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レイカディア大学同窓会

平成29年度 本部定期総会（5/16)の報告
今年の本部定期総会は当支部が担当年度でした。司会、議長、駐車案内、議事録作成、マイク渡し、お茶の購

入等を担当し無事終了しました。出席者１２４名中約３０％が当支部の会員であり、皆様のご協力ご支援の賜物

と厚くお礼申し上げます。詳細は添付総会ダイジェスト版を参照ください。

・ 当支部の長寿者慶祝（米寿）を受けられた方は、高田伍一郎様、行岡勇様の２名でした。

・ 総会の議案の報告と審議がなされ、いずれも賛成多数で可決承認されました。

平成29年度 支部定期総会（4/21)の報告
草津市立まちづくりセンターで46名出席のもと、定期総会が開催されました。 初めての試みとして、パワーポ

イントにて各事業部門の部長、会計等から説明されました。

・ 総会の議案の報告と審議がなされ、いずれも賛成多数で可決承認されました。

・ 質問、意見では、予算の活用による事業活動の積極的な取り組み要請や予算額に対する活動内容の確認等

があり、29年度はご意見に沿って、予算を効果的に使用して、活動の活発化と充実化を進めていきたい。

第７回歴史探訪会（ 5月10日） 文化研修部主催

参加者17名（うち女性6名）で新緑と歴史の高島市を散策した。高島駅からＮＨＫの朝ドラ『ご馳走さん』の

ロケ地にもなった乙女ヶ池に。壬申の乱、藤原仲麻呂の乱の関係のある三尾山の麓に琵琶湖の内湖として素晴ら

しい景観を見せていた。万葉時代「香取の湖」と呼ばれる入り江に織田信長の甥の織田信澄によって築城された

大溝城が。設計は明智光秀とされ信長の日本統一の足がかりの水城です。浅井三姉妹の次女・お初が京極高次と

新婚生活を送ったと伝わる。今は僅かな石垣が残る城跡だがその石垣と新緑が水面に映え当時を偲ばせていた。

昼食は町屋を改装した「びれっじ」で地元の味を美味しくいただいた。途中江戸中期に創業の『萩乃露』にて

試飲やお土産をという人もあり、高島駅を午前十時に出発して午後三時まで和やかな一日を無事終えることが出

来た。 （浦山 記） （ホームページに詳細があります）

乙女ヶ池 大溝藩菩提所 円光禅寺

珍しい町割水路 大溝城址

近江高島駅前の巨大ガリバー像



(2) 第127号 草津・栗東支部同窓会だより 平成29年6月26日

理事紹介コーナー

大宝西学区 理事

和田 一馬 (36期地文)
私は65歳になったのを機に、ビ

ジネス活動から身を引き、地域の

社会貢献活動に関わりたいと思い

レイカディア大学に入学しました。

在学中に「職業を通じて得た専門

知識やスキルでボランティアをす

る」というプロボノ(Pro bono)の

考え方に共鳴し、知人と共に“NPO法人プロボノ滋賀”

（滋賀県認証）の立ち上げに参画し、活動をしていま

す。現在登録会員８１名の法人ですが、内１１名がレ

イ大関係者です。生涯現役を目標に、法人運営とボラ

ンティア活動に勤しんでいます。大学で学んだ建学の

精神や、仲間との絆作り、ネットワークが活動の礎と

なっています。また、活動する中で気付いたことは、

日頃何気なく使っている知識・技能・技術で社会貢献

が出来る事や人間としての情緒の中から得た経験の積

み重ねが一番大切ではないかという事です。
地域理事としては、出来るだけ学区会員の方と実際

に顔を合わせて、支部活動の紹介や参加の呼びかけを

していく中で、交流と活性化が図れるように世話役を

心掛けていきます。

笠縫(上笠)学区理事

中村 邦彦 (32期園芸)
在職中は長期出張や転勤が多く

人・家・地名など地元のことが分

からない中で自治会の役員、副会

長を引き受け大変でした。退職後

に自治会長と社協の会計を引き受

け、多くの人と会う中でレイカデ

ィア大学を知り入学しました。

レイ大ではいろんな職歴を持つ人と交流し、話題も豊

富で有意義かつ楽しい２年間でした。

子供の頃から農業を手伝っていましたが、漠然とし

た知識しかなかったところ、レイ大では専門的な知識

や樹木別の剪定時期、野菜の栽培等を学びました。今

は自宅の庭木や近所・親戚等の苦情の出ない所を剪定

しています。また、小さな菜園でズボラに野菜を栽培

し、出来栄えはまあまあです。同期の仲間でしいたけ

栽培もしており、家族にも好評です。沢山収穫出来た

ときは干しいたけにして楽しんでいます。

ボランティアは草刈り・間伐作業に参加する一方、

地域のふるさと絵図を作成する仲間に入り、お年寄り

から話を聞き、昔の写真を集めて整理しています。い

いふるさと絵図が出来る事を楽しみにしています。

草津・草津第二学区理事

石田 はま子 (33期地文)
レイカディア大学には、10年程

前から亡き先輩に誘われていたの

で、仕事の区切りがついた年に興

味のあった地域文化学科に入学し

ました。草津のガイドをしていま

すので、他地域とのかかわりも知

りたかったのです。史跡や文学作

品に縁の地を訪ね、紙芝居、信楽でのイベント企画と

有意義な2年間でした。クラス仲間とは、今も年4回

の会合で親しくさせてもらっています。

同窓会は、文化研修部に所属し、歴史探訪会で草津

のガイドもさせて頂きました。5月の高島は地元のガ

イドさんの案内で、以前訪れた際には気付かなかった

多くの事を教えて頂き大変参考になりました。

理事は、お世話になった先輩から引き継いで1年が

たちました。まだまだ微力ですが先輩の皆様に教わり

ながら学区の会員の方たちとも親しく交流できればと

思っています。

秋の作品展の計画、準備も始まります。他のサーク

ル活動もあり忙しくなりますが頑張りたいと思ってい

ます。

治田東・金勝学区理事

古谷 初枝 (36期 地文)

私がレイカディア大学を知った

のは、今から10数年前に栗東市内

の病院で外来ボランティアを始め

た時でした。先輩ボランティアの

方が卒業生で「60歳になったら、

あなたも行くと良いよ。」と興味

のあるお話を聞かせてくださった

のがきっかけで、レイ大入学を心待ちにしていたこと

を思い出します。地域文化学科36期生として学んだ

２年間は、アッと過ぎてしまいました。クラスの仲間

とは、卒業後も様々な形で毎月交流しています。

卒業後は、同窓会では、治田東学区に会員が私ひと

りだったため理事を受けました。サポート隊では、広

報部会でレイ大だより作成に携わっています。レイ大

を卒業して思うことは、ＯＢの方々がボランティアと

して地域で長きに亘り活躍されていることです。現在

、私は栗東市シルバー人材センターの広報作成に携わ

って６年目になります。偶然一緒に関わることになっ

た先輩も地域に貢献されています。地域のために尽力

されている先輩方の姿を見習いながら、これからも地

域に貢献できればと思っています。
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ー 沿革 ー

1997年 草津市コミュニティ事業団の運営のもと住民主体の「まち
づくり」を進めるため、市民と行政の協働を目的に設立されました。
1999年 市民活動として独立、理論より実践へと「ふれあい市民農園
」「環境学習の出前教室」「メダカの学校」等と言ったプロジェクト
を立ち上げています。その後、今日に至るまで環境学習、環境保全を
中心とした活動に重きを置いています。

ー 現在の活動内容 ー

会員は16名（レイカディア出身者は2名）で葉山川流域をフィールド
に３つのテーマに取組んでいます。
【大人たちには生涯学習を】

1. 定例会・・毎月第1木曜日、草津市まちづくりセンター
2. 葉山川美化活動・・毎月第1日曜日、笠縫東小学区内
3. 水質検査・・年2回
4. 葉山川源流からびわ湖河口まで10か所（Dataは関係団体に提供）
5. メダカ池の管理、生き物調査、植物観察・・随時
6. 自然公園指導員としての湖岸パトロール（草津市街域内）年9回
【未来を担うこども達に体験学習を】
笠縫東小学校環境学習支援・・1学期と2学期、1年から6年学年毎に川
の生き物調査、木の実調べなどの体験学習を支援
旧葉山川（天井川）と旧町並みを知ろう
河川のゴミについて（どこから来るの、どうすればよいの、何かで
きることはないかな！）

【環境問題で多くの皆さんと交流を】
琵琶湖流域環境推進団体や行政、地域の皆さんとの協働や交流会参加

草津塾は、生物が好き、子どもが好きといった大人たちが集まるグルー
プです。地域の人たちの力を得て活動していますが、新しい仲間を求め
ています。一緒にやってみませんか。お待ちしています！

問い合わせ・連絡先：丸林浩二まで ☏ 077-565-872

水質検査

美化活動

４年生魚とり

２年生秋の実探し
草津市民の日・パワフル交流会

「 草 津 塾 」
塾と言っても学習塾ではありません。びわ湖の自然環境保全を目指し、草津市で

環境学習をすすめている市民活動団体です。
出会いは平成25年10月びわこ環境学科に入学してすぐのことです。当時、地域の

まちづくり協議会設立に携わり、主催する行事で知り大学による地域体験活動の奨
めと相まって入会しました。幼年期、琵琶湖で遊んだ事を思い、今は小学生と魚と
りや昆虫探し、植物観察、ゴミ問題など一緒に取組んでいます。地域の人たちとの
関わりも増え、勿論飲み会にも積極参加、今までとは違った世界を楽しんでいます
。

丸林 浩二さん

今回は、草津塾で活躍されている36期びわこ環境学科
の丸林浩二さんに取材をさせていただきました。
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※ 会員の訃報連絡をお願いします。 誰が、いつ 総務広報部長 大西まで 077-564-4317 tonishi@zeus.eonet.ne.jp

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

地域活動部 4～5月活動報告

同窓会関連活動計画・イベント(ボランティア含む)の案内

春季グラウンドゴルフ大会 5月22日 健康スポレク部主催 場所：三ツ池運動公園

過去最高の37名の参加でした。今年から三ツ池運動公園に場所を変え、３０度を超える猛暑日の中で3ラウンド

を戦いました。日頃の練習の成果かホールインワン１４個と驚きました。今回も懇親会を予定していましたが、時

間がなく茶話会になりました。参加の皆様、猛暑日の中お疲れ様でした。日頃会えない方々とお話が出来たのでは

ないでしょうか。健康スポレク部の目的である健康と親睦が少しでも皆様方の日頃のストレス解消になればと思い

ます。 報告：中橋

草津市長と

← 優勝 中村良三さん（左）

準優勝
前田努さん

3位
山田實さん

BB賞
黒川かず江さん

終わったあとの茶話会

はい、こっち向いて！ ママ、うまく撮ってね！

開催日時 活動計画・イベント 開催場所 内容

7/13 (木)
13:30～16:00

健康スポレク部主催
ノルディックウォーキング体験会

草津市民体育館（野村） 詳細は折り込みチラシ参照

7/17（日・祝）
9:30～12:00

ディスコン交流大会
草津・栗東支部＆大津支部

膳所市民センター 3階
（生涯学習センター隣り）

詳細は折り込みチラシ参照

8/2(水)～4(金)
レイカディア大学 大学祭
一般開放日は8/3(木)10:00～15:00

レイ大草津校 展示、バザ－、ステージ演芸があります。

9/3(日) 文化研修部主催 瀬田川リバークルーズ 瀬田川、石山寺 詳細は折り込みチラシ参照

10/6（金）～8（日） 支部同窓会 作品展・活動展（予定） 草津市立図書館 多数の出品をお願いいたします。

地域活動（日時・参加人数） 内容など

栗東傾聴 デイサービス「やすらぎの家」 4/17(月) 4名 一緒にゲームと体操をする。加入者は30名ほどで楽しかった。

栗東傾聴 デイサービス「笑」 5/15(月) 4名 今日は利用者が少なく、少数の方とじっくり話し合った。

草津宿場まつり 4/30(日) 13名 写真パネルで、来場者に記念写真を勧める。（下に写真）

草津川跡地公園ボランティア 5/  6(土) 9:00～11:30 7名 今回が初参加。他の参加者は5名と少なく庭園の草引きをする。

常盤小学校 園芸ボランティア 5/23(火) 9:00～11:30    3名 5/27(土)が運動会のため、運動場の草刈りを実施。

http://lacadia-dousoukai.com/


- 新企画 - 瀬田川・琵琶湖リバークルーズ  

 

日 時 9月 3日（日） 

集 合 ＪＲ石山駅改札出口 9：00 

行 程 京阪電車にて石山寺駅まで 

           石山港発 10：10（下図参照）  

石山港着 11：10 

下船後 石山寺を拝観     

  昼食は現地にてご相談したいと思います。 

（但し食事は自費にてお願いします。） 

 

費 用  乗船料金（支部会員） １，４００円  

石山寺拝観セット券 （通常 1,600円） 

ＪＲ及び京阪電車は各自払でお願いします          

当日は一般のお客様との乗り合いで、座席の 

予約ができませんのでご承知おきください。    

   

参加申し込み 

 8月 10 日までに、浦山までお願いします。 

（当日の乗船状況がわかりませんので             

早めに申し込みをしたいと思っています） 

 

申し込み先：浦山増二  

メール urayama11111@gmail.com 
Fax   077-553-6473  
住所  栗東市小柿５-11-1-11 

 

◎ 申込にはご自宅のお電話番号と当日の連絡のため携帯番号をお願いします。 

（文化研修部の新企画です、よろしくお願いします。） 

mailto:urayama11111@gmail.com


健康スポレク部からのご案内 

ノルディックウォーキング体験会 

日時：7月 13日（木）13：30～16：00 

場所：草津市民体育館（草津市野村 3-2-5 ☎563-1265） 

持物：飲み物、上靴（ポールは準備します） 

参加資格：会員、家族、知人、在校生 

申込不要：当日参加（参加費無料） 

 

 体育館内は暑さが予想されますので、熱中症には気をつけましょう。 

体験後、草津川跡地公園までポールウオーキングしましょう！ 

ノルディックウォーキングとは！ 

 

 

 

 

 

 

 

草津・栗東支部と大津支部の 
ディスコン交流大会 参加者大募集 

 

日時：7月 17日（日、祝）9：30～12：00 

場所：膳所市民センター 3 階 大会議室 

   大津市本丸町 6-40（生涯学習センター隣）☎ 524-2205 

持物：飲み物、上靴 

締め切り日： 7 月 9日（日） 

申し込み先：中橋民男まで ☏ 563-3432 または メール：minato3139＠yhoo.co.jp 

 

 当日は電車で移動したいと思います。9：15までに現地集合 

（自家用車で行かれる方は自己責任でお願いします） 

JR石山駅で京阪電車浜大津方面に乗り換、膳所本町駅下車 徒歩約 5分 

 

 第一回目の大津支部との交流大会です。4月に交流大会を計画し、大津支部に提案し

ましたところ快く承諾いただきました。これを機会に他の支部との交流が増え草

津・栗東支部同窓会の活性化に繋がればと思います。 

ディスコンは年齢に関係なく楽しめる競技です。多くの会員の皆様のご参加をお願

いします。草津・栗東支部の力を見せましょう。 

北欧で夏季トレーニングのために生まれた新しいウオーキングです。 

ノルディックウォーキングは 2本のポールを持って歩き、ウオーキング効果に加えて、

消費カロリー20％UP、膝、腰への負担軽減、有酸素能力、筋力、柔軟性の向上と 3つ

の要素をバランスよく向上させる運動です。是非この機会に体験、実感してください。 

上半身、下半身、同時に鍛え健康寿命を延ばそう！ 

 



2017年 6月 26日 

「支部だより」投稿記事 大募集！ 

総務広報部では、「支部だより」に掲載する投稿記事をいつでも受け

付けしています。 

「支部だより」は会員の皆様がつくる機関誌です。 

皆様の投稿をお待ちしています。 

投稿内容は下記を参照願います。（自薦、他薦を問いません） 

 

・「地域活動・ボランティア団体（グループ）の紹介」： 

  地域活動団体の紹介や伝えたいこと、活動を通して思うこと、 

  楽しいこと、悩みなど何でも 

・「地域活動人」 ：地域活動・ボランティアをしている方の紹介や 

伝えたいこと、活動を通して思うこと、楽しいこと、悩みなど何でも 

・「スゴイ人」 ：色々な分野で個人として積極的に活動されている方の 

紹介など 

・「文芸・芸術欄」 ：俳句、和歌、川柳、五行歌、短詩など 

            写真、書、クラフト（写真で投稿）などの投稿 

・その他、記事になりそうなものは、取りあえず何でも受付します。 

 

投稿先： 

各学区の学区理事に手渡ししていただくか、下記メールアドレスまで送

信をお願いします。 

  大西隆夫（支部だより 担当） tonishi@zeus.eonet.ne.jp 
 

 

◎ 支部だよりについてのご要望・ご意見などもお寄せ願います。 

皆様のご要望なども反映して紙面づくりを進めて行きます。 

 

レイカディア大学 同窓会 草津・栗東支部 

   総務広報部 支部だより 担当一同 
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第 10回記念大会 

地域活動事例発表会  

発表者募集！ 
日時:  １１月２０日(月）予定 

場所:  近江八幡市 「ひまわり館」 

 

今年の「地域活動事例発表会」は第 10 回目を迎えます。 

発表は 9 支部から各 1 名又は１グループの 9 事例を発表します。 

 当支部からの発表者を自薦、他薦を問わず広く募集しますので 

7 月 15 日(土)までに 川井 地域活動部長へ連絡いただきたく 

よろしくお願いいたします。 

参考まで、草津・栗東支部からの過去の発表事例は次の通りです。 

 第６回  １００才いきいき体操 

 第７回  草津ハイキングと地域の再発見 

 第８回  地域活動部会設置による地域ボランティアの開始 

 第９回  大宝神社のサンヤレ踊りの復興に貢献  

 

 

 

 

 

 

地域活動部 川井欣司（メール又は電話にて連絡ください） 

  mail：k.kawai@iris.eonet.ne.jp 

   ☏ 077-568-3401 


