗東支部定期総会及び記念講演を下記

の日程で開催させていただきます。 記念講演は湖南市長寿寺の藤支照子様に

「この時代を生きる知恵」の演題で話していただく予定をしております。

会員の皆様には公私何かとご多用のことと存じますが各人お誘い合わせの上、

多数の皆様のご出席をお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

１、日時 令和２年４月１０日（金）

受付 ９：１５～

場所 草津市まちづくりセンター３階３０１会議室

２、定期総会 ９：４５～１１：００

式次第

2 支部長挨拶

② 平成３１年度（令和元年）事業報告・決算報告

3 令和２年度事業計画・予算審議

④ 閉会挨拶

３、記念講演 １１：１０～１２：００

演題 「この時代を生きる知恵」

講師 湖南市長寿寺 藤支 照子 様

以上



令和２年２月吉日

滋賀県レイカディア大学

同窓会々員各位

レイカディア大学同窓会会長

堀江勇夫

滋賀県レイカディア大学同窓会

令和２年度定期総会開催について（ご案内）

向春の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げ

ます。

日頃は、滋賀県レイカディア大学同窓会活動に対しまして、温かいご理解とご協力

を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記総会を、下記の日程で開催させていただきますので、会員の皆様方には

公私何かとご多用のこととは存じますが、各支部ともお誘い合わせの上、ご出席下さ

います様ご案内申し上げます｡

※当日は会場駐車場の混雑が予想されるため、出来るだけ公共交通機関をご利用の上、

ご来場下さる様ご協力をお願いします。

記

1，日時 令和２年４月２２日（水）

受付 １２：００～ 開会１３：００～

2，会場 滋賀県立長寿福祉センター 草津校 大教室

3，日程

1 定期総会 １３：００～１４：３０

内容

・物故者へ黙祷

・開会挨拶

・長寿者慶祝（白寿・米寿）

・ご来賓祝辞

・議事

‐平成３１年度（令和元年）事業報告・決算報告

‐役員改選

‐令和２年度事業計画・予算計画

・閉会挨拶

2 記念講演 １４：４０～１５：４０

演題：「明智光秀の生涯と近江」

講師：長浜市 市民協働部 学芸専門監 太田浩司様

以上、


