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総務広報部発行草津・栗東支部だより

(1) 第129号 平成29年10月23日

レイカディア大学同窓会

支部理事会（8/28）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．会員への部会登録制度は、現在はあまり機能していないため見直したい。

ただし、同窓会のあり方等根本から考えて見直す必要がある旨の意見が出された。

なお、現在の総務広報部等の名称を総務広報部会等と分かり易くする。

２．次期支部長等三役、ＨＰ担当者の候補者選び（依頼）を開始する。

推薦や立候補をお願いする。

３．会員名簿の充実のため、地域活動・趣味活動欄の追加・更新を要請していく。

まだ地域活動・趣味活動を提出されていない方、情報非公開の方についても開示をお願いしたい。

本部合同理事会（9/11）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．部会の分掌業務、部会の再編成を中心とした会則の改定を検討した。

４部会制を３部会制（総務部と研修部の統合）移行について賛成が多数を占めた。

２．38期生の同窓会入会率の悪化（米原校関係支部、草津・栗東支部）に伴う対策（努力）を検討した。

在校中の声かけ、説明の機会作り等必要と支部から説明があった。（当支部：卒業生２７名中入会者１４名）

３．10/3にレイカディア大学の第40期生入学式があった。草津校１３０名 米原校５９名入学

38期生新会員歓迎交流会 １０月１２日

支部活動説明

参加された新会員のみなさん

楽しくビンゴゲーム

歓迎！

新会員9名、会員・役員20名が出席。午前(10:00～12:00)は同窓会と支部の活動についての説明会と新会員の自

己紹介などで交流をはかり、午後(12:30～14:00)はあたか飯店に場所を移して懇親会を開催しました。宴会の席

では会話が弾み、またビンゴゲームでも大いに盛り上がりました。
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理事紹介コーナー

草津学区 理事

山口 尚孝（32期健レク）

退職後の事など考えず仕事人間のま

ま65歳で退職、シニアの生き甲斐探し

を始めた。市の広報、公共施設等で情

報を集め淡海未来塾、栗東自然観察の森を受講した。

レイ大の園芸学科は落ちた。自治会では副と会長で４

年間やりながら、その中で再度レイ大に応募したが受

かったのは、第２希望の健レク学科だった。菜園と花

壇づくりをしていたので、園芸を勉強したかったが、

これからはシニアの健康管理も大切と考え直し入学し

た。クラスでは紀要委員を担当し、クラスの卒論を校

正製本にした。この時60歳の手習いで覚えたパソコン

が役に立った。卒業後、サポート隊で広報を2年間担

当した。同窓会支部の事は判らないまま理事に推され

た。趣味はカメラ、水彩画を数年前より始めた。自然

観察の森で「友の会」のボランティアで絶滅危惧種の

ササユリ研究会を立ち上げ11年目に入った。支部活動

への参加は作品展とＧゴルフぐらいだったが、今後は

他の活動にも参加をしようかと考えている。

笠縫東/常盤学区理事

柴田 茂壽（24期陶芸）

親戚の勧めで2002年に陶芸学科に入

学しました。在職中は自分勝手な人生

を過ごしてきた私が初めて「意のまま

にならない陶土」に出会い、戸惑いと挫折の連続で悪

戦苦闘する姿をみて先生や指導員も手を焼かれたこと

と思います。それでも必修講座で聴く地域社会との係

わりやボランティア活動の大切さを学べたことは定年

後の人生の原動力になりました。今も24期陶芸学科の

仲間とは研修旅行、ＢＢＱパーティーや飲み会で昔と

変わらぬ交流が続いています。子どものころから知っ

ていたつもりの草津に潜んでいる歴史の重みを再発見

して驚き、街行く大勢の人々との出会いからエネルギ

ーを頂けたのもレイ大同窓会のお陰と感謝です。元職

場のＯＢ会総会が半年ごとにありますが同僚にレイ大

同窓会活動のことを聞かせると皆一様に羨ましがりな

んだか自分が偉くなったような錯覚をおこします。こ

うして元気でいられるのも「レイ大同窓会との出逢い

があればこそ」と最近になって感じています。

今年の作品展・活動展は、新たに各部会や個人の活動展示、あるいは園芸の盆栽、植木など従来より多彩な出

品があり、20～38期生まで幅広い会員の作品80余点（総点数130数点）が展示されました。会場は諸兄の交流な

ど華やかな雰囲気で盛り上がり、120名の来場者で賑わいました。

草津・栗東支部同窓会作品展・活動展開催 10月13日～15日



地域活動(ボランティア)団体の紹介 № ３
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ー 立ち上げの経緯 ー

貴重な財産である民具が時の経過と共に価値が薄れて使い方もわから
ず収納する場所もないことから処分されようとしている状況を知り平成
26年6月に先輩(29期文芸)の呼びかけで当初10名(内レイ大卒業生は5名)
の仲間が集まり、玉川小学校の資料室に保管されている民具を表舞台に
出し、語り伝え伝承して行こう等々の意見が続出し活動を始めました。

ー 活動内容 ー

会員は現在9名(男性4名、女性5名)、会長 山上和美さんを中心に玉川地
区を拠点として、毎月2回の定例会議と調査・研修、そしてボランティ
ア活動を行っています。
１．古くから伝承されてきた「民具」の保存、情報収集への取り組み

玉川小学校に保管されている民具などを整理・収集・データベー
ス化を推進

２．玉川小学校の体験授業への参画
民具を使用した社会科授業、民具の機能や使い方を伝えること
で環境・歴史の学習の一助になればと活動
そのほか、田植え・稲刈り、萩まつりなどの体験実習

３．「民俗かるた（昔の暮らしや民具を絵にし、読み札はその内容を
川柳にして自分たちで手作りしたもの）」「民具」「昔の思い出
映像（懐かしい有名人、出来事など）」を使用して高齢者や児
童などを対象としたサロンでのボランティア活動

ー ボランティア活動の一端を紹介 ー

8月1日に大津市杉浦町(膳所)の西田賢一様宅での高齢者サロンに6名が
出向き、1時間ほどを皆さんと一緒に和やかに過ごしました。
前半は「民俗かるた」でかるた取りをしたり、昭和時代に生活の中で

使用していた「民具」を手に取ってもらうことで、また後半は「昔の思
い出映像」をプロジェクターで映し出して懐かしい有名人や出来事など
の話題を提供し、昔ばなしに皆で盛り上がって楽しく語り合いました。

活動に興味のある方、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：山上和美まで ☏ 077-576-2760

ホームページ：http://kayo-ko.wixsite.com/hurusato-tamagawa

ふ る さ と 玉 川 「 民 具 を 照 ら す 会 」

ふるさと玉川「民具を照らす会」で活動されている玉川(桜ヶ丘)学
区の櫻木 勇さんと会長の山上和美さん(31期地文)より会の立ち上げの
経緯、活動内容を伺いました。

＊民具(みんぐ)とは、民衆の日常生活における諸要求にもとづいて作
られ、長いあいだ使用されてきた道具や器物の総称。

櫻木 勇さん

今回はふるさと玉川「民具を照らす会」の活動を
8月1日の取材を含めて紹介します。

手作りの「民俗かるた」

「民具」豆炭アンカを紹介

「民俗かるた」でかるた取り

会のメンバー

会長 山上和美さん

湖南農業高校で農機具を見学

玉川小学校の田植え実習に参加

http://kayo-ko.wixsite.com/hurusato-tamagawa
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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

瀬田川リバークルーズ&石山寺めぐり 9月3日 ー文化研修部会ー

15名（男性11名、女性4名）が参加。石山寺から乗船
し大津プリンスホテル近くまでの往復のクルーズは天気
のよい夏日でしたが船上デッキは心地よい風に吹かれ快
適な2時間でした。乗船中はガイドのお姐さんによる瀬

9月16日(土)に約2時間、11/2(木)、3(金)に開催される「草津街あかり・華あかり」の主役である行灯の修復作業

に川井部会長ら７名が参加、観光ボランティア協会や商工会など約25名と一緒ににぎやかに作業をしました。

天候が心配されましたが、会員9

名と一般の女性1名の10名が参加。

汗ばむくらいの陽気と時々吹いてく

る心地よい秋風の中、de愛ひろば

～草津川跡地の4ｋｍを約1時間か

けて歩きました。初参加の方もいた

のでウォーキングの講習とストレッ

チを行い出発しました。

会員の皆様でこんな所を歩きたい

との要望があれば来年に計画します

のでお待ちしています。

ノルディックウォーキング体験会 10月5日 ー健康スポレク部会ー

田・大津にまつわる興味深い話も聞けて歴史の再認識
にもなりました。
石山寺は何度か訪れていますが、夏の境内は緑が深

く涼しく感じられるひと時でした。

地域活動部会 活動紹介 9月16日 「草津街あかり・華あかり」行灯修復作業

http://lacadia-dousoukai.com/


 

 

 

 

 

         16 名の方が入会されました。 

 学区名等 氏名  学科 市 

草津第二 南方節子（なんぽう） 陶芸 草津市 

笠縫(野村） 居原田幸治 園芸 B   〃 

笠縫東 田川久夫 園芸 B   〃 

常盤 中村勝子 園芸 B   〃 

南笠東 乾 元久 園芸 A   〃 

南笠東 大﨑壽美子 健康   〃 

矢倉① 土居正幸 園芸 A   〃 

矢倉① 内田譲治 地文   〃 

玉川(桜ケ丘) 岡部 茂 園芸 A   〃 

玉川(野路) 藤岡三惠子 園芸 A   〃 

玉川(野路) 奥井晴喜 園芸 B   〃 

志津 山元喜八 園芸 B   〃 

大宝 深尾正美 園芸 A 栗東市 

大宝西 中村昌司（ひさじ） 地文   〃 

治田 大野唯志 園芸 B   〃 

金勝 村田ヨシ子 園芸 B   〃 

 

 

 

 

活動名 月日 参加人数 時間/人 時間計 

草津川跡地公園ボランティア 8/2(水) 6 名 2 時間 12 

 9/2(土) 6 名 2 時間 12 

栗東傾聴 8/21(月) 5 名 1 時間 5 

草津街あかり・華あかり 9/16(土) 7 名 2 時間 14 

集計(延べ)  24 名  43 時間 
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地域活動部会 ８・9 月活動実績 

新会員(38 期生)の皆様をご紹介します！ 



 

 

 

 

 ※印を付した活動計画は、「支部だより」10 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 

11/2(木)、3（祝） 

 16:00～21:00 

草津街あかり・華あかり 

 あかり銀河 

(地域活動部会の活動案内) 

草津川跡地公園 

 De愛ひろば 

ボランティアの参加をお願いします。 

行灯の配置、点火、見回り、撤去 

連絡先：川井地域活動部会長 

      568-3401 

11/4(土) 

12/6(水) 

 9:00～11:30 

草津川跡地公園 

  園芸ボランティア 

(地域活動部会の活動案内) 

 

草津川跡地公園 

 にぎわい活動棟付近等 

ボランティアの参加をお願いします。 

除草、植栽の植え付け、剪定 

連絡先：川井地域活動部会長 

      568-3401 

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」 

 

多数のご来場を 

お願いします！ 

近江八幡市 

 ひまわり館 

 

今回の草津・栗東支部からの発表

は丸林浩二氏です。 

発表時間：15:05～15:35 

11/16(木) 

 13:30～16:00 

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 連絡先：中橋健康スポレク部会長 

      090-3038-4523 

※詳細は折り込みチラシを参照 

11/20(月) 

12・18(月) 

原則、第 3月曜日 

栗東傾聴 

(地域活動部会の活動案内) 

栗東地区のデイサービス ボランティアの参加をお願いします。 

お年寄りとの懇談 1時間程度 

連絡先：川井地域活動部会長 

      568-3401 

11/27(月) 

 9:00～15:30 

秋のハイキング 

 こんぜ紅葉めぐり 

 （健康スポレク部主催） 

JR草津駅東口 

 9:00集合 

約 9kmのコース 

連絡先：中橋健康スポレク部会長 

      090-3038-4523 

※詳細は折り込みチラシを参照 

12/1(金) 

 10:00～14:00 

第８回歴史探訪会 

西近江路 

 (文化研修部主催) 

JR大津駅 

 10:00集合 

大津駅～札ノ辻～柳ケ崎～近江神

宮 

約 7kmのコースを予定 

※詳細は折り込みチラシを参照 

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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健康スポレク部会からお知らせ 

ディスコン交流大会 
〇日時：11 月 16日（木）13：30～16：00 

〇場所：草津市民体育館（草津市野村 3-2-5 ☎563-1265） 

〇持物：上靴、飲み物 

〇申込：必要（参加費無料）賞品手配のため 

申込先：中橋民男 携帯 090-3038-4523 メールアドレス minato3139@yahoo.co.jp 

〇参加対象者：会員、家族、在校生 

〇締め切り日：11月 12 日（日） 

 前回の大津支部との交流大会は 2 位、今回は大津支部にリベンジするため交流大会を予

定していましたが、先約があるため来年になりました。11/16 日は草津健・交クラブの

ディスコンサークルに交流大会を申し込んでいます。 ディスコンは年齢に関係なく楽

しめる競技です。今後も他の支部やディスコンサークルとの交流を増やし草津・栗東支

部の活性化を実現するため、会員皆様のご参加をお願い致します。 

 

秋のハイキング こんぜ紅葉めぐり 

●日 時：11月 27日（月） 9：25 出発～15：30時頃草津駅解散 

●集合場所：草津駅東口（近鉄デパート前） 9時までに集合場所に集まって下さい。 

●帝産湖南バス：草津駅発（コミセン金勝行き）→9：25～9：44御園 中村バス停下車 

往復の交通費等は各自ご負担ください。バス代金 400 円×2＝800円 

●参加対象者：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をお願いします。 

  申込先：中橋民男 携帯 090-3038-4523 メールアドレス minato3139@yahoo.co.jp 

●持ち物：飲み物、雨具、歩きやすい服装、靴等 

昼食は各自が準備ください（中村バス停にファミリーマートがあります） 

●当日の天候：小雨は決行します。警報が出たときは中止 

  🚻          🚻             🚻 

① JR草津駅  →  ②中村バス停   →   ③大野神社 → 
9:25 発(帝産湖南バス)  9:44着(ハイキング開始)  10:15(栗東のホットスポット) 

くぼん 

④春日神社 → ⑤金勝寺里坊 → ⑥九品
く ぼ ん

の滝（湖南地方最大） → 
10:45        11:15～11:30 

         🚻                       🚻 
⑦片山 →  ⑧金

こん

胎
たい

寺（重要指定の仏像） → ⑨旧道散策 →中村バス停  
        12:20（昼食休憩）～13:00     14:57又は 15:27（乗車） 
 
→  ⑩JR草津駅 

15:24 か 15:54解散 

その他 

 •ハイキングは約 5時間コースで、歩行距離約 9ｋｍ  

 •大野神社はジャニーズ嵐のメンバー大野君が来て有名になり全国のファンが 

来るようになった。 

mailto:メールアドレスminato3139@yahoo.co.jp
mailto:メールアドレスminato3139@yahoo.co.jp


   

 

文化研修部会 

第８回歴史探訪会のご案内 

北国海道(西近江路)･･･札の辻～柳ヶ崎～近江神宮 

京と北国を結ぶ重要な道・北国海道(西近江路)には多くの史跡が点在します。 

今回は始点の札の辻～柳ヶ崎～近江神宮まで約７㎞を歩きます。 

 

   日  時 平成 29 年 12月 1日(金)  少雨決行 

   集  合 ＪＲ大津駅 改札口  10：00       

行  程 ＪＲ大津駅→大津宿本陣跡→札の辻→北国町→琵琶湖疏水→ 

三尾神社(双烈連芳碑)→長等小学校(湖南塾碑)→大門通→ 

われは湖の子碑→観音寺町・尾花川町(川瀬太宰邸宅碑)→ 

161号線→ 柳ヶ崎湖畔公園(昼食)→近江神宮→大津宮錦織遺跡→ 

京阪近江神宮前駅 14：00頃  解散  

参加費はありませんが 近江神宮：時計館・宝物館見学の場合は 300円です。 

    ※ 上記の時間は大凡です。 

    ※ 各自お弁当を持参して下さい 

    ※ 往復の交通費は各自にてお願いします。 

    ※ コース中の史跡は文化研修部・石田が案内させて頂きます。 

         

    参加申し込み 

       浦山増二宛 メール urayama11111@gmail.com 

                        F a x   077-553-6473                       

       ご家族・お友達もご一緒にどうぞ 

       参加者の電話番号（固定と携帯）お願いします。 

             締切り  １１月２５日までにお願いします。 

 

mailto:urayama11111@gmail.com

