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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

支部理事会(12/25)の報告
主な検討・連絡事項を報告します。

(河前支部長）

１．41期学生募集を同窓会として協力

する方法を検討した。ビラの配布、

支部だよりへの掲載など。

２．在校生との交流を進めるために同

窓会活動への参加の誘い等行う。

本部常任理事会(1/24)の報告
主な検討・連絡事項を報告します。(河前支部長）

１．会則の改定（主に組織）を検討し事務局の設置、部会の再編（総

務・研修、広報・情報、地域活動の三部会制）等を総会に付議す

ることにした。

２．県下の環境美化団体（「美しい湖国をつくる会」、事務所は県庁

内）に加入して同窓会としての地域活動をすることにした。

３．支部としての地域活動に対し5000円の推進費を本部から受けた。

部会別 全体集会 開催 1/22 まちづくりセンター

総務広報部会（8名出席）
主に今後の「支部だより」の発行方針と体制について

討議した。発行方針は今後も支部活動、会員紹介、レイ
大関係の記事を中心に会報としての充実を目指し、従来
より会員記事の充実を図ることを確認した。また、カラ
ー版発行の体制を継承するため、早い機会に新メンバー
加入の働きかけと1年程度の引継ぎ期間を設けることで
対応して行くことにした。

(大西 部会長）

健康スポレク部会（11名出席）
今回の集会において、「カラオケ同好会」「グラ

ウンドゴルフ同好会」を新たに立ち上げることが採
択され、早速第1回目を2月中に開催することを決定
した。これら同好会の活動は会員の親睦と、レイ大
の在校生にも参加を働き掛け交流と卒業後の同窓会
への入会につなげることも目的とする。

（中橋 部会長）

地域活動部会（6名出席）
30年度の計画を主に討議した。草津川跡地公園・草

津宿場まつり・草津街あかり華あかり夢あかり・栗東傾
聴・各ボランティアの３０年度継続実施が承認された。

栗東での新たなボランティア・その他当年だけの特別
ボランティアもその都度検討、対応することになった。

役員改定は部会長が２期４年実施のため、新部会長に
佐々木奉昭(34期園芸)氏が推薦され了承された。

(川井 部会長）

文化研修部会（9名出席）
今後の文化研修部会の運営方法と30年度の事業計

画について話し合った。従来の事業は継続する方針
とし、新規事業として高齢者対象の健康・防災・認
知症などの勉強会、講演会の実施、陶芸教室の開催
などを検討することにした。また、活動展・作品展
は運営方法を理事会も関与する方向で依頼する。

（浦山部会長）

部会ごとに分かれて、29年度の事業活動と会計収支報告、３0年

度の事業計画、予算などについて話し合った。今回は特に部会運営

や新規事業についての議論が活発でした。
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理事紹介コーナー 38期期別理事

乾 元久（38期園芸）

38期同窓生の理事を仰せつか

りました乾元久です。私はレイ

カディア大学での2年間の園芸

学科生活を通して多くの皆さん

と知り合いになりました。卒業

後もこの絆を大切に、また先輩の方々との交流を図り

たいと思い同窓会に入りました。

期別理事としての役割を私なりに理解すると、まず

は38期生の忌憚のない意見を集約し同窓会に反映する

こと、次に同窓会に対し楽しく参加できる環境作りを

することであろうと思っています。

レイカディア大のコンセプトである“地域社会に貢

献する“ことを念頭におき活動するつもりですので皆

様よろしくお願いします。

矢倉②学区理事

太田禮子（37期健康）

平成23年4月に地域サロン

「ミックス」を立ち上げたので、会

員の皆様に少しでも役に立ちたいと

迷わずレイカディア大学の「健康づ

くり学科」に入学しました。あっという間の2年間で

した。また、在学中に最愛の主人と永久の別れがあろ

うとは想像もしませんでした。

同窓会はクラスメイトの入会を知り、私も自然に入

会しました。近所に同窓生が多いことから会報の配布

を頼まれ、快く引き受けました。そのことが即理事に

なるとは判っていませんでした(小笑)。同窓会に入会

して交際範囲が広がったこと、幅のある人間関係が得

られたことに大変満足しています。これからも時間が

許す限りいろんなボランティア活動を経験したいと思

っています。

残りの人生を楽しく、いつも笑顔で、健康に気をつ

けて、感謝を忘れずに過ごしたいと思います。

老上➁学区理事

中野勝巳 (28期文芸)

2003年に草津市社協の勧めも

あり“拡大教科書作り”をしました。

パソコンが世に広まり始めた時で、

難しかった記憶があります。

ハローワークの講習や他の講習に

も参加しましたが、Ｂ5の教科書をＡ4にするのに苦労

しました。特に、絵・写真入りの部分はリーダー的女性

(元ソフト経験者)との関わりがうまくゆかず中途で断念

しました。

草津市の生涯教育で2年、アルバイトを2年ほどして

からレイカディア大学の文芸学科を勧められ、子供時代

に少し触れた書道、短歌をやることにしました。書道は

明治の書聖日下部鳴鶴を仰ぐ先生、短歌は結社「覇王

樹」の先生など、立派な先生に恵まれました。

学友とは月1回近くのハイキング（観音寺、音羽山、

佐和山城、小谷城、鏡山等々）に行き、良い思い出とな

っています。また、県の緑サポーターとして新旭の湖岸

の補修、赤坂山湿原、樹木医の見学会など随分滋賀県の

自然に触れることができました。

自治会長や混成コーラス、カラオケ、書を親しむ会な

ど町内活動にも参加してきました。これからも少しでも

元気に歩くことができ、声が出せるように、頑張りたい

ものです。

山田学区理事 36期期別理事(兼任)

中橋民男（36期健康）

レイカディア大学に入るきっ

かけは、くさつ健・交クラブの

サークル活動でレイ大の卒業生

に勧められ、また病気をした後

で健康に興味があり健康づくり

学科に入学しました。

レイ大に入るまで地域活動には興味がありませんで

した。入学後、各種活動に参加し地域社会とのふれ合

い、在学中のくさつ健・交クラブのボランティア活動

でサークルのみなさんとの交流・運営会議の参加など

自分にとって良い経験ができたと思っています。卒業

後も同級の皆さんと月1回会い、いろいろな活動を楽

しんでいます。

同窓会に入りすぐに健康スポレク部会の部会長と山

田学区の理事を仰せつかり、私に務まるか不安でした

が、前任者のサポートと委員の皆様のご協力で、現在

に至っています。健・交クラブでは、ノルディックウ

オーキングの指導員と卓球サークルのボランティアを

しています。個人では「よもやま劇場」に入り自治会

や老人クラブ、介護施設の余興で歌っています。昨年

は45公演をこなしました。健康スポレク部会でも30年

度の事業計画でカラオケ同好会とＧゴルフ同好会を立

ち上げる予定です。カラオケは介護施設でも認知症予

防やストレス解消に現在取り入れられています。歌と

音楽が高齢者の介護予防に効果があることが解ってき

ました。歌の力はすごいと実感しています。カラオケ

好きの方の連絡を待っています。会員皆様のご参加よ

ろしくお願いします。
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治田７、治田西３、治田東１の計11名が参

加し、コミュニティーセンター治田で開催し

ました。お菓子とコーヒーを飲みながらの歓

談で各人の現状報告と今後の抱負などを話し

合いました。またレイカディア大学同窓会に

おける草津・栗東支部の位置づけ及び事業活

動等の説明を行い積極的な事業の参加を要望

しました。

その後「地域サポーターと小学生の交流」

を図る目的で治田小学校を花で飾ろうという

呼びかけが小学校からあったことを伝え、内

容について討議しました。「治田小学校サポ

ーター」としてレイカディア大学同窓会から

数名が参加することを決定しました。早速、

12月26日(火)に参加メンバーが集まり花壇の

整備を行いました。今後も継続して活動を行

いたいと思います。

（文：青柳公夫）

治田・治田西/東・金勝学区合同交流会 12/5

地域活動部会 活動紹介「栗東傾聴」

栗東傾聴は地域活動部会のボランティア活動です

が、少し説明させていただきます。栗東地域の活動

として、栗東市ボランティア市民活動センターに相

談し、提案いただいた1つがこの「傾聴」です。

初めて聞く言葉だったので、いろいろ詳しく説明

いただき、やりがいがありそう、役に立てそうと思

い、具体的に指導を受けました。

傾聴活動の相手となるのは、デイサービス等の施

設に来られる人生の先輩です。いろいろお話しをお

聞きし、またお困りのことについては励ますことに

より楽しいひと時を過ごしてもらっています。

傾聴の時間は施設によって午前中の入浴時に職員

が手薄になる時間であったり、昼食後の団欒の時間

であったりとご希望はいろいろあります。傾聴はど

のような時間でも楽しいひと時となるように心がけ

ています。

現在は、ボランティアセンターから事前に施設を

紹介され、要望のある7か所を順番に部会のメンバー

4～6人で巡回訪問しています。

12月と1月の活動を休み、他の月は月1回訪問して

います。2月で5回目を終える予定です。2、3月には

在校生のお一人が体験したいと申し込みがあり、同

行を予定しています。是非、栗東の会員のご参加を

お願いします。 （文 川瀬 幸雄）



「レイカ星目会」は、囲碁を趣味とするレイカデ

ィア大学OBの会員51名と現役準会員15名の同好会で

す。定例総会と新春囲碁競技会が佐川急便保養所(レ

ーク佐川)で開催され31名が参加しました。総会、競

技会と表彰式そして懇親会で大いに盛り上がり、さ

らに宿泊者は宴会後のカラオケや囲碁で楽しく過ご

しました。競技会はＡ、Ｂ2クラスに分かれて各人4

回対局しました。当支部会員は6名が参加し、Ｂクラ

スで井岡氏が４戦全勝で優勝しました。

レイカ星目会の創設は、私を含む数名の22期生が

在学中に同好会を結成したのが始まりです。卒業後

もOB会で活動すると共に、当時レイカディア大学で

開催されていた囲碁講座の参加者も加わり「レイカ

星目会」となり、結成20年になろうとしています。

レイカ星目会は会則により、定例会の開催(毎週水

曜日)や年会費(1800円)を定めています。また役員の

お世話により年4回の競技会が開催されます。

囲碁愛好家の想いを伝える江戸時代の川柳「碁敵

は 憎さも憎し懐かしし」はよく知られています。

囲碁を趣味にしておられる方にご入会をお勧めし

ます。同好会一同でお待ちしています。

（文 22期 吉田 進）

囲碁同好会 「レイカ星目会」 平成30年総会&新春対局競技会 １月２４・２５日

ボランティア活動報告 「治田小学校サポーター」 校庭花壇の整備 (4回目2月2日実施)

食堂での懇親会
↓

Ｂクラス決勝戦で
奮戦中の井岡氏（左）→

栗東市立治田小学校は創立100年を超える歴史ある

学校です。地域振興協議会の提案により「治田小学校

サポーター」を募集していました。12月5日の同窓会

治田地区交流会(前頁記載)で青柳理事から「治田小学

校サポーター」の話があり、早速学校の中庭整備に数

名が参加することになりました。

12月26・27日の準備作業に続き、1月15日はパンジ

ー植え付けを学童栽培委員と共同で作業しました。

治田小学校の象徴瓦1月15日パンジー植え付け 2月2日表玄関側の草刈り
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※ 会員の訃報連絡をお願いします。 誰が、いつ 総務広報部会長 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

レイカ星目会の参加者

2月2日はサポーター単独で校庭の一角の草刈りを行

い、作業後校長室で次回の計画等を学校側と打合せし

ました。

活動日時は3~6年の学童栽培委員の日程に合わせて

いますが、必ずしも共同作業となるわけではありませ

ん。サポーター登録者は現在6名（同窓会会員4名）で

す。同窓会の皆様の参加をお願いします。

(取材 吉田 進)

http://lacadia-dousoukai.com/


 

文化研修部会 

第 9 回歴史探訪会のご案内 
矢橋道を訪ねて･･･矢橋港跡～矢倉道標～南草他駅 

 

｢勢田を回れば三里の回りござれ矢橋の舟に乗ろ｣と俗謡に歌われ、大津～草津への 

近道として知られた矢橋道。今回は矢橋港跡から近辺の史跡を訪ねつつ東海道矢倉へ。 

矢倉からは、JR南草津駅までの東海道に残る史跡も訪ねます。 

 （矢橋は「もののふの 矢橋の舟は早くとも 急がば回れ勢多の長橋」でも知られます） 

 

   日  時  平成 30 年 5 月 9 日(水)   少雨決行 

    

   集  合  ＪＲ草津駅 改札口９：45（西口発 10：00 バス乗車の為時間厳守） 

                      →矢橋北口下車 

 

   行  程  矢橋北口バス停→清浄寺(梅川墓)→石津寺(重文)→矢橋港跡(突堤、常夜灯、

イチョウ)→鞭崎八幡宮(膳所城門…重文)→芦浦道道標→猿田彦神社（立葵紋

瓦）→天満宮(ムクロジ)→若宮八幡宮→矢倉公民館(昼食)→矢倉道標→稲荷神

社→一里塚跡→南草津駅 

 

   距  離  約６ｋｍ 

 

   費  用  バス代金 230円 （各参加者でお支払いください）   

公民館使用料（支部にて負担予定） 
 

     

    ※ 弁当各自持参 （昼食場所は矢倉公民館をお借りします） 

    ※ コース中の史跡は文化研修部会・石田が案内させて頂きます。 

                        

                 き  り  と  り  せ  ん                                                                      

      参加の申し込みは下記まで 

          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 

         お申し込みの時 参加者の電話番号（固定と携帯）お願いします。 

締切り  4 月 30日までにお願いします。 

mailto:urayama11111@gmail.com
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1517280892/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2themUtc29yYS5jb20vc296YWkvc3ByaW5nLzVmdWppL2JnX2Z1amlfazA1LmdpZg--/RS=^ADBOxAypzy1OUkV0xATWP4xRqmftZI-;_ylt=A2RCCzT8jG5aDioA7g.U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1517382195/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2dpbWcuZ29vLm5lLmpwL3VzZXJfaW1hZ2UvNzIvMWEvNzYyZTNiODUzYmY4MTE1MzE3YWVkYjJjMmM1OTJkYTAuanBn/RS=^ADByCTH4w4Ifc6dcrfpW0uOCj93Ac8-;_ylt=A2Rivb2yGHBa_XsA7AuU3uV7


 

 

 

開催日時 活動・イベント内容 活動場所 内容 

3/7(水) 

 9:00～11:30 

草津川跡地公園 

  園芸ボラ(グラッシー) 

草津川跡地公園 

 にぎわい活動棟付近等 

除草、植栽の植え付け、剪定など 

(地域活動部会) 

3/19(月) 
栗東傾聴(ボランティア) 栗東市内のデイサービス 

 

デイサービス来所者との傾聴活動 

1～2 時間程度(地域活動部会) 

3/26(金) 

13:30～15:30 

引継ぎ会議 西一会館 新旧三役＆部会長 

4/14(土) 

 9:00～11:30 

草津川跡地公園 

  園芸ボラ(グラッシー) 

草津川跡地公園 

 にぎわい活動棟付近等 

除草、植栽の植え付け、剪定など 

(地域活動部会) 

4/16(月) 
栗東傾聴(ボランティア) 栗東市内のデイサービス デイサービス来所者との傾聴 

1～2 時間程度(地域活動部会) 

4/20(金) 

9:50～12:00 

支部 定期総会 まちづくりセンター 

301 会議室 

２９年度事業報告と収支決算 

３０年度事業計画と予算 

役員改選 

4/29(日) 

 9:00～16:00 

第 50 回 草津宿場まつり 

 ボランティア募集 

第50回記念として大々的に

開催される予定です 

草津本通周辺          

 

会員の多くの参加をお願

いします！ 

活動内容については市役所と打ち

合わせ中 

活動は午前と午後に分けることも

あります (地域活動部会) 

5/9(水) 
第 9 回 歴史探訪会 

 「矢橋道を訪ねて」 

JR 草津駅 改札口 

 9:45 集合 

詳細は折り込みチラシを参照 

(文化研修部会) 

5/16(水) 予定 

13:00～16:00 

同窓会本部 定期総会 レイカディア大学草津校 

大教室 

２９年度事業報告と収支決算 

３０年度事業計画と予算 

長寿者慶祝、役員改選、会則改定 

5/21(月) 

13:30～16:00  

春季グラウンドゴルフ大会 三ツ池運動公園 3 ラウンド終了後表彰式と懇親会 

(健康スポレク部会) 

6/4(月) 

10:00～15:00 

春のハイキング 湖南市 湖南三山 国宝善水寺と重要文化財を巡る 

(健康スポレク部会) 

6/23(土) 
陶芸教室 なごみの郷 (文化研修部会) 

6/25(月)予定 

13:30～15:30 

草津・栗東支部 理事会 西一会館  

 

7/12(木) 

13:30～16:00 

ノルディックウオーキング 草津川跡地公園 

de 愛広場 現地集合 

N ウォーキングの講習後草津川沿

いを歩く(健康スポレク部会) 

7 月予定 
高齢者向け勉強会  (文化研修部会) 

8 月予定 
びわ湖湖上遊覧 琵琶湖汽船 (文化研修部会) 

9/7(金)～9(日) 

 予定 

作品展・活動展 草津市立図書館 (文化研修部会) 

未定 
ディスコン交流大会 膳所市民センター 大津支部との交流大会 

(健康スポレク部会) 

注）１．6 月以降の行事は、年間の概略計画として記載 

  ２．各種行事への参加申し込みは、各部会長(電話・メールは会員名簿を参照)に連絡ください。 

(5) 第 131号                          草津・栗東支部同窓会だより               平成 30年 2月 26日 

同窓会関連活動スケジュールの案内(３～9 月) 


