
(1) 第144号 草津・栗東支部同窓会だより 令和2年4月28日

１．4月10日開催の支部総会の議案について審議し た。

1) 会則第13条(経費及び会費)について、満88歳以上

の会員と夫婦会員の会費を下記に改定を提案する。

・満88歳以上の会員の年会費を1300円から1000

円に減額する。

・夫婦会員を新設し年会費を二人で3000円(支部

2000円、本部1000円)に減額する。

2) 支部役員(三役、会計監査、部会長、学区理事)の留

任を含む次期体制を提案する。

議案書の最終確認は新旧の三役、部会長による引継

ぎ会議(3/16開催)に一任された。

なお、引継ぎ会議は新型コロナの影響で新旧三役の

みで開催した。

２．4月10日開催の支部総会は新型コロナの状況に鑑み

簡素化し、講演も中止することにした。

(3月下旬、三役協議により決定) （藪支部長）

支部理事会(2/21)報告ほか

１．レイ大事務局の責任者に4月から千﨑さんが就任

された。前任の荷宮さんは3月末に退職。

２．「滋賀県レイカディア大学あり方検討委員会」

から時代に即したあり方についての提言が近々

に提出され、レイカディア振興委員会で検討の

うえ、44期生から適用される見込み。

３．4月22日開催の本部総会議事の内容確認と新型

コロナの影響が日々拡大している中、総会をど

のように開催するか審議した。現状では人数を

絞り新旧役員(約25名)のみで開催することにし

た。その後状況変化により、総会は中止となり

新旧役員での文章決裁となった。

併せて新役員 理事による理事会を4月24日に

開催、新体制をスタートする。

４．レイカディア大学は新型コロナのため、5月31

日まで臨時休校になった。 （藪支部長）

本部理事会(4/1)報告ほか

令和2年度 新三役 紹介 右より 支部長 藪 健治

副支部長 北川 勝

副支部長 青柳 公夫

会計 黒川 かず江

ご協力のほど宜しくお願いします！

前部会長の浦山様より、しっかり支えるのでやってくれとの要請を受

け、引き受けさせていただくことにしました。

私は園芸学科卒ですが、かねてより古代史に興味を持っており文化研

修部会の一委員として活動してきました。これからは少し立場は変わり

ますが、今まで通り文化研修部会の皆様と力を合わせて取り組んで行き

たいと思います。皆様のご協力とご指導よろしくお願いします。

さて、当部会が担当します事業は主として滋賀県の文化に関わるもの

で、今年も例年通り歴史探訪会、作品展・活動展、陶芸教室、琵琶湖遊

覧を予定しています。それぞれの事業は主に当部会のメンバーで分担し

て推進していきます。

その中の作品展・活動展は企画・立案から実施、後片付けまで作業量

が極めて多く文化研修部会単独というのではなく、今期支部方針の通り

支部全体で対応すべきものと理解しています。今年も作品展・活動展に

は、例年以上の作品数、来場者数を目指して取り組んでいきたいと思い

ますので、今までにも増して皆様のご協力をいただきたくよろしくお願

いします。

新任挨拶
大石 修

（37期園芸）

退任挨拶
浦山 増二

(28期文芸）

令和２年度より文化研修部会長を

大石修氏が引き受けてくださること

になりました。

前年度まで、会員の皆さまには色

々とご迷惑をおかけしました。また

大変お世話になりました。本当にあ

りがとうございました。

これからも、大石部会長のもと文

化研修部会をよろしくお願い申しあ

げます。作品展・活動展をはじめ、

各種の事業が活発に会員の皆さまと

共に楽しく、なごやかに進みますよ

うご協力をお願いします。

令和２年４月 Ｎｏ２－１号

総務広報部会発行草津・栗東支部だより
レイカディア大学同窓会

同窓会ホームページを閲覧ください。ＵＲＬ http://lacadia-dousoukai.com/ レイカディア大学同窓会

文化研修部会長

交代

http://lacadia-dousoukai.com/


(2) 第144号 草津・栗東支部同窓会だより 令和2年4月28日

私の近況報告 笠縫東学区 井岡 健郎（31期生活科学）

囲碁に夢中です！

新 任 理 事 あ い さ つ

老上②学区理事 中川 直人
（39期 びわこ環境)

この度、前任の中野さんから学区理事

を引き継ぐことになりました。よろしく

お願いします。

レイカディア大学に入った動機は、

５年ほど前に兵庫から転居し、地域の写真クラブに入会し

たのですが、そこで大学の紹介を受けました。琵琶湖のこ

とを少しでも知ろうと、びわこ環境学科に入学した次第で

す。結果、琵琶湖の凡その知識が得られましたが、それ以

上に39期びわこ環境学科の皆さんはとても人思いで、人の

ために役立とうと活発な方ばかりでした。在学中から卒業

後の現在もＬＢＫ３９と言う名称で活動し琵琶湖の周回、

旧東海道と中山道歩き、守山市のびわこ地球市民の森では

ボランティア活動等で活躍する人たちと巡り会えました。

卒業時、もう一つくらいコミュニケーションの機会が欲

しいと思い、この同窓会に参加させていただくことにしま

した。同窓会では、支部長様はじめいろいろな方にお世話

になり、「de愛ひろば」南草津駅西口の「陽だまりガーデ

ン」での花壇の整備、グランウドゴルフ、カラオケ、ハイ

キング等でお世話になりっぱなしです。そこで、少しくら

いお役に立てればと思い、学区理事をさせていただくこと

にしました。

私の生活について述べます。囲碁の楽しさを知り、現在3グループに参

加しております。私は囲碁をしている時は、他のことを考えずに頭の中は

囲碁のみに集中でき、また気分転換にもなり体に良いと考えています。囲

碁は普段の生活で使っている脳の反対側(右、左)を使うので、認知症の予

防に役立つと耳にしました。日曜日にテレビの2チャンネルで、囲碁フォ

ーカスのトーナメントが2時間放送されます。今年は67年目です。

私は日曜が待ちどおしく、家にいる日は必ず囲碁を見て20年以上になり

ます。囲碁仲間と語り合う時は口は達者ですが、囲碁対戦では実力がとも

なわず困ったものです。

考古学教室に、月に2～3日出席しています。海外考古学研修には、イギ

リス、イタリア、ギリシャ、中国、韓国へ8回参加しました。特にイタリ

アのポンペイ遺跡、ギリシャのデルフィ(神託)は、良い思い出となりまし

た。

その他にエコ生活にも関心があります。お米のとぎ汁は肥料効果が高く

庭の植木にあげます。とぎ汁はシンクに流せば水質悪化を招きます。台所

で出る食品くずは全部畑で肥料化を図っています。農薬を使わない野菜作

りを行い、毎日のレシピに活かすことで体に良いと考えています。

外出を心がけ、毎日歩き、いつまでも健康にと願っています。

山田学区理事 園田 明美
（40期 地域文化）

卒業すれば同窓会には入るの

だと思っていましたが、我が山

田学区は卒業された方がいらっ

しゃるのに同窓会に入会したの

は私一人です。41期卒業生の方にはぜひ入会し

ていただけるように働きかけて行きたいと思い

ます。

私は同窓会に入りグランウドゴルフやカラオ

ケにも参加して先輩の方々と話しをする機会が

できたことを大変うれしく思っています。

新年会の時、「傾聴」に誘っていただき初め

て参加しましたが、次回も参加したいと思いま

した。月1回の開催ですが長く続けられたらと

思っています。同窓会には色々な活動がありま

すので、できるだけ参加して有意義な時間を過

ごしていきたいと思っています。

今後とも諸先輩方のご指導ご鞭撻よろしくお

願いします。

投稿



(3) 第144号 草津・栗東支部同窓会だより 令和2年4月28日

大河ドラマ「麒麟がくる」を楽しむ 南笠東学区 中西 洋一（32期園芸）投稿

ＮＨＫの大河ドラマ「麒麟がく

る」の放映前に岐阜城と明智城跡

を見学して来ました。 １月13日

(祝日)に実家の犬山に行く途中に

立ち寄ることにしました。ところ

が岐阜城に近づくと車が停滞して

進めなくなりました。数か所ある

駐車場も満車で1時間ほど待ちま

したが諦めました。翌日、岐阜県

可児市で生まれ育ったと伝えられ

る明智光秀の明智城跡や明智氏歴

代の墓所を見学して岐阜城に向か

いました。

この日は平日のためか渋

滞もなく駐車場に到着し

ました。金華山山頂に位

置し岩山の上にそびえる

岐阜城は、斎藤道三の居

城でしたがその後織田信

長が城主となりました。

岐阜城

明智城跡 明智氏歴代の墓所 明智城本丸跡

投稿 趣味について 草津②学区 伴 功勝（37期園芸）

金華山のロープウェイに乗り、岐阜城と

大河ドラマ館をを見学して帰って来まし

た。毎週放映されている大河ドラマ「麒

麟がくる」を楽しんで見ています。

これからもスポーツをやることでストレスを解消し
健康寿命をの伸ばしていきたいと思います。

※趣味の一つに将棋があります。

将棋が好きになったきっかけは、

プロ棋士の叔父の影響でした。私が

小学生のころあの坂田三吉の一番弟

子で７段までいったようです。叔父

とは唯一1回対局し王将と金2枚と歩

9枚で私が負かされたことが印象に

残っています。

今はネット将棋でほぼ毎日、ネッ

トの対戦相手と戦っています。なか

なか勝てず8級程度の実力ですが結

構楽しんでいます。

※次に好きなのがゴルフです。

はじめたきっかけは、30代に仕事

でアメリカに2年ほど赴任している

時、毎週末は退屈でしたので同僚に

ゴルフを勧められ始めました。アメ

リカではプレー費が日本の半分程で

したので、ほぼ毎週末はゴルフ三昧

でした。プレー終了後に皆と一緒に

食べるピザとビールは最高でした。

日本に帰って来て仕事が忙しく一

時は止めていましたが、レイカディ

ア大学の仲間に誘われ２～３か月に

1回程度行くようになり楽しんでい

ます。

※3つ目は卓球です。

中学生の頃、社宅の中に卓球台が

あり、見よう見まねで楽しんでいま

した。社会人になってからやる機会

がありませんでしたが、レイカディ

ア大学在学中に卓球クラブに入り、

面白さがわかってきました。

現在はスポーツクラブで卓球を基

礎から教えてもらっています。何で

も基礎から学ばなければ、上手くな

らないと思ったからです。月4回(１

回1時間半)汗を流しています。



(4) 第144号 草津・栗東支部同窓会だより 令和2年4月28日

令和2年度支部役員の紹介
(小学校区理事)

学区名 氏名 卒業

草津① 北川 勝 ３９ 園芸

草津② 伴 功勝 ３７ 園芸

渋川 大西 隆夫 ３４ 陶芸

笠縫（上笠） 中村 邦彦 ３２ 園芸

笠縫（野村） 山元 譲治 ３５ 園芸

笠縫東・常盤 田川 久夫 ３８ 園芸

笠縫東 西尾 嘉隆 ２６ 生活

老上① 金森 耕造 ２７ 生活

老上② ＊中川 直人 ３９ 環境

南笠東 中西 洋一 ３２ 園芸

山田 ＊園田 明美 ４０ 地文

矢倉① 黒川 かず江 ３５ 健康

矢倉② 太田 禮子 ３７ 健康

玉川（桜ケ丘・野路） 櫻木 勇 ３１ 地文

玉川（野路） ＊藤岡 敏文 ４０ 健康

志津 藪 健治 ３５ 園芸

志津南 ＊大石 修 ３７ 園芸

治田 青柳 公夫 ３３ 園芸

治田西 浦山 増二 ２８ 文芸

治田東・金勝 古谷 初枝 ３６ 地文

葉山・葉山東 ＊松江 由多加 ４０ 健康

大宝 中嶋 三好 ２８ 生活

大宝東 高田 藤吉 ２８ 園芸

大宝西 和田 一馬 ３６ 地文

(参考) 同窓会本部役員

藪 健治 会計、地域活動部会

北川 勝 総務研修部会

青柳 公夫 広報情報部会

地域活動部会

地域活動部会の活動の一つとして、栗東市内７か所のデイサー

ビスセンターを毎月1か所訪問し、来所者とお話をする「傾聴」活

動をしています。

2月の活動からは、新たに部会登録された林佐一さん、松江由多

加さん、園田明美さんも参加してデイサービスセンター「いきい

き」を訪問しました。

従来からのメンバーの川瀬さんが体調を崩されて参加できない

ため、新メンバーの活躍に期待しています。林さんは高齢者施設

に詳しいので、川瀬さんの代わりに先方との事前調整役もお願い

することにしました。 (佐々木部会長)

まもなくレイカディア大学 43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。

氏名欄の＊印は新任の方です。

支部長 藪 健治

副支部長 ＊北川 勝

副支部長 ＊青柳 公夫

会計 黒川 かず江

ホームページ担当 青柳 公夫

総務広報部会長 大西 隆夫

健康スポレク部会長 中橋 民男

文化研修部会長 ＊大石 修

地域活動部会長 佐々木 奉昭

会計監査 ＊三輪 益三

会計監査 ＊大上 勝彦

（期別理事）

３７期 山崎 忠海

３８期 乾 元久

３９期 北川 勝

４０期 ＊藤岡 敏文

「栗東傾聴」



令和２年４月２８日

草津栗東支部同窓会の皆様

レイカディア大学同窓会

草津栗東支部

藪 健治

新型コロナウイルスに対する支部同窓会の対応

新緑が美しい季節となりましたが、今年は突然の新型コロナウイルスの出現で見え

ない危険の恐ろしさを実感している日々です。 密集、密閉、密接を避けて、感染し

ないよう、また感染させないように心がけ、不要不急の活動をしないことで感染のリ

スクを避けこの難局を乗り越えたいと思っております。

議案書 3号議案にある今年度の活動計画に対し、現在の状況は下記となっておりま

すのでご理解のほどよろしくお願いします。

状況が改善すれば、また皆様と一緒に元気に活動したいと思っております。

レイカディア大学とサポートの会 関連

・ 5月末まで休校で、教室、活動室も使用できません。

・ 5月 15 日のレイカディアの日と 6月 11 日シンポジュームについても中止です。

支部定期総会

4月 10 日に新旧三役と新旧部会長のみで開催、議案全て承認されました。

本日、議案書を学区理事にお渡ししました。

支部全体

・ 4月 28 日の支部理事会は中止し、支部だより 4月号、支部定期総会議案書、

レイ大 43 期生募集案内（3 部/会員）を学区理事からお渡しします。

・ 43 期生募集活動：5月末まで活動停止。

・ 6 月 22 日に次回支部理事会を予定しています。

・年会費の集金：5 月末までに学区理事にお渡しください。

地域活動部会

・ 4 月 26 日の草津宿場まつりは中止

・ de 愛ひろばの花壇整備、栗東デイサービスでの傾聴、および治田小学校の

園芸ボンテイア活動は、現在休止中です。

5月以降の活動は未定です。（参加いただく場合には事前確認お願いします）

文化研修部会

・ 5 月 20 日の第 13 回歴史探訪会は中止

・ 6月 6日の第 3 回陶芸教室も中止を決定

健康スポレク部会

・ 4月 15 日の春のハイキングは中止

・ 5月 25 日の春のグラウンドゴルフ大会は中止を決定

以上


