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本部総会で草津・栗東支部では1名の方が米寿慶祝を受けられました。

同窓会本部 平成30年度定期総会 開催　(5/16)

　出席者104名(草津栗東支部から14名)の出席のもと、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た。
　今年度は新体制が発足し、心機一転、会員および役員一同一致団
結し「オールレイ大で未来へ向かって天翔けよう！」のキャッチフ
レーズに各自の任務を責任をもって遂行して欲しいと会長から挨拶
があった。

米寿おめでとうございます！

中尾　恭夫(やすお) 様　　22期文芸学科　栗東大宝西学区

昭和六年生まれ二十数名と一緒に
米寿の祝いを戴き感動です。我々は
戦前、戦中、戦後の哀れな日本で青
春を生き、戦後復興に「エコノミッ
クアニマル」の仇名を付けられるほ
ど頑張ってきた世代です。八十八歳
迄生きられ感慨無量です。今後の人
生も生命の限り社会に役立つボラン
ティアを続けたいと思っています。

新任役員あいさつ総会出席者

新執行部

会長あいさつ

賛成多数で可決承認

✿近況五行歌✿ 恭夫

老いは嫌

死ぬは尚嫌

米寿かな

ボランティア人生

生命の限り

草津・栗東支部 平成30年度定期総会 開催　(4/20) 

　草津市立まちづくりセンターにおいて60名の出席のもと総会を開
催、パワーポイントで支部長、各部会の部会長、会計等から報告が
あった。議案はいずれも賛成多数で可決承認された。
　藪支部長から、新体制の発足にあたり会員や役員の皆様の意見を
よく聞き、ニーズに応えられる活動を推進していきたいとの挨拶が
あった。
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治田学区 理事
青柳　公夫（33期 園芸）

　私は退職後に自然を相手に長く
続けられる趣味を持ちたいと土山
に多少の土地を買い求め、レイカ
ディア大学の園芸学科に入学しま
した。卒業後、素人ながら果物の
木を植え畑を耕しました。試行錯
誤の連続でしたが、レイカディア
大学で教わったことを思い出しながら苦闘を続けまし
た。多少の収穫ができるようになったのも束の間、畑
に鹿やイノシシが現れ被害を被るようになり意気消沈
し、最近では草刈りがメインの仕事となっています。
　レイカディア大学に入学したことは私にとり沢山の
仲間と一緒に行動でき有意義な時間でした。同期クラ
ス会の結束は固く、年二回の懇親会をはじめグラウン
ドゴルフ、ロクハ公園のボランティア活動、パソコン
同好会の活動等を現在も継続しています。
　地域活動として以前は自治会長や小学生の見守り隊
をさせていただきました。昨年までは会社ＯＢ会の世
話役をしていましたが、今年からレイ大の同窓会の理
事を依頼され、微力ながら会員同士のつながりに少し
でも貢献できればと引き受けることにしました。
どうぞ宜しくお願いいたします。

葉山/葉山東学区 理事
國松　茂（35期 園芸Ｂ） 

　40年近く仕事に追われる毎日
を過ごしてきましたが、気がつけ
ば定年を迎える年になり、定年後
の過ごし方を考えるようになりま
した。レイ大を知ったのは、近く
にレイ大の卒業生の方がおられ、
大学の内容を聞かせていただき余生の楽しみとして野
菜作りの知識や剪定の技術を身につけたく思い園芸学
科に入学することにしました。
　入学後、地域活動の必要性を感じて卒業後はサポー
ト隊の自主講座部会に所属し、パソコン教室の運営・
交流講座の開催などに携わりました。現在は、「レイ
カディアえにしの会」の活動部会に所属しています。
部会では紙芝居を中心に手品、歌・手遊びやクラフト
教室などの出前公演を行っています。私は子供達を対
象にしたクラフト教室の出前公演で、割ばし飛行機づ
くりを担当しています。子供たちは自分で作った割り
ばし飛行機が上手く飛べば「飛んだ～」と大きな歓声
を上げます。子供たちの一生懸命取り組む様子や楽し
んでくれている姿に接することで、私も心が癒され元
気とパワーをもらっています。
　また、歴代のレイ大卒業生が活動されている芦浦観
音寺のボランティア活動にえにしの会も参加すること
になり、竹林整備の活動も行っています。これからも
健康第一で、地域活動に進んで参加し、活動を通して
充実した日々を過ごして行こうと思います。

　　本部 第２回常任理事会報告 (5/30)　＠近江八幡市ひまわり館

　支部作品展・活動展

　　　今年は9月7日（金）～9日（日）

　草津図書館にて。多数のご出展をお待ちします。 昨年の様子



「春季グラウンドゴルフ大会」（5/21）　健康スポレク部会
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　草津市三ツ池運動公園で恒例の春季Gゴルフ大会
が開催され、参加者は28名うち5名が女性で、これ
は今までの大会を通じて一番多い参加です。今後も
女性の参加者が増える事を期待します。
　当日は好天気に恵まれ、夏日に近い気温になりま
したが、暑さに負けず参加者全員が熱戦を繰り広げ
てくれました。今回は3Rスコアで60台が12名とレベ
ルが高く、日頃の練習成果が十分に発揮されたよう
です。
　1位は渋川学区の米本哲男さんスコア59、平成27
年に次ぐ２回目です。2位は大宝東学区 和賀吉雄さ
ん、3位渋川学区 行岡勇さん、団体優勝はB1チーム
（太田康夫さん、行岡勇さん、中村勝子さん、林義
彦さん）でした。参加の皆様お疲れ様でした。
　次回の秋季グラウンド大会は10/16(月)です。今回
参加出来なかった方々の参加をお待ちしています。
　同好会のグラウンドゴルフも毎月やっています。
是非参加されては如何でしょうか！　
　　　　　　　（健康スポレク部会長　中橋民男）

1位 米本さん

2位 和賀さん

3位 行岡さん

女性陣も健闘しました！

猿田彦神社にて

清浄寺に眠る遊女梅川の墓 矢橋港跡の巨大常夜灯 いつもガイドありがとう

　参加20人のパワーは昨夜からの激しい雨も蹴散らして、雨に
洗われた新緑の美しい矢橋の街並みを楽しく歩きました。近松
門左衛門の「冥途の飛脚」で知られる梅川のお墓とお寺（清浄
寺）に忠兵衛との激しい恋の物語の世界に引き込まれました。
　矢橋港跡公園では「勢田を回れば三里の回りござれ矢橋の舟
に乗ろ」と歌われ多くの旅人が行き来した様子を、大きな常夜
灯が当時の繁栄を今に伝えておりました。普段は何となく通り
すがる街中もガイドの石田はま子さんのお話に聞き入り先人の
逞しさや苦労を感じ、改めてこの土地に住んでいる事の喜びを
感じるひと時でした。
　また、今回は40期（地域文化）の在校生の参加もあり盛り上
げていただき有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　（文化研修部会長　浦山増二）



 ※ 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
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矢倉学区　古川千鶴子さん（11期生活科学学科）が逝去されました。
謹んでご冥福をお祈りもうしあげます。

訃報

12時を過ぎ観音堂、仁王門跡を下り岩根の里に到着、さらに岩根小
学校から磨崖不動明王像を経て「十二坊温泉ゆららの湯」までは途
中から登坂で皆さんチョーお疲れでした。ゆらら到着が13時過ぎと
昼食の時間が大幅に遅れました。
　猛暑と疲労、空腹、体力の限界になる方もおられ、この時期のコ
ース選定の反省点となりました。皆様大変お疲れ様でした。これに
懲りず今後もハイキングの参加よろしくお願いします。 
　　　　　　　　　　　　　　　(健康スポレク部会長 中橋民男)

　16名が参加、天気予報通り快晴で気温も高くハイキングには厳しい条件となりまし
た。三雲駅近くの天保義民碑を見学、天保13年（1842）代官の不正な検地に抗議する
ため4万人の近隣の農民がいっせいに蜂起し一揆で犠牲になった祖先の魂を慰めるため
明治13年に慰霊碑が建てられたそうです。
　その後、野洲川を渡り思(おもい)川沿い
を歩き不動寺から善水寺に行く途中、何か
所か磨崖仏を見ながら歩きました。
登りの山道と暑さのなか善水寺に到着し国
宝の善水寺本堂を拝観、堂内の貴重な仏像
の数々をお寺の方の説明を聞きながら拝見
しました。

春のハイキング 善水寺と重要文化財を巡る (6/4） 健康スポレク部会

　　地域活動紹介　「草津宿場まつり前日祭」(4/28)

磨崖不動明王像ガイドの服部さん

天保義民碑

休憩時間に１枚

こんにちはー

　草津市の春の大きなイベント、宿場まつりに本年も参加しま
した。草津栗東支部地域活動部会として、例年は時代行列の警
護などでお手伝いしていましたが、今年は50回記念祭として4
月28日に前日祭、29日に時代行列と2日間行われました。
　支部会員11名が前日祭の昼過ぎから、クレアホールで開催さ
れた「和装パフォーマンスコンテスト」と全国から６つの宿場
が参加した「宿場まつりサミット」の会場案内とホール入り口
でお茶サービスを担当しました。来場者が少ないのではと心配
もしましたが、始まる頃になると、ほぼ満席となりました。
　29日の時代行列は今年初めて宝塚歌劇のＯＧが篤姫、皇女和
宮などに扮し盛会に行われました。
　　　　　　　　　　　　　　地域活動部会長 佐々木奉昭）

会場でお茶のサービス



活動名 月日 参加人数 時間/人 時間計
草津宿場まつり 前日祭 宿場まつりサミット 4/28(土) 11 3.5 38.5
草津川跡地公園 花壇整備(グラッシー)：毎月第 2土燿 4/14(土) 5/12(土) 9 2 18
栗東傾聴「デイサービスいきいき」等：毎月第 3月曜 4/21(土) 5/19(土) 11 1 11
常盤小学校 園芸ボランティア(校庭清掃など) 5/29(火) ５ 2.5 12.5
治田小学校 花壇整備 4/16(月) 5/7(月） 3(5) 2 6

集計(延べ) 39 名 86 時間
注）表中、参加人数の( )内数値は同窓会会員以外の参加者を含む。

開催日時 活動・イベント内容 活動場所 内容

7/12(木)
13:30～16:30

大津支部との
ディスコン交流大会

市民体育館(草津市野村) (健康スポレク部会)
詳細は折り込みチラシ参照

7/18(水)
10:00～11:30

認知症予防の「脳のいきい
きゲーム」講演会

西一会館教育集会場 (文化研修部会)
詳細は折り込みチラシ参照

7/20(金)
10:00～12:00

レイ大必修講座聴講④
「琵琶湖および淀川の水質
の課題」

レイ大草津校大教室 同窓会本部の取り組み事業で
す。
聴講費：1000 円
申し込みは藪支部長へ

7/23(月)
9:30～12:00

ノルディックウオーキング
体験会と実技

草津川跡地公園
de愛広場 現地集合

講習後草津川沿いを歩きます
(健康スポレク部会)
詳細は折り込みチラシ参照

8/2(木)
レイ大「大学祭」
一般公開日

レイ大草津校 演芸会、バザー、展示など

8/31(金)
びわ湖湖上遊覧

沖島を訪ねて
JR近江近江八幡駅
改札口 9:20 集合

(文化研修部会)
詳細は折り込みチラシ参照

8/27(月)
13:30～15:30

支部理事会 西一会館 会議室

9/7(金)～9(日) 同窓会草津・栗東支部
作品展・活動展 草津市立図書館

(文化研修部会)
詳細は折り込みチラシ参照
皆様からの多数の出展をお願い
します！

10/4(木)
13:00～16:00

ノルディックウオーキング 矢橋帰帆島駐車場集合 Nウォーキングの講習後帰帆島周
辺を歩く(健康スポレク部会)

10/15(月)
13:00～16:00

秋季グラウンドゴルフ大会 三ツ池運動公園 春と同じ
(健康スポレク部会)

11 月予定
第 10回歴史探訪会
蒲生郡日野町

(文化研修部会)

11/15(木)
13:30～16:00

ディスコン交流大会 総合体育館
（草津市）

他のチームとの交流大会を計画
(健康スポレク部会)
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同窓会関連活動スケジュールの案内(7 月以降)

地域活動部会 4・ 5月活動実績報告



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。



健康スポレク部会からのご案内

ノルディックウォーキング体験会と実技

日時：7 月 23 日（月）9：30～12：00 （時間にご注意下さい）

場所：草津川跡地公園 ｄe 愛広場 教養室同窓会のぼり目印

 エレベーター上がって左側 50ｍ棟の中央に事務所有り

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

申込必要：（参加費無料） ポールの準備のため前日までにお願いします。

申し込み先：中橋民男まで 電話：090-3038-4523

メール：minato3139@yahoo.ne.jp
駐車料金：教養室使用で 4時間無料（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。

オープンして 1年が過ぎた草津川跡地公園、ウォーキングしながら四季折々の草花

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

ディスコン交流大会

日時：7 月 12 日（木）13：30～16：30

場所：草津市民体育館（草津市野村 3-2-5 ☎563-1265）

持物：上靴、飲み物

申込：必要（参加費無料）スポーツ保険をかけるため参加申し込みをお願いします。

申し込み先：中橋民男まで 電話：090-3038-4523

メール：minato3139@yahoo.ne.jp

参加：会員、家族、在校生

締め切り日：7月 5日（木）

 前回は大津支部との交流大会で 2 位、今回は大津支部にリベンジするため交流大会をお願

いしていました。大津支部との交流大会上記のように決定しました。

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、会員皆様のご協力とご参加をお

願い致します。

草津・栗東支部で在校生をご存じの方ぜひお誘い下さい。よろしくお願いします。

mailto:minato3139@yahoo.ne.jp
mailto:minato3139@yahoo.ne.jp


文化研修部会

高齢者向け講演会

認知症予防の「脳のいきいきゲーム」

開 催 日 平成 30 年 7 月 18 日(水) 10:00～11:30

場 所 草津市草津町 1446-1 ☎ 077-562-5448 (下図参照してください)

西一会館教育集会場 (理事会の開催の隣りの建物です)

講演内容 ・認知症理解の紙芝居３０分、

・椅子に座って指、腕などを使ってゲーム８種ほどを６０分楽しんで頂きます

このゲームを覚えて頂くと高齢者が集うときにリーダーとして活用して頂けます

講 師 草津市・栗東市認知症キャラバンメイトのメンバーの皆さん

会費は無料です

これからは真剣に考える事が必要になると思います

会員及びご家族やお友達等お誘い合わせの上多数のご参加をお願いします

この講習会は文化研修部会の初めての企画です 皆様のご協力をお願いいたします

（この講演会につきましては 文化研修部会の谷口岩人さんにご協力を頂いております）

西一会館の案内図

この講演のお申し込と

お問合わせは

浦山増二 まで

メールアドレス

メール urayama11111@gmail.com

電話 077-553-6473

mailto:urayama11111@gmail.com


琵琶湖遊覧のご案内

琵琶湖に浮かぶ島 沖島を訪ねて

沖島は淡水湖で唯一人が住む島として知られ、世界的にも非常に珍しいとされています。

今回は近江八幡より沖島まで琵琶湖を遊覧します。また 船の発着時間の間 島内を散策

し、沖島の歴史や昔ながらの日本の風景に触れます。

日 時 平成 30 年 8 月 31 日（金）、少雨決行

集 合 ＪＲ近江八幡駅 改札口 9:20

行 程 近江鉄道バス 近江八幡 9:45⇒長命寺 10:07

チャーター船 長命寺 10:20⇒沖島漁港 10:35

島内散策 10:35～12:00

ボランティアガイド (所要時間：約 1時間)

沖島港――西の端（民宿の所まで）――奥津島神社

――セトウラ（沖島の北側）――西福寺――沖島港

チャーター船 沖島漁港 12:00⇒長命寺 12:15

自由散策（長命寺周辺） 12:15～13:55

近江鉄道バス 長命寺 13:55⇒近江八幡 14:20

会 費(チャーター船代他)

1,400 円…会員

1,500 円…非会員

集合時徴収させて頂きます

バス代金 片道 490 円、各自お支払いください

その他 昼食は長命寺周辺自由散策時に、現地軽食ｏｒ弁当持参

き り と り せ ん

浦山増二宛 メール urayama11111@gmail.com
ＦＡＸ 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 平成 30 年 7 月 15 日まで

文化研修部会

参加の申し込みは下記まで

mailto:urayama11111@gmail.com


平成 30年 6月 25日
レイ大同窓会 草津・栗東支部

学区担当理事 様

草津・栗東支部長 藪 健治

文化研修部長 浦山 増二

作品展・活動展へのご協力依頼について

理事の皆様におかれましては当同窓会に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、恒例の作品展・活動展について別添「作品展・活動展のご案内」の通り計画させ

ていただきました。

つきましては、ご多用なところ誠に恐縮ですが各会員に案内チラシの配布と出展いただ

くよう声かけをお願いいたします。

併せて出展表の受付と取りまとめもお願い致します。

また本年度は草津・栗東市在住の 39・40期生の方にもご出展のご案内をいたしおりま

すので、理事の皆さまに問い合わせ等ありましたら対応をお願いいたします。

理事の皆様、会員の皆さま、在校生の皆様の出展で会場を盛り上げていただきたいと念

願しております。是非ご協力をお願いします。

尚、出展表につきましては、お手数をおかけしますが、下記の通りの措置をお願い致し

ます。

記

※ 会員から学区理事への締め切り：8月 25日（土）

※ 理事から文化研修部への送付締め切り：8月 31日（金）

※ 送付先

〒520-3024 浦山増二 宛 （文化研修部会部長）´

FAX・ TEL 077-553-6473 栗東市小柿 5-11-1-11

メールアドレス urayama11111@gmail.com

(郵送、ＦＡＸ、メール、いずれの方法でも結構です。よろしくお願いします。)

以上

mailto:urayama11111@gmail.com


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。

出展票は学区理事にご提出願います。

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 30年 9月 7日(金) ～9月 9日(日)
日 時間 内容

7日（金） 10時～13時 会場設営・作品搬入・展示作業

（文化研修部・出展者全員・学区理事・ご協力者）

13時～17時 一般公開

8日（土） 10時～17時 一般公開

9日（日）
10時～15時 一般公開

15時～1７時 作品搬出・会場撤収（文化研修部・出展者全員・学区理事）

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 学区担当理事宛て 8月 25 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

6

7

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。



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 藪 健治 598-1272

文化研修部長 浦山 増二 553-6473


