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レイカディア大学同窓会

支部理事会（6/26）の報告
主な検討・連絡事項を報告いたします。（河前支部長）

１．支部総会（4/21)、本部総会（5/16)のフォロー（決定事項の推進確認）を行った。

２．２９年度の地域交流会は１～２回開催を依頼する。地域でも新会員歓迎会をお願いしたい。

３．各部長からは、イベントの参加、支部だよりの投稿の依頼があった。

４．矢倉学区は、理事２人体制とする。矢倉①（現理事）黒川かず江さん、矢倉②太田禮子さん。

５．理事変更（治田学区：青柳公夫さんへ、治田東学区：高田藤吉さんへ）

レイ大渡邊学長との懇談会 （7/11） 草津校
渡邊学長と同窓会（三役・支部長等）との懇談会が初めて

開催された。学長からは、卒業生の地域活動の見える化や目
指す地域づくりの具体化が必要との話があり、同窓会からは
、必修科目の聴講、陶芸の窯の利用等の要望や学校の改善点
等説明を行った。

同窓会本部合同理事会（6/6）の報告
主な検討・連絡事項を報告いたします。（河前支部長）

１．本部総会（5/16)のフォロー(反省と次年度は米原校での開催の提案等）が行なわれた。

２．第１０回地域活動事例発表会を11/6(月）開催とする。

３．本部の諸課題は、常任理事会で検討することにした。

①在校時の想い出

会社を卒業して新しい人間関
係を地域に求めようとしていた
時、レイカディア大学のことを
知り上下関係なしの新しい友人
が出来、人生の後半に充実した
日々が送れています。

②近況

月1回の俳句会が楽しみである
。それと散歩代わりに週3回の
グラウンドゴルフで約6000歩の
運動になっています。

①在校時の思い出

入学時に一番感銘を受けたのは
同級生がいろんな業界の職業を
終えられた人生経験豊かな人達
だったことです。研修旅行等で
お互いよく語り合い、新しい見
聞や老後の生き方を学んだ素晴
らしい2年間でした。

②近況

体調に気をつけながら「いきい
き百歳体操」やグラウンドゴル
フに家内と参加しています。

行岡 勇さん

23期文芸学科

高田伍一郎さん

23期文芸学科

米寿おめでとうございます！

29年度本部定期総会で、草津・栗東支部では2名の方が米寿慶祝を受けられました。

③後輩に一言

地域の方々と連携し、地域社会に尽くす喜びを感
じられたらと思います。

④同窓会への希望・要望

横の連携（同期の仲間）は密で卒業後15年を経て
も連絡を取り合い楽しい会合が持てているが、縦の
連絡（先輩・後輩）が難しい。その場作りがより必
要だと思います。

また、週２回、町内の歴史（民誌）編纂のお
手伝いをしています。

③後輩に一言

レイカディア大学での良き出会いは、老後に必要
な新しい知識や生き方を学習できるチャンスです。

④同窓会への希望・要望

最近、体調の関係で同窓会行事に参加できないの
が残念です。出来る限り同窓会を通して、お互いの
絆を大切に、折角長生きさせて頂いている人生を有
難く思い、感謝して生き抜いていきたいと思ってい
ます。
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理事紹介コーナー 玉川学区 理事

櫻木勇

(31期 地域文化)
当初、園芸学科に入学希望して

いたが、当時は１クラスで倍率も
厳しく願いが叶いませんでした。
３年目にやっと地域文化学科に入学できました。
当時は草津市の観光ボランティアガイドもやってい

た事から、講義内容は大変参考になり結果的にはガイ
ド活動にも役立ち「感謝」のひとことにつきます。
現在は歴史の勉強にと先輩の紹介で中世・近世の古

文書学習会に参加し、栗東の手原文書に取り掛かって
います。関心のある方はぜひお越しください。
また、「ふるさと玉川民具を照らす会」に入会し活

動しています。民具は地域の貴重な財産が時の経過と
共に価値が薄れて使い方もわからない状態で玉川小学
校の資料室に保管されています。これらを地元老人ク
ラブの協力を得て小学生に伝承する一方、お年寄りを
対象に目の前に民具を展示し回想法を用いた高齢者へ
の支援活動を行っています。今後も地域の絆を結び、
民族文化（生活慣習・風俗・生業）や伝統文化にふれ
ることで語り継ぐ一助となれば幸いです。

笠縫学区（野村）理事

山元 譲治

(35期園芸Ａ)
園芸学科に入学したのは、

自宅で家庭菜園をしているので、
納得のいく野菜を収穫しようと
考えたからです。種蒔きのタイ
ミング、施肥の処置、害虫や病気の対応等少しは勉強
できたと思っています。ただ成果物には、まだまだ納
得できていません。
現在も園芸Aのクラスメンバーとの交流は続いてい

ます。地域活動では、笠縫学区まちづくり協議会の役
員で参加しています。クラスのメンバーとは「しんゆ
う」の名称で約20名が、草津ロクハ公園の樹木管理
等に取り組んでいます。
同窓会の退会者が多い中で、同窓会の魅力が感じ

られないという声を聞きます。ボランティア活動が前
面に出過ぎると、納得して参加してもらえる人は限定
されます。遊びもあって、楽しめる要素や魅力も多く
無いとメンバーは去っていくかも知れません。役員は
常にそのことを同窓会活動の中で自覚していなくては
と思っています。会員の皆さんの協力も是非お願いし
ます。

志津学区 理事

藪 健治

(35期 園芸Ｂ)
私は甲賀で生まれ育ち高校卒業

後、東京でサラリーマン生活をし
ていました。植物が好きでしたが、
アパート住まいで植物はサボテン
を育てる程度でした。
退職後、縁があり草津に住むこととなり、これまで

出来なかった草花や果樹が育てられる庭を中心にした
家づくりをしました。園芸の初歩から勉強するため日
本園芸協会のガーデニング講座を受講して、自分の庭
を一から作りました。四季の花を咲かせる草花・花木
と実のなる果樹を中心とした庭にしています。
剪定の勉強をするため草津市のシルバー人材センタ

ー植木班に所属し、現在でも草津市内の各家庭の庭木
剪定をさせていただいています。
シルバーの先輩よりレイ大のことを教えていただき

園芸学科に入ることが出来、卒業後もサポート隊自主
講座部会で活動しています。ボランティアは草津市の
園芸クラブ・グラッシーで南草津駅西口公園と草津川
跡地公園の一部の維持・管理作業をしています。

大宝学区理事

中嶋 三好

(28期生活科学)
退職後は地域の色んなことに

関わりたいと思い、役員や民生
委員をさせていただいた。更に
新しい仲間との出会いを求め、
レイ大で学んだ。卒業と同時にレクダンス・インスト
ラクターとして、少子高齢化、子育て支援、介護予防
、生きがいづくり等に係わる支援活動を進め、「心身
の健康」「思いやり」「生きがい」「心のゆとり」を
目標に地域づくりに励んできました。具体的には、対
象者のニーズに合わせ相手を楽しませ自分も楽しむ「
車いすダンス」(デイサービス)、放課後の子ども居場
所づくり、バルーンアート体験等に力を注いでいます
。私のこれまでの体験でも健康長寿には「出会い交流
の場づくり」が不可欠と感じています。
家に籠ることなく旺盛な好奇心を持ち「日常出か

ける所」と「用事」を作ることが肝要であり、そのこ
とが人と交わり、語り合い、笑い、そして感謝と生き
がいを感じる毎日が生まれるものと私は確信していま
す。今後も人に感謝しながら多くの仲間との交流を続
けて行きたい。同窓会活動では、理事として微力なが
ら貢献できればと思っています。
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梅雨に入ったと言うのに好天気に恵まれ、ハイキン
グには厳しい暑さとなりましたが、一人の落後者も無
く完歩、日々の歩きが活かされました。今回は八幡堀
周辺の観光を中心に江角さん（近江八幡支部36期）の

春のハイキング 近江八幡観光ウオーク 6月19日 健康スポレク部主催

八幡堀 旧伴家見越しの松・うだつ

今回の参加者は9名、そのうち2名は会員以外の方で
した。当日は猛暑日で体育館内は熱気ムンムンの中、ポ
ールの突く位置、ウオーキングスタイル、歩幅などを説
明、その後約1.5時間ウォーキングを練習しました。終
了時点には、皆さんのウオーキングスタイルも見違える
ほどキレイになりました。

ノルディックウオーキングは膝、腰への負担軽減、有
酸素能力、柔軟性と3つの要素をバランスよく向上させ
る運動です。同窓会会員の皆様次回のご参加よろしくお
願いします。

ディスコン交流大会が膳所市民センターで、草津・栗東支部
10名、大津支部15名の合計25名で開催されました。ゲームは
各チームと３戦しました。１位はやはり地の利で大津支部Bチ
ームが３戦全勝で優勝、我が草津・栗東支部は、最後までコン
ディションがつかめず、２位、３位でした。ゲーム中は童心に
返り、あちらこちらから歓声が上がり熱戦が繰り広げられまし
た。最後に全員参加のニアピンコンテストがあり、なんと特別
参加の小学校６年生がポイントまで1ｃｍに寄せ１位、２位に
高田藤吉さんが17ｃｍ、太田禮子さん、山元譲治さんも賞品を
獲得し楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

11月16日（木）野村市民体育館で健康スポ
レク部のディスコン交流大会を予定していま
す。皆様この機会に是非参加して下さい。お
待ちしております。

ノルディックウォーキング体験会 7月13日 健康スポレク部主催

ガイドで楽しく熱の入った説明に皆さん満足されたと
思います。また江角さんのご厚意によりボーダレスア
ートミュージアム・NO-MAが休館日にも関わらず、開
館していただき予定外の見学が出来ました。

第1回草津・栗東、大津支部ディスコン交流大会 7月17日 健康スポレク部主催



は
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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 6～7月活動報告

クリーン キャンペーン in草津 同窓会本部で参加 （6月25日）

地域活動・ボラ 日時 場所 内容

草津街あかり華あかり 事前準備 9/16(土),17(日) 9:00～12:00 商工会議所 行灯の補修作業

草津街あかり華あかり 本番 11/2(木),3(祝) 17:00～21:30 草津市街 行灯配置・点火・撤収

草津川跡地公園 園芸ボラ 9/2(土),10/4(水),11/4(土) 9:00～12:00 草津川跡地公園 公園の植栽整備・除草

栗東デイサービス傾聴 9/19(火),10/23(月),11/20(月)  約1時間 デイサービス等 お年寄りとの対話

今後の地域活動予定 (地域活動部）

「コスモアースコンシャスアクトクリーンキャンペーン」は
毎年全国各地や県内でも実施されています（県内では、昨年は
近江舞子、一昨年は長浜南浜にて開催）。
今年は草津市の琵琶湖南湖東岸地域多目的運動広場で開催さ

れレイ大同窓会本部から初めて参加しました。
地元の草津・栗東支部からは8名、大津、中部、近江八幡支

部から7名の計15名が清掃活動で汗をかきました。
全体では400人ほどが参加、家族連れも多くにぎわい、清掃

後、琵琶湖博物館見学、芸能人の公演などもありました。

6月14日 9:00～12:00
参加１名（花苗の植え付け）

7月1日（土） 9:00～12:00
参加５人（庭園の草引き）

7月14日 9:00～11:00
参加５人（グラウンド草刈り）

野尻の家 6月19日 参加４人
いきいき 7月18日 参加４人
6月、7月とも来所者多く交代しな
がら傾聴、楽しく話し合えた。

草津川跡地公園 常盤小学校栗東傾聴

新会員(38期生)歓迎懇親会 開催決定！

http://lacadia-dousoukai.com/


 

 

 

 

 ※印を付した活動計画は、「支部だより」8 月号の折り込み資料で詳細をご覧ください。 

開催日時 活動計画・イベント 開催場所 内容 

9/14(木) 

12:45～16:00 

第 7期サポート隊総会※ 

  14:40～ 記念講演 

レイ大草津校 大教室 今年から卒業生にも参加依頼あり。 

サポート隊の活動報告など 

10/5（木） 

13：30～16：00 

ノルディックウォーキング体験会※ 

 （健康スポレク部主催） 

草津川跡地公園 

  ｄe愛広場北口 

講習後、3～4km のポールウォーキン

グをします。 

10/12(木) 

10:00～14:00  

新会員歓迎交流会※ 

歓迎説明会 10:00～11:45 

歓迎懇親会 12:00～14:00 

 

まちづくりセンター309号室 

あたか飯店 

 

 

歓迎懇親会の参加費 

会員 3000円、新会員 2000円 

10/13（金）～15（日） 
作品展・活動展※ 

 （文化研修部主催） 

草津市立図書館 

3階ギャラリー 

多数の出品をお願いします。 

10/16(月) 
秋季グラウンドゴルフ大会※ 

 （健康スポレク部主催） 

三ツ池運動公園  

10/23 (月) 

 13:30～15:30 
草津・栗東支部 理事会 西一会館  

10/27(金)、28(土) 
平成 29年度「関西広域連合内 

 シルバー大学校共同講義」 

徳島市（1泊） 

 詳細はメールで案内 

費用：参加費 6000円と交通・宿泊費 

申し込み〆切り：9/22(金) 

11/6(月) 

9:30～15:30 

レイ大同窓会本部主催 

 「地域活動事例発表会」 

近江八幡市 

 ひまわり館 

今回の草津・栗東支部からの発表は

丸林氏です。 

多数のご参加をお願いします。 

11/16(木) 
ディスコン交流大会 

 （健康スポレク部主催） 

草津市野村市民体育館  

11/27(月) 
秋のハイキング 

 （健康スポレク部主催） 

 コースは未定 

12/1(金) 
第８回歴史探訪会 

 (文化研修部主催) 

西近江路 

(JR大津駅～近江神宮) 

約 7km のコースを予定 

12/25(月) 

 13:30～15：30 

草津・栗東支部 理事会 西一会館  

 

同窓会関連活動スケジュールの案内 
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ノルディックウォーキング体験会と実技 

日時：10月 5日（木）13：30～16：00 

場所：草津川跡地公園 ｄe愛広場北口（イベント広場）同窓会のぼり目印 

 エレベーター上がってすぐ！ 

持物：飲み物（ポールは準備します）歩きやすい靴 

参加資格：会員、家族、知人、在校生 

参加費：無料（申し込み必要） 

申し込み先：中橋まで 090-3038-4523  メール：minato3139@yahoo.ne.jp 

           ポールの準備のため前日までにお願いします。（当日でも可） 

駐車料金：１時間無料その後 30分毎に 100円（6：00～22：00）東口 40台、西口 60台 

内容：準備運動と簡単な講習後旧草津川沿いを 3～4kmポールウオーキングします。 

   ４月にオープンした草津川跡地公園、ウォーキングには最高の季節、四季折々の草花 

   で季節を感じる事が出来ます。是非この機会にご参加下さい。 

 

秋のグラウンドゴルフ大会 

同窓会の会員だけでなく、多くのご参加をお待ちしております。 

新会員の皆様には、この機会に参加ください。同窓会デビュー 楽しいですよ！ 

未経験者、女性、会員配偶者も大歓迎、 

レイ大在校生（草津・栗東に在住）の参加もＯＫ！ 

日時 ： 10月 16日（月） 13：30～17：00 （受付 13：00） 

               「雨天延期のとき ： 10月 23日 （月）」 

場所 ： 三ツ池運動公園（芝生） 草津市西矢倉 1-3-1 TEL561-8555 

注） 今回は三ツ池運動公園に変更していますのでご注意下さい。 

参加費 ： 会員 ３００円  ★配偶者・在校生 ５００円 

持ち物 ： 用具（プレーに必要なもの） 

※ ラウンド終了後成績発表とお茶とお菓子で懇親会を予定しております。 

 （注）用具をお持ちでない方は準備します。（申し込みの際にその旨連絡下さい） 

 申込方法：会員皆様の学区理事宛電話等で 10月 9日までに申し込んで下さい。 

（理事の方は担当、山元・中橋までご連絡ください） 

山元：TEL564-4672 メール papi-remon@ares.eonet.ne.jp 

中橋：TEL563-3432 メール minato3139@yahoo.co.jp 

注：当日の申込は、組み合わせ表に使う名札を事前に作成し賞品を購入するので、必ず参加者

は締切日までにお申し込み下さい。 

健康スポレク部からのご案内 

 

mailto:申し込み先：中橋まで%20090-3038-4523%20　メール：minato3139@yahoo.ne.jp


 
 
滋賀県レイカディア大学同窓会 

草津・栗東支部 

作品展示  園芸 農作物 陶芸 書 絵画 切り絵 絵手紙 

俳画 大津絵 押し花 造花 短歌 俳句 写真 

手芸紙芝居 工芸など 

活動紹介 町内会 老人会 スポーツ 子供会 同期会 

福祉など 

 

問い合わせ先 レイカディア大学同窓会 草津・栗東支部 

支部長       河前 良和 565-4525 

文化研修部長 浦山 増二 553-6473 



 

  レイカディア大学同窓会 草津・栗東支部  

 

 作品展・活動展のご案内  

 

日頃の活動や作品の成果をご披露頂く絶好の機会です。出展にはなんら制約はございませんので

ご家族の作品も大歓迎です。ぜひ多くの方々のご出展をお願いいたします。 

 尚、今回は出展されない方も会場にお越しいただき、この場を会員相互の交流・親交の機会とし

て頂きますよう期待しております。 

１．場所：草津市立図書館 3階大ホール 

２．日程：平成 29年 10月 13日(金) ～10月 15日(日) 

日 時間 内容 

 

13日（金） 

 

10時～11時 会場設営（文化研修部） 

11時～13時 作品搬入・展示作業（出展者全員） 

13時～17時 一般公開 

14日（土） 10時～17時 一般公開 

15日（日） 
10時～1６時 一般公開 

1６時～1７時 作品搬出・会場撤収(出展者・文化研修部) 

３．お願い：会場への搬入・搬出は、誠に恐れ入りますが上の日程表に従い時間厳守のうえ 

出展者のご協力を宜しくお願い致します。 

 

-------------------------------------------------------きりとり-------------------------------------------------------- 

 出展票       学区担当理事さま宛て  ９月末日締め切り 

学区 卒期 学科 氏名 

出展品 作品タイトル 

①   

②   

③   

④   

⑤   

  各学区の理事さま お取りまとめをよろしくお願いします。 



平成29年8月28日

       同窓会会員の皆様

レイカディア大学同窓会　草津・栗東支部

　　　新会員歓迎交流会開催ご案内

３8期生が卒業され、同窓会に入会されるにあたって、会員の皆様のご参加をいただき、

　　　　　ご一緒に歓迎交流会を開催いたしたいと存じます。下記のとおりご案内いたします。

　　　　　

　　　記

　　　　１．　日時　　　　　10月１２日（木）　１０：００～１４：００

　　一部　　歓迎説明会　　１０：００～１１：４５

　　二部　　歓迎懇親会　　１２：００～１４：００

　　　　２．　場所 　　一部 草津市立まちづくりセンター　３０９会議室（草津市西大路町９－６）

（ＪＲ草津駅西口から徒歩３分　エストピアホテル近く、電話　５６２－９２４０）

（駐車場が狭く常時満車状態のため、自転車やＪＲ等利用ください）

　　二部 あたか飯店（栗東市小柿７－９－１１）（電話 0120-411-272)

（まちづくりセンター・あたか飯店　間　送迎あり）

　　　　３．　内容　　　一部 （１） 同窓会の概況説明と質疑応答

（２） 新会員の部会登録、３８期理事選出

　　 　　二部 （１） 食事、懇談

            （２） 自己紹介、意見交換

（３）　その他（検討中）

        ４．　参加費　　　　　３０００円　（ただし、新会員は２０００円）

　　　　５．　参加申込　　　学区理事宛　１０月２日までにご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（理事の方は、総務広報部長までご連絡ください）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（都合により二部のみ直接ご参加の場合はその旨ご連絡ください）

　　　　６．　その他　　 　　 （１）新会員の方へは、別途案内いたします。

（２）新会員の名簿は、９月中頃入手予定です。

（３）理事の方は、恐縮ですが一部、二部ともご参加をお願いいたします。

（４）２９年度第１回の地域交流会は、新会員を迎えて開催してください。

　　　　　　　　　　　　　　以上



レイカディア大学              平成２９年８月吉日 

卒業生・在校生の皆様 

レイカデイア大学草津校サポート隊 

隊長 岩﨑 正幸 

第 7期サポート隊総会（全体説明会）のご案内 

盛夏の候、レイカディア大学卒業生・在校生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。 

 日頃はサポート隊活動にご支援・ご協力を賜り、有難うございます。 

 さて、サポート隊活動も各位のご協力のもと、第７期も期末を迎え引き続き

第８期への活動へ移行するに当たりまして、サポート隊の総会（全体説明会）

を下記のとおり開催します。 

 本年は全体説明会の後、記念講演として地域文化学科講師であります西本 

梛枝先生に「滋賀の歴史と文化」と題しての講演をお願いしております。 

 卒業生・在校生の皆様、今年から全体説明会と記念講演にオープン参加して

いただけることにいたしました。今のサポート隊はどんな活動をしているのか

を知っていただける機会でもあります。 

 各位におかれましては何かとご多用のことと存じますが、ぜひご出席賜りま

すよう、宜しくお願いいたします。 

記 

会 議 名   第 7期サポート隊総会（全体説明会） 

開催日時      平成２９年９月１４日（木）  １２：４５～１６：００ 

開催場所   レイカデイア大学草津校  大教室 

当日スケジュール 

       12:15～12:45  受付 

       12:45～13:15  学科ミーテイング（サポート隊員のみ） 

  ＜サポート隊員以外の方は 13:15 以降大教室に入室できます＞ 

       13:30～14:30  第 7期サポート隊総会（全体説明会） 

① 第７期の活動報告（DVD）＆会計報告 

② 第７期の総括（サポート隊及び事務局） 

③ 第８期活動計画、予算説明 

④ 質疑 

⑤ 現役員挨拶 

⑥ 新役員紹介 

       14:40～15:40 記念講演 

              西本 梛枝氏  文筆家 旅行作家 

                  レイ大地域文化学科講師 

           「滋賀の歴史と文化」 
 

 サポート隊以外の卒業生・在校生の方は 13:30 からの全体説明会および記念

講演に参加していただきます。多くの方のご参加をお待ちしております。 

以  上  


