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令和２年６月 Ｎｏ２－２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

私は、2016年にサラリーマン生活を卒業し、毎日

「何をしようか？」と困っていましたが、『栗東100

歳大学』、『レイカディア大学』という2つの高齢者

大学で学ぶことが出来たのは幸運でした。特にレイ大

では、色々な地域活動に取り組んでいる沢山の仲間と

出会い、大いに刺激を受けました。課題学習では『人

との繋がり』をテーマに学習し、今後も大切にしたい

という思いから、微力ながら学区理事を引き受けるこ

とにしました。現在、同窓会では地域活動部会で『草

津街あかり・華あかり』『栗東傾聴』ボ

ランティアに参加させていただきました。

その他、地域の仲間と色々な活動に取り

組んでいます。お蔭様で健康には恵まれ

ており、好きなマラソンやトレイル等、

国内海外を問わず年中走り回っています。

今後は、地域に貢献することは勿論ですが、「各自

が生きがいを持って人生を楽しむ」ことが出来るよう

活動したいと思います。宜しくお願いいたします。

新任理事あいさつ

令和２年度から藪支部長の補佐役と

して副支部長に就任することになりま

した。園芸を選択したのは、種類の豊

富な花や果樹等の植物が毎年のように

花や実を付けるので、実際に育てたら

面白いなと思ったからです。

昨今は新型コロナウイルス禍によって日本のみなら

ず経験のない世界的危機状況にあります。緊急事態宣

言を受け県の外出自粛要請のため、年度末の会議やイ

ベント等の中止などがなされ、私たちの同窓会活動で

も中止、延期の連続です。しかしながら、和の精神を

もつ日本人の特質からすれば、この危機は乗り越えら

れると思います。

今を大切にし、今できることを確実に行うことが重

要と思います。会社時代によく言われた「青春とは心

の若さである」を思い起こし、学び、趣味、交流、健

康を目指して行動し、少しずつでも前進して歳を重ね

ていくことで、自己円熟に繋がる「スマートエイジン

グ」な生き方を目指したいと思っています。また会員

の皆様のご要望にこたえ、より楽しい支部活動を実践

していきたいと思います。

松江 由多加 葉山・葉山東学区理事 (40期 健康づくり)

皆さん大変な時期を「ステイホーム」

で我慢されていることと存じます。

自分の為、周囲の人の為です。もう少

しの間お互いにがんばりましょう。こ

れも初めての経験ですね。私も戦時中

食べるものが少なかったとか、戦後の

台風で食べるものが無かったとか、子どもながらに覚

えています。それに次ぐような危機ですね。

今は好きな園芸を楽しみ、庭で植木・寄せ植え・

花々を育てていますので、その時間だけは全てを忘れ

られます。

さて、4月から役員に就任して早や3か月経過、コ

ロナで何もかも中止。何をすれぱ良いのかと、じっく

り考える時間に当てています。

同窓会活動を皆で楽しく盛り上げ、人生100年時代

のやりがいの一コマにでもつながればと思っていま

す。お互いに今までにない視点で新しいアイデアを出

し合い、同窓会に参加して大いに楽しもうではありま

せんか！ Let’s Go！ Enjoy！

60代、70代の若手の皆さん、大いにアイデア、ご

意見を三役までお寄せ下さい。

北川 勝 草津①学区 (39期 園芸)

新任副支部長就任あいさつ よろしくお願いします

青柳 公夫 治田学区 (33期 園芸)

5月中旬、レイ大事務局より表題について連絡があり

ました。新型コロナ対応のため在校生の臨時休校措置

を8月31日まで延長し、9月より授業を再開することに

なりました。41期生の卒業は令和3年3月とするとのこ

とです。この措置により、43期生の学生募集は1年延

期され、来年10月入学になります。先日配布しました

学生募集案内は来年新たに作成されるため、各自で処

分をお願いします。またすでに応募予定の方がおられ

ましたら延期の連絡をお願いします。

（藪 支部長）

レイカディア大学の臨時休校と学生募集の延期について

http://lacadia-dousoukai.com/
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STAY HOME 騒ぎに思うこと 南笠東学区 乾 元久 (38期 園芸)投稿

世界中が新型コロナウイルスのパンデ

ミックで大騒動である。我家でも不要不

急の外出自粛に従い生活は冬眠状態とな

っている。これではとても堪らない。

政府が呼びかけているSTAY HOMEを

我が家なりにSTAY FARMと呼び変えて、専ら小さな

家庭菜園の世話をする田吾作作業で時間を過ごしてい

る。

毎年、今の季節に家庭菜園で田吾作をしていると思

いがけない訪問者で楽しいことが起こる。

常連の訪問者は、ヒヨドリ、ジョウビタキ、ムクド

リ、ツグミ、シジュウカラ、メジロ等の野鳥で彼らの

姿をチャンスを見てカメラに収めている。

今年はSTAY FARMのお陰で珍しい訪問者に出会っ

た。慌ててシャッターを切り、何枚かをゲットした。

野鳥に詳しい知人にその一枚を鑑定してもらったとこ

ろ、訪問者はキツツキ目/キツツキ科/ゲラ属/コゲラで

あるとのこと。当分はSTAY FARMで楽しく田吾作を

して時を過ごそうか・・・

支部だより6月号が皆さんの手元に届くころコロナ

騒ぎはどうなっているでしょうか？

早く収束してこの野鳥のように自由に街に出たいもの

です。

米寿おめでとうございます！ 今年度本部からお二人が慶祝されました。

①吟行会では作句や推敲は早々にして、

ご当地の旨いもの探し｡当たった日の

お昼はことのほか旨かった。

②ものの本に｢笑うことは副作用のない

薬｣と。爾来、鏡に向かってのええ顔

づくりで健康づくり。

③小地域に密着した活動をもっと｢見える化｣して老人

会を凌駕する県下一の高齢者団体を目指してくださ

い。

④小学区の理事さん､いつも温い声掛けで｢支部だより｣

の手渡し本当にありがとう。

「癒されます､安堵します」

奥村 常治郎 様 老上①学区 (17期 文芸) 荒井 弘進 様 老上①学区 (29期 園芸) 

①私は、72歳まで働いていたので同

学年で12歳の年齢差があり、若い

人とのお付き合いが楽しかった。

植木市場へ行ったこと、県内の巨

木見学、高い木の上での剪定作業

が楽しく思い出される。

②庭木の剪定、終活ぼちぼち、小屋の屋根塗装計画

中、ユーキャンのペン字高等科受講中、町内の廃品

回収に参加、同期の有志でよし笛を10年継続中で

す。5年前から家内が病気で何かと忙しいです。

③先輩と尺八とお箏の合奏で交流させていただいた

こと。文化祭での盆栽の菊造りで2年間交流があり

ました。レイ大に入る人なら心配無用。大いに羽を

伸ばして地域での活動に頑張ってください。

④同期、同学科は友情で結ばれている。年1回のＧゴ

ルフの参加は楽しい。少ない予算で各行事に努力さ

れていることに感謝します。

アンケートに答えていただきました。①在校時の想い出 ②近況 ③後輩に一言 ④同窓会への希望・要望
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投稿 ホームページ続けて25年！ 大宝西学区 教野 弘孝 (32期 陶芸)

少し暗くなってきた京都東山のお

寺を散策中、

「失礼ですが教野さんでしょうか？」

背後から若い女性に声をかけられた。

場所が場所だけに、少し身構える。

「はい、そうですが？」

「うわあ、嬉しい！、握手してください！」

な、なんだ？、アイドルか？

「私、ずっと教野さんのホームページのファンです。

いつもあちこちに出かけられているのを拝見するの

が楽しみです。ところで、お怪我はいかがですか？」

自分の入院や怪我までホームページに掲載しているの

だから情報が筒抜けだ。

1995年ごろの現役時代、単身赴任で

東京を拠点に全国を飛びまわっていた。

休日に秋葉原に通いつめて部品を集め、

夢中でパソコンを組み立てていた頃は

インターネットの黎明期。大企業でさ

えまだホームページを公開していなかった時代。

営業のツールにと、扱う商品紹介のホームページを

自学で作り始めたのをきっかけに、自分自身のホー

ムページ「青りんご」を公開開始した。

「徒然草」と銘打ったサイトで日常のつぶやき、紀

行アルバムなどを掲載し続けている。

URLは http://kyouno.com/

25年を経て現在、サーバー上にアップした累積コ

ンテンツは記事5,400件、写真146,000枚、内部動

画4,900本、youtube動画2,900本を数える。5月現

在、累積閲覧数12万人を超えている。

その時々の家族、子供の結婚、孫の成長、世の中の

大事件、話題、観劇、作陶、撮影会、展覧会、映画、

祭り、花めぐり、旅行記などを写真、動画で見直すと

当時の思い出がありありと頭に浮かび、人間の記憶は

脳に確実に蓄積していることが分かる。

旅行やイベントには常にカメラ持参で出かけ、それ

を記事としてホームページにアップロードするまでが

日課として忙しい。

若い頃は日記をつけていたが、私にとってホームペ

ージは現代式絵日記と言える。月に3回ぐらいの映画

館通いで感動した映画の感想も記事になる。

レイ大在学中は2年間のクラスの授業を1日も欠かさ

ずホームページにアップした。また、フォトウォーク

クラブの全活動も卒業後も継続している。その他、中

学校の同窓会、高校の同窓会、会社ＯＢ会、写真クラ

ブ、陶芸同好会、音楽バンドなど、現在は15件のホー

ムページをお世話している。

ホームページへのいろいろな反応を列記してみる

●当時個人でホームページを持っているという珍し

さから、パソコン雑誌から取材を受け、記事にな

った。（HomeMac 1996-12月号）

●観光地へ行く前にいつも私のホームページ内を検

索してから行き、参考になったと感謝の知らせ。

●京都の山奥の打ち捨てられた墓石の墓場の記事を

見たあるテレビ会社から、心霊番組に使うのでそ

こへはどのようにして行くのかとの問合せ。

●既に解体された映画館の写真を、テレビ番組の地

域の回顧シリーズで使いたいとの要望。

●観光ガイドブックの出版社から、時期的になかな

か撮れない桜名所の写真を使わせてくれと依頼。

●学校の先生から、今は撮影禁止となった寺院の天

井絵の写真を授業用に使いたいとの要望。

●マイナーな美術館訪問記が話題になり、客が増え

たと美術館からの御礼。

●タイに住む小学校の友達から、60年ぶりに突然メ

ールが来た。(世界で観られていることを実感)

(32期陶芸学科の2年間)
(32期のフォトウォーク)
(レイ大大学祭)
(OB,同窓会作品展)

QRコードをスマホ、タブレット
などで読んで閲覧できます

レイ大関連の記録

http://kyouno.com/
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趣味の動画編集 治田学区 今村 治 (40期 園芸)投稿

動画の編集をやり始めた動機は、国の重

要無形民俗文化財に指定するよう文部科学

省に答申された「近江湖南のサンヤレ踊り

」の内、栗東市下戸山にある小槻大社に伝承

される祭礼の記録を残そうとしたのが最初

でした。

小槻大社の祭礼は毎年5月5日に氏子の6自治会が当番

制で担当し、神輿渡御と共に小杖踊りが奉納されます。

当番年に当たると3月末頃から、衣装・傘鉾・花笠・諸

具の準備や小杖踊りの稽古が始まりますが6年の空白が

あり記憶も薄れ、なかなか準備が捗らないので参考にな

ればと思い動画作り始めました。

最初は写真のスラ

ドショーだけの簡単な

ものでしたが回数を重

ねるごとに、ウェアラ

ブルカメラで撮影した

動画を編集して入れたり、文字テロップを流したり

ＢＧＭ・ナレーションの挿入と手を加えていますが

納得のいく作品となるレベルまではなかなか到達で

きません。

一人で動画と写真の両方を撮影していると、思う

ような写真や動画が撮れない、動画を入れると長編

となるなど試行錯誤をくりかえしながら編集を楽し

んでいます。最近ではレイカディア大学の選択授業

の授業風景や大学祭・フォトウォーククラブの例会

の記録動画を作ってクラスの仲間が見られるように

youtubeに投稿しています。また所属している地元

の旅行サークルで年間3～4回実施する日帰り旅行を

記録して月例会で視聴しています。

人生の晩年に備える 渋川学区 大西 隆夫 (34期 陶芸)投稿

私たちがあとどれくらいの寿命があ

ってそれに対してどのような備えが必

要かを考えてみたいと思います。

同窓会支部会員の平均年齢は、現在

概ね76歳です。平均余命の観点から

考えると92歳前後まで生きることに

なります。私たちはその年まで生きる備えができてい

るでしょうか？

私と家内の両親について少し話をしてみます。私の

父は61歳で早く亡くなりました。母は現在97歳です

が、90歳くらいから少しずつ認知症が進み、1年ほど

前に特別養護老人ホームに入所しました。また、義母

は2年ほど前に亡くなり、義父は94歳で存命です。家

内の両親は大津で2人で暮らしていましたが、義父が

89歳のときに転んだことが原因で半身不随になり、

数か月間治療とリハビリで入院しました。退院後は民

間の介護施設(サービス付き高齢者住宅)に入所し生活

をしています。義母も生前は1人では生活できないた

め、介護施設にお世話になりました。私たち夫婦はこ

の7年間3人の親の介護から病気時の入退院の世話、

介護支援・施設入所の手続きなどいろいろな経験をし

てきました。そして今も続いています。

私はこの経験から人生の晩年に備え、次の4つのこ

とを実践する必要があると感じています。

①元気なうちは出来るだけ世間とのつながりを持っ

て、かつ健康寿命を延ばすこと。②自分が自立して暮

らせなくなったときに誰に世話してもらうか決めてお

く、同時に家族などに負担を掛けないための孤独への

覚悟。③自分の判断力、体力のあるうちに、年齢的に

は85歳くらいまでか？身の回りの断捨離を進める。

相続についても然り。④民間の介護施設に入所する可

能性に備え費用を準備する、金額は公的な年金以外に

500～1000万円。公的な介護施設は要件が揃わない

と入所できないし、要件を満たしてもすぐに入れると

は限らない。もし現在不足しているなら、できるだけ

長く働いて収入を得る、現在の生活で節約を心掛け、

もし時間的余裕があるなら長期、分散、積立で資産を

運用し目減りを補う。

皆さんは準備ができているでしょうか？

原 邦夫 様 (20期 スポレク 大宝学区) 令和1年10月逝去 享年93歳
池内 才八郎 様 （20期 文芸 玉川(野路)学区） 令和2年 4月逝去 享年88歳

訃報
この1年間にお亡くなりになられた会員をお知らせします。慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

小槻大社
花笠踊り

レイ大40期園芸B学科
の2年間の学習記録



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 2/8(土) 8 2 16

栗東傾聴 デイサービス「いきいき」 2/17(月) 5 1 5

治田小学校 園芸ボランティア(花壇整備・校庭清掃)等 2/10(月) 2 2 4

集計(延べ) 15 名 25 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

6 月より活動再開

7/11（土）、8/8（土）

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）

活動休止中 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 活動休止中 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。皆様の参加をお待ちしています。

＊4月の行事は、新型コロナ対応での開催または中止を記載しました。
5月以降の行事は、新型コロナの状況により開催を中止する場合がありますのでご了承ねがいます。

開催日時 活動・イベント内容 場所 内容

7月 2日(木)
13:30～16:00

ニュースポーツ大会
ディスコン・室内ペタン

ク

YMIT アリーナ
( 草 津 市 野 村 3 丁 目
3-27）

(健康スポレク部会)
詳細は下記参照

9～10月
支部同窓会
「作品展・活動展」

草津市図書館 (文化研修部会)
6/22 理事会で開催可否につい
て打合せ

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。

《健康スポレク部会》
ニュースポーツ大会(ディスコン・室内ペタンク)のご案内

新型コロナウイルスにより健康スポレク部会の 5・ 6月の計画は中止となりましたが、
7月は 2次感染拡大がない限り開催します。
皆様のストレス発散と親睦のため、多くのご参加をお待ちしています。

日 時：7月 2日（木）13:00 受付 13:30 スタート 16:00 頃終了予定
場 所：YMIT アリーナ（草津市野村 3丁目 3-27）☎077-563-1465
参加費：無料
持 物：上靴、飲み物、運動できる服装

注）当日は体温測定(37度以下のチェック)とマスクの着用をお願いします。
参加資格：会員、家族、友人、在校生
締切り日：6月 30 日（火）
申し込み：中橋民男 ☎090-3038-4523 メールminato3139@yahoo.co.jp

以上

(5) 第 145 号 草津・栗東支部同窓会だより 令和 2年 6月 22日

地域活動部会 2～5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 7月以降)



令和２年６月２２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

会員の皆様、新型コロナウイルスの影響でいろいろな制約がある状況のもと、如何

がお過ごしでしょうか。 支部同窓会は４月１０日から新体制で発足しておりますが、

「支部だより」の発行を除き、４月、５月の行事は全て中止とさせていただきました。

今月の「支部だより」冒頭に掲載しましたようにレイ大は休校を８月末まで延長し、

９月１日より再開、４１期生は３月卒業となります。 ４２期生は３月に１年生を終

了し、４月から２年生となり令和４年３月に卒業となります。４３期生の募集は令和

３年の５月から８月で入学は１０月となります。 募集案内は来年新たに作成されま

すので、お渡し致しました分は各自処分をお願いします。 又、お知り合いの方で応

募予定しておられる方をご存知の場合には１年延期についてお伝えお願いします。

滋賀県は５月１４日に緊急事態宣言が解除され、６月に入り各市町村施設の会議室

等も使えるようになりました。 早速、同窓会本部では新体制で最初の理事会を６月

１５日に近江八幡市のひまわり館で開催致しました。

各支部長、本部部会長よりの報告では、全支部・全部会（HP 班を除く）とも４月か

ら６月初めまで活動休止の状態でありました。 本部としては各部会の会議を近々に

開催しこれから徐々に活動を始動させていくことと致しました。

草津・栗東支部では今期初めての理事会を本日開催して今後の方針を決める予定で

す。 新型コロナウイルスは、県をまたぐ移動の自粛が６月１９日以降解除されるこ

とや今後海外移動が緩和されること等で、第二波が考えられます。 そのため、事前

準備が必要で臨機応変の対応が難しい９月予定の活動展・作品展については、今年度

は中止の方向で理事会に諮る予定です。 中止が決定されれば、出展の準備をいただ

いている皆様には申し訳ございませんがご了解いただきますようお願いします。その

他の行事についてはできるだけ開催の方向で検討する所存です。

理事会の開催と「支部だより」の発行は続けていく所存です。 こんな時こそ皆様

に出来るだけ多くの投稿いただき「支部だより」を盛り上げて、同窓会活動の新しい

スタイルを見出していきたいと願っております。 ご協力よろしくお願いします。

皆様の健康と安全を願っております。

以上



2020年6月22日
支部会員の皆様へ

総務広報部会

「支部だより」へ投稿のお願い

皆様には、新型コロナの状況下どのように過ごしでしょうか？
この数か月、コロナ禍のため支部活動等も休止しています。このため、各部会の
予定行事も中止になり、8月号以降の「支部だより」の掲載記事がかなり不足し
ている状況です。
そこで、皆様にはこの機会に積極的に投稿いただき、「支部だより」を支えて

いただきますよう切にお願いいたします。

1 投稿記事はA4紙面の1/3〜1 ページ(挿入写真を含む)を目安とします。
2 投稿⽅法：メール送信、手書きの場合は手渡しまたは郵送(連絡いただければ
直接受け取りに伺います) 総務広報部会⻑まで

・原稿の文字数は400〜８00 文字程度（氏名、タイトル、本文）
・原稿と併せて関連写真（メールの場合、電子ファイル）2，3 枚添付をお願い
します。

・投稿者の顔写真（自撮り写真、または本人のスナップ写真）

〇 投稿内容は自由ですが、事例として下記を参照ください。
・レイ大在学中の思い出、卒業後の活動など
・ボランティア活動・グループの紹介、メンバー募集
・趣味、好きなこと（同好会、クラブの活動なども含む）
―俳句・詩、川柳、書、絵画、写真、絵手紙、工作、園芸・盆栽、陶芸、各種
スポーツ、⼭歩き、旅行、楽器演奏、囲碁・将棋など何でも！ー

・趣味作品の紹介（何でも構いません。種々の作品を記事、写真で紹介）
・地域の行事や話題・トピックなどの紹介
・社会的なニュースや世情に対する意見
・同窓会の行事、催しに参加した報告・所感・体験文
・書籍・映画の感想・紹介
・好きな楽曲、思い出の楽曲の紹介
・エッセイ、旅行・紀行文など
・自分の生きがいや信条、思うこと
・会員、知人の話題（活動の話題、受賞・表彰など）

以上（総務広報部会⻑ 大西隆夫 090-6679-2771）

追伸：
「支部だより」は草津・栗東支部会員の会報（レイ大・同窓会本部を含む）とし
て、支部と会員に関する記事の充実を目指しています。会員の皆様の声(投稿)を
できるだけ多く掲載して、皆様により身近な「会報」にして行きたい所存です。
支部会員の皆様で「支部だより」を支えていただきますようお願いします。

２〜３年に１件、「支部だより」へ投稿のご協⼒をお願いします！


