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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

令和３年を迎えましたが、昨年初めより世界に蔓延

した新型コロナは期待に反して収まる気配を見せてく

れません。昨年は新型コロナについて分からないこと

が多く、同窓会でも活動を制限しましたが、今年は安

全・安心を心掛けて前向きに支部同窓会を運営してい

く所存です。

まず、3月8日には「部会別全体会議」を草津市ま

ちづくりセンターで開催し、各部会が今期の振り返り

と来期の計画を話し合います。広い部屋を用意してい

ますので多くの皆様の出席よろしくお願いします。

3月30日には新会員を迎え「新会員歓迎説明会」を

同じくまちづくりセンターで開催します。支部同窓会

は卒業生みんなの同窓会を目指していますので、41

期生の皆様には是非全員が同窓会へ加入いただき、こ

の説明会に参加いただきますようお願いします。

また、昨年開催出来なかった「作品展・活動展」に

ついては、今年は安全・安心に万全の注意を払い開催

を目指します。会員の皆様には作品展・活動展への出

展・参加を目指して趣味活動等に注力をお願いします。

昨年後半からは部会のイベントを実施しています。状

況の変化に適宜対応していくことは申すまでもありま

せんが、現在のところは昨年後半同様に開催を予定し

ます。

昨年は43期生の学生募集が中止となりましたが、

今年は例年通り10月入学での募集が再開されます。

近年定年が延びていることより募集の難しさが増して

います。同窓会として募集活動にも力を入れる所存で

す。皆様お知り合いの応募適齢者への応募勧誘をお願

いします。

4月初めからはワクチン接種も始まりますので、状

況も改善してくるものと確信しています。皆様のご健

勝を願っております。

支部長挨拶 藪 健治
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初冬とは言え陽だまりのある心地よいウォーキン

グ日和に24名(内女性7名、41期在校生3名)が参加し

ました。「古都大津観光ボランティアガイドの会」

松川さんの案内で、京阪三井寺駅からJR山科駅まで

約７Kmの道のりを歩き興味深いお話をたくさん聞く

ことができました。

小関越えは山科から三井寺に向かう道で、京都か

ら大津に通じるメインルートの逢坂の関(大関越え)

に対してこう呼ばれています。行程には琵琶湖疎水

や長等神社、寂光寺等歴史的建造物や神社仏閣が点

在し、歴史的にも大変興味深いルートです。

琵琶湖疎水は建設計画の際に滋賀県知事はびわ湖

が渇水する、大阪府知事は大阪が水浸しになると主

張して反対しましたが、京都府知事の尽力が国を動

かし建設に踏み切ったとのことです。また、トンネ

ル工事は石見銀山の採掘作業者を呼んで手掘りで掘

り進められたそうです。

参加者からは「紅葉の頃は綺麗でしょうね。桜の

頃も来たいね。疎水の観光船にも乗りたいね。」と

初めて出会った方とも話しながら歩いていました。

皆さんも是非、次回はご参加ください。歴史探訪は

楽しいですよ！ (取材/大石、森下)

第13回 歴史探訪会 ≪小関越え≫  (12/1)文化研修部会

3月3０日(火） 「新会員歓迎説明会」 開催！ 会 場： 草津市まちづくりセンター

時 間： 9:３０～1２:00

長等神社にて 小関越え

https://lacadosokai.com/
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「桜ヶ丘農園同好会」が子供食堂へ野菜を寄付

文化研修部会

12月15日朝、桜ヶ丘町の有志約40名で組織してい

る「桜ヶ丘農園同好会」が育てた野菜、大根200本、

白菜40個を県社協を通じて子供食堂に寄付されまし

た。同好会には服部・川越・関根・有本・櫻木さん

らレイ大卒業生10人も参加して、野路の休耕田を借

りて野菜を育てています。例年は収穫した野菜を町

内で販売し収益金はＮＨＫ歳末助け合い運動に寄付

していますが、今年はコロナ禍にあって野菜販売を

中止し子供食堂に寄付することにしたとのことです。

当日は収穫した野菜を県社協の事務方２名が農園に

引き取りに来られて、野菜の掘り起こしと車に積み

込みました。県社協の方は「助かります、ありがと

うございます。」とお礼を述べられていました。

和気あいあいと野菜づくりを楽しみ「採りたての

野菜は抜群に美味しいよ!」と誇らしげな日焼けした

顔が印象的でした。取材に来た私たちも大きく育っ

た大根と白菜のお裾分けに預かりました。

(取材/大西、森下)

レイカディア大学同窓会 草津・栗東

支部の皆様、本年もよろしくお願い申

し上げます。昨年は新型コロナで明け

暮れてしまいましたが、令和3年の今

年は終息に向かうことを期待したいも

のです。

私の父がレイ大23期文芸学科を卒業

していますので、親子2代レイ大にお

世話になったことになります。父の場

合は園芸学科を申し込んでいましたが、

定員オーバーのため抽選で文芸学科に

なったようです。父が亡くなって9年

になり、その時の話をあまり聞いてい

ないのが残念です。

レイ大卒業後は「花の40」として、

びわ湖地球市民の森で月1回第1土曜に

ボランティアをしています。また、現

在は栗東市のシルバー人材センターに

登録し、栗東駅前の駐輪場で少しです

が働いています。生涯現役を目指して

頑張るつもりです。

最後になりましたが、令和3年が皆

様にとって健康で明るい年になります

ように願っています。

投 稿 令和3年(2021年)を迎えて 大宝学区 高田 一雄 (40期園芸)

桜ヶ丘農園・収穫の様子

第44回栗東市美術

展(令和2年11月)にお

いて、教野さんが写

真部門、奥様妙子さ

んが工芸部門(切り絵)

でそれぞれ特選受賞

されました。

2年連続のダブル受

賞おめでとうござい

ます。

トピック
栗東市美術展でご夫婦揃って2年連続特選受賞‼

大宝西学区 教野 弘孝(32期陶芸）

栗東市社会福祉協議会会長賞 「学校帰り」
中日新聞社賞 「ハス」

毎朝登校中の子供を見送りながら

トピック
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滋賀の歴史を訪ねて 治田西学区 木村 和由(40期びわ環)

天満宮での講踊り奉納

歩こう～薬を飲まないでいられるように～

志津南学区 小川 俊夫(40期地文)

2018年12月朝、起きようとして頭がふらついた。

これはと思い診療所に行き、案の定医者から「高血

圧や」と言われ以来薬を飲むはめになりました。高

血圧は、過去40代、50代に２度経験しました。特に

40代のときは、前日深酒し朝起きたときに天井が

回っていたので、二日酔いと思い横になって休んで

いました。しかし、全然よくならないため、診療所

へ行って初めて高血圧だと知りました。即刻酒を止

めることにし、状態が落ちついてから歩くことを始

めました。３ヶ月ほどで薬を止め、半年後にはお酒

を飲めるようになりました。50代に高血圧になった

ときも同じように対処しました。

定年後の60代、お酒の量も少なくなり健康診断の

血圧・血糖値も普通になっていましたが、70代にな

り18年1月頃から70kgの体重が少しずつ増え始め12

月には84kgに、これはやばいなと思っていたら高血

圧になっていました。薬を飲んで状態が落ちついて

きた2月から毎日歩くことを習慣にしました。(お酒

は毎日飲ってます) 家近くのロクハ公園と坂があっ

て歩くには最適な田んぼを各々1時間、1日2時間程歩

いています。時には、図書館、イオン、桐生、びわ

こ文化公園から源内峠・大石等々へ足を延ばして散

歩を楽しんでいます。体重も昨年11月

には76kgになりましたが、これ以上減

らない状態が続いています。体重70kg

を目ざして、酒井雄哉大阿闍梨(比叡山

延暦寺の千日回峰行を2度萬行)の言葉

「歩くとは、現実を変える行動力だ」

を心にとどめ、歩くということをコツコツと続け、

薬を飲まなくて済む状態に辿れたら良いなと思って

います。

散歩道のたんぼ

滋賀県に移り住んで早や33年。その間の29年は仕事

で家と会社の往復の毎日、その生活が変わったのはレイ

大に入学し、「城郭探訪会」「フォトウォーククラブ」

に入会してからでした。地元の初体験の各所を皆さんと

楽しく歩き、ボランティアガイドさんの説明を受け滋賀

の歴史の深さに感激した次第です。それ以降、自分だけ

で歩いたり所属しているボランティア倶楽部の催しでいろんな経験

をしました。

昨年の11月のウォーキングでは、近江鉄道の桜川駅から「石塔

寺」を目指し約１時間、見上げれば150段の石段。息を切らして登

り切れば日韓文化折衷の石塔、周囲には小さな石仏と見事な風景が

広がっていました。昼食を済まし大学前駅を目指しました。 途中、

見どころは旧陸軍八日市飛行場近辺に作られた掩体壕(えんたいご

う)です。終戦間近、新鋭の戦闘機を隠すための防空壕です。皆でそ

の案内板を見ているところに、軽トラで通りがかった初老の男性が

この壕の地主でした。壕は結局戦闘機が収まることなく終戦を迎え

たこと、当時の八日市飛行場の様子を詳しく解説してくださいまし

た(一同感動)。実はその方は２つ下の弟が武村正義さん(元滋賀県知

事・国会議員、愛称「ムーミンパパ」)だと切り出し、昔の思い出話

に一同２度目の感動でした。おかげで予定より1列車(1時間)遅れと

なってしまいましたが、非常に有意義な１日となりました。

これからも滋賀の歴史を訪ねて、新たな感動を求めていきたいと

思っています。

投 稿

投 稿
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おはように子等の安全願いつつスクールガードも十年を経る

孫の小学校の入学を機に始めたことで、初めは深い考えも無く孫と一緒の通学も楽しいこと、ま

た健康にもいいと実感しながらの毎日でした。

四月よりスクールガード始めたり子等は吾の顔じろじろと見る

しかし、日が経つにつれ厳しい現実に直面し「おはよう」の挨拶を大声でしても全く子供の反応

はなく、家庭も学校も何を教えているのかと疑問と憤りの毎日でした。半年も立つと少し状況も変化して、あ

るお母さんから「うちの子は挨拶をしてますか」と尋ねられたことがあり、挨拶もしない親もある中で色々だ

なと思いました。そこで子供の心理が少し判ったのは一人だけ挨拶をしていい子になると他の友達がどう思う

か心配になり止めてしまうようでした。

一年を過ぎると子供との仲も少しずつ良くなり笑顔を返してくれる子も出てきました。

おはようを毎日ずっと続けるよ君のランドセル小さくなるまで

ランドセルばかりが目立った一年生が日ごとに成長していく姿に元気

を貰い、遅刻しそうな子供と一緒に走り、忘れ物をして泣く子をなだ

めながらお家と学校を往復した事等朝の騒動も時々です。

子等を見て止まってくれるトラックに一礼をして朝のはじまる

各地で起きる学童の交通事故、それを思うと何時も穏やかではありま

せん。四月になるとまた新しい顔の一年生が仲間入りし、特に車や自

転車に注意が必要です。

休校の学舎を守るやチューリップ子ら植えしまま風に揺れいる

昨日より今日は寒いと首竦め子等の登校待てる街角

朝のまち通学の子ら足早やに風は柔らか梅のほころぶ

空見上げ「今日は雪だるま出来るかな」ちらつく道にランドセルゆく

昨年の夏、スーパーのレジで突然に声をかけてくれた男の子がいました。アルバイトの男子高校生で、昔の通

学時のお礼を笑顔で言ってくれたのです。立派になったその姿に感激し、スクールガードをやっていてよかっ

たと思いました。健康に感謝して、これからも子供達に元気を貰い、仲良く一日でも長く続けられたらと願う

毎日で、また子供が好きになりました。子等との短歌をもっともっと詠いたいと思いつつ。

子等と一緒に 治田西学区 浦山 増二 (28期文芸)

スイスへのスキー旅とテオとの思い出 治田学区 本多 浩（34期陶芸)

まだ海外スキーツアーが一般的ではなかった1975

年1月に栂池スキーロッジの同好会メンバー12名で、

スイスのフリムスとオーストリアのインスブルック

へスキーを担いで2週間出かけました。フリムス滞在

中に出会ったスキー指導員のテオがコーチとして、

色々なコースや新雪を体験させてくれました。ある

真っ暗な夜に全員松明を持って山頂から無事に滑り

降りた後、麓のロッジで頂いた熱々のラクレットは

忘れ難い思い出です。有名なリゾート地ダボスへ出

かけた時には、初めてカーリングを目にしまし

た。 スイスからバスは列車に載せられてオーストリ

アに入り、インスブルックではスキーのワールド

カップ最終日に整備された滑降コースを回転しなが

らの滑走は爽快でした。

帰国後、テオとの個人的な交流が始まりました。

彼はスキーシーズンには世界各地へコーチに出かけ、

公認アルパインガイドとしてマッターホルン等へ登

山者を案内していました。長野オリンピックや栂池

訪問で来日した時は我家に宿泊してもらい京都御所、

修学院離宮、奈良や草津本陣にも案内

して楽しみました。

2012年7月、妻とスイスのアルプス

ハイキングツアーに出掛けた時に、自

由時間にインタラーケンでテオと落合

い彼の友人宅へ招待されました。お茶の時に、東日

本大震災での福島の現状について色々と聞かれたの

には考えさせられ、彼らの心配りに感動しました。

出来ればもう一度スイスに出掛けたいと思っていま

す。

この5年間、総務広報部会長として「支部だより」を発行してきました。会員の皆様には投稿等
で支えていただき本当にありがとうございました。4月からは新任の今村 治氏に交代します。
今後も変わりませず「支部だより」に話題を提供いただき、また愛読いただきますようお願い

いたします。(大西 隆夫)

編集責任者：大西

編集委員：教野、中西、藪、

青柳、今村、森下

編
集
後
記

投 稿

投 稿

草津本陣のテオ



 

 

 

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 12/12(土)  11 1 11 

治田小学校 園芸ボランティア(花壇整備・校庭清掃)等 12/14(月)、1/18(月)  8+9 3+2 42 

集計(延べ)  28 名  53 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 月 13 日(土) 

4 月 10 日(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 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。皆様の参加をお待ちしています。 

開催日時 活動・イベント内容 場所 内容 

3 月８日(月) 

 9:30～11:30 

部会別全体会議 草津市まちづくりセンター 

         3 階 

4 部会が部会別に集まり、今期の

振り返りと来期の活動計画を話し

合います。 

会員の皆様の多くの参加をお願い

します。 

３月 15 日(月) 

 9:30～11:30 

三役・部会長会議 西一会館 小会議室 

(三役・部会長のみ) 

新会員歓迎説明会資料の確認と定

期総会議案書内容の打合せ 

3 月 30 日(火) 

 9:30～12:00 

新会員歓迎説明会 草津市まちづくりセンター 

    3 階 301 会議室 

新会員に対する同窓会の概要説明

会です。新会員の皆様全員参加お

願いします。 

4 月 7 日(水) 
春のハイキング 

 

 (健康スポレク部会） 

詳細は折り込みチラシ参照 

4 月 12 日(月) 

 9:30～11:30 

支部理事会 西一会館 大会議室 

 

 

4 月 20 日(火) 

 9:30～11:30 

草津・栗東支部 

定期総会 

草津市まちづくりセンター 

    3 階 301 会議室 

 

5 月 26 日(水) 

 

本部定期総会 レイ大草津校 大教室 詳細未定 

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 149号                         草津・栗東支部同窓会だより               令和 3年 2月 22日 

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(2021 年 3 月以降) 



令和３年２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 立春の候、新型コロナは未だ収束致しませんが皆様は元気で毎日をお過

ごしのことと存じます。 同窓会では例年通り今年も各部会に分かれて全体会議

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。 今年は安全・安心に開催できる

よう会議場を広く使うため３部屋を確保しています。 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ど

なたもぜひ参加をお願いします。 下記４部会どの部会にも参加いただけます。  

 

 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） 

 

敬具 

 

記 

 

（１）日 時   ３月８日（月） ９：３０～１１：３０ 

（２）場 所   草津市まちづくりセンター３階（草津駅から徒歩３分） 

（３）内 容   各部会の今年度の総括と次年度活動計画、予算、意見交流 

 （４）出席者   会員の皆様と三役及び部会長 

 （５）参加の確認 参加希望の方は下記の各部会長に３月５日(金)までに連絡

お願いします。 

      連絡先 〇 総務広報部会 大西隆夫部会長 

     090-6679-2771 tonishi@zeus.eonet.ne.jp 

〇 地域活動部会 佐々木奉昭部会長 

090-1148-3420  tsasa-t6731s@gaia.eonet.ne.jp 

 〇 文化研修部会 大石修部会長 

       080-4564-6346  ohishi-mine@hi3.enjoy.ne.jp  

  〇 健康スポレス部会 中橋民男部会長 

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

以上 

mailto:tonishi@zeus.eonet.ne.jp
mailto:tsasa-t6731s@gaia.eonet.ne.jp
mailto:minato3139@yahoo.co.jp


令和３年２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 

 

新会員歓迎説明会 ご案内 

 

拝啓 立春の候、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。 ４１期生の皆さんは例年の９月卒業が新型コロナのため 

遅れて３月２６日に卒業されます。 卒業の後すぐになりますが草津栗東支部 

では３月３０日（火）に新会員歓迎説明会を開催致します。 三役・部会長と 

理事の皆さん中心に同窓会の説明を行う予定しておりますが、会員の皆さんで 

参加ご希望の方は参加お願いします。 参加いただく場合には３月２５日まで

に支部長にメールもしくは携帯で連絡をお願い致します。  

 

新会員の皆様には別途に新会員歓迎説明会の案内状を郵送させていただき、

出欠確認のハガキを同封致しますので、新会員の皆様は出欠確認のうえ返送 

よろしくお願いします。 

敬具 

 

記 

 

日時 ３月３０日（火）  ９：３０～１２：００ 

    受付：  ９：１５より 

場所  草津市立まちづくりセンター３０１会議室（草津市西大路町 9 - 6） 

   ＪＲ草津駅西口から徒歩３分 電話 077-562-9240 

   駐車場が狭いため、ＪＲもしくは自転車等を利用下さい。 

   車で来られる場合にはＡスクエアー駐車場が使えます。 

内容 １部 同窓会概要説明と質疑応答 … ５０分 

   ２部 会員交流会 … ９０分 

・新会員自己紹介 

      ・４１期の期別理事選出 （添付説明書参照下さい） 

      ・新会員の部会登録 

以上 



健康スポレク部会 春のハイキングのお知らせ 
桜満開の三井寺と近江神宮！ 

 

⚫ 日時：4月 7日（水）予備日：4/14（水）JR大津駅 9：30集合～15：00頃解散  

⚫ JR草津駅発新快速 9：06発～9：18（大津着）快速草津駅発 9：14 発～9：28大津着  

⚫ 集合場所：JR大津駅北出口前の広場 

⚫ 往復の交通費、入拝観館料などは各自ご負担ください。 

⚫ 参加は会員、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連絡お願いします。 

⚫ 中橋民男 ☎090-3038-4523 メール minato3139@yahoo.co.jp 

⚫ 持ち物：飲み物、雨具、歩きやすい服装、靴など 

⚫ 昼食は各自ご用意下さい。 

⚫ 前日の降水確率 50％以上、警報が出たときは中止 

⚫ 行程は約 7ｋｍ 

⚫ 〆切日：4 月 5日（月） 

⚫ 参加者が 20名を超えるとボランティアガイド 1 名追加となります 

 

行 程 

9：45       10：00        10：15     10：20～10：35   10：45 

JR大津駅出発 → 天孫神社  →  札ノ辻  →  曳山会館 → 鹿関橋（疎水） 

  🚻                         🚻   （橋からの桜最高） 

10：50            11：00           12：00～12：45   13：15 

三尾神社 → 三井寺（仁王門）→ 三井寺（境内）→ 観音堂（昼食）→新羅禅神堂 

                    🚻        🚻     （国宝） 

13：30     14：00    14；30       14：45 

大津京跡 → 近江神宮 → 勧学館 → 京阪近江神宮前駅 

          🚻     🚻    （到着後自由解散） 

 

       

 

◆ 新型コロナウイルス感染防止のためマスクの着用を忘れずお願いします 

◆ 当日のボランティアガイドはレイ大 39 期びわ環 OB 古都おおつ観光協会の大野光男さん

です 

mailto:メールminato3139@yahoo.co.jp


令和３年２月２２日 

滋賀県レイカディア大学同窓会 

草津・栗東支部 会員の皆様 

草津・栗東支部長 藪健治 

 

同窓会草津・栗東支部 

 ４月２０日（火）定期総会の案内 

 

 拝啓 立春の候、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。 昨春よりのコロナ禍の中、昨年は定期総会を三役・部会

長のみで開催致しましたが、今年度に付きましては未だコロナが収束しており

ませんが安全・安心に配慮して会員の皆さんの参加もいただき開催致します。 

 

 一昨年は記念講演を総会の後に開催しておりますが、今年度に付きましては 

簡潔に定期総会のみの開催とさせていただきます。 コロナの終息まだ見えて

おりませんが、４月からワクチン接種も始まります。 同窓会の事業に付きま

してはこれまでと同様の事業をさせていただく所存です。 会員の皆様は公私

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３年４月２０日（火） 

      受付９：３０ 

  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 ９：４５～１１：３０ 

 

式次第 

② 部長挨拶 

  ②令和２年度事業報告・決算報告 

  ③令和３年度事業計画・予算審議 

  ④閉会挨拶 

  

 以上 


