
平成３０年１０月 Ｎｏ３０－4号

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

１.「美しい湖国をつくる会」の活動とし
て、今年は全支部が琵琶湖湖岸、河川
周辺の清掃活動を決定した。当支部も
年内実施を予定、皆さんの参加をぜひ
お願いしたい。

２．本部で検討中の同窓会法人化につい
て、出席理事の意見を聞いた。法人化
によってボランティア活動が主体とな
り、現在の同窓会の目的との整合性が
取れないこと等、法人化の必要性がよ
く理解できないとの意見が多かった。

３．10月19日開催の新会員歓迎交流会の
準備について打ち合わせた。

(藪支部長）

１．レイ大41期学生募集は185名(定員215名)で未達、他県も同じよ
うな傾向にあるとのこと。再入学制度による募集は、現在12名受
付けているとの報告があった。

２．39期生の同窓会入会者は108名(70.0％)であった。卒業生全員入
会を目指し、在校生と交流する必要性の議論があり、交流の橋渡
しを事務局に担ってもらえるよう依頼している。
卒業生15名中14名が入会した守山野洲支部は在校生とボランテ

ィア活動を一緒に行うことや作品展への出展等で成功している。
３．法人化検討委員会において、法人化すると同窓会の名前は使え

なくなり「レイカディア滋賀」など別名称が必要、会員は同窓生
以外の一般にもオープンにすること、ボランティア事業が主体と
なるなど、同窓会の目的と異なってくることが明確になり、法人
化の意味がよく理解出来なくなっている。次回11月27日の会議で
結論を得る見込み。 （藪支部長）

同窓会本部主催

11月15日(木）「地域活動事例発表会」開催！
時間：9:１５～1５:４0 会場：近江八幡市ひまわり館
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大盛況！作品展・活動展(9/7～9) 草津市図書館3階ギャラリー

恒例の作品展・活動展が

開催され、今年の出展者は

50名、出展総数も130点と

多彩かつ見ごたえのある内

容になりました。来場者も

140名を超えました。一般

の方もいつもより沢山来場

いただき、盛況で終えるこ

とができました。

会員始めご家族の方にも大

変ご協力いただきありがと

うございました。また、6月

に実施した第1回陶芸教室の

作品も展示され会場を盛り

上げていただきました。

個々の作品については同

窓会ホームページに写真を

掲載していますので、ぜひ

ご覧ください。

この催しにご出展いただ

いた皆さまには、次年度に

向けて新たな挑戦をお願い

いたします。

(文化研修部会長 浦山）
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文化研修部会より

一行27名は長命寺港からチャーター船にて

沖島を訪ねました。

沖島は湖沼の島に人が住む例は世界的にも数

少ない、もちろん日本では唯一淡水湖に浮かぶ

有人島です。現在は約300名の人が暮らしてい

ます。島内は道幅の狭いところが多く、三輪自

転車が主な乗り物です。

観光ガイドさんの案内で奥津島神社始め島内

をゆっくり散策、沖島の歴史に浸りました。沖

島漁港では鮒ずしや鮎の佃煮をお土産に買う方

もありました。

帰りは船長の粋な計らいで、棹飛びで有名な

伊崎寺を沖から眺めました。短い船旅でしたが

楽しく有意義な１日でした。

（文化研修部会長 浦山）

ユネスコ世界遺産へ登録申請中の大阪の「百舌鳥

・古市古墳群」を散策してきました。古墳時代の最

盛期であった4世紀後半から5世紀後半に大阪湾に接

する平野に築造されました。百舌鳥エリアは堺市に

23基(仁徳天皇陵古墳他)あり、古市エリアは羽曳野

市、藤井寺市に26基(応神天皇陵古墳他)あります。

古墳は平地を歩いていても全体像が理解しがたい

ものですが、堺市では市役所の21階に360度の展望

が楽しめる回廊式ロビーを無料開放しています。堺

の街が眼下に広がり、遠くは六甲山、あべのハルカ

ス、生駒・金剛山等が見渡せます。仁徳天皇陵は、

世界でも独特な墳長500メートル近くに達する前方

後円墳で幾何学的にデザインされ、当初は埴輪など

で外観が飾り立てられていました。権力を象徴した

墳墓であり、いにしえの日本列島を思い浮かべなが

ら散策するのも楽しいかもしれません。

また市役所近くにある「さかい

利昌の杜」では千利休、与謝野晶

子の博物館もあるので立ち寄るの

も面白いかと思います。

「百舌鳥・古市古墳群」を散策して

治田学区 青柳公夫(33期園芸A）
趣 味 人

堺市役所の21階ロビーから見た仁徳天皇陵
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地域活動(ボランティア)団体・グループの紹介 № ４

－沿革－
プロボノ滋賀は「あなたとわたしの経験と力で

社会を支える」をモットーに滋賀県初のプロボノ活

動として平成26年「プロボノ滋賀・栗東」として設

立しました。平成27年に滋賀県より特定非営利活動

法人として認証を受け、県下全域をカバーする意味

を込めて「プロボノ滋賀」と名称を変更し今日に至

っています。

現在は登録ボランティアワーカー92名（内10名が

レイカディア大学卒業生）で、各人の様々な経験を

活かして社会貢献活動に勤しんでいます。

プロボノ(Pro bono publico)とはラテン語で「公共

善の為に」の意味で、英語では For Good Publicと意

味づけられています。私たちは、これをスキルボラ

ンティアとして、「あなたにできる、あなたしかで

きない」、新しい社会貢献の形として具現化し、発

展させていこうと思っています。

－私たちのプロボノ活動－
① 社会的自立へ支援を必要とする全ての方々（利

用者・支援者・ワーカー）の“思い”を大切にし、

実現に向けて少しでもお役立ちが出来るように貢

献します。

② “経験で培った能力”で“課題解決”に向けて“解決

策”を関係する皆さんと一緒に考え・創造・実践し

ていきます。

③ 元気で活力のある“地域社会

づくり”と元気シニアの“生涯現

役”を応援します。

ー現在の主な活動内容－
（2018年度上期、支援先数10/テーマ数13）

○生涯教育や地域の活性化とともにパソコンやネッ

トワークを利用できる人とできない人との間に生

じる社会的な格差が少しでも解消できればとパソ

コン教育で支援をしています。（栗東市ひだまり

の家、草津ｺﾐｭﾆﾃｨ支援ｾﾝﾀｰ）

○栗東市コミュニティセンターとの共同事業として

高齢者の健康づくり塾（シニア体力測定）や夏休

みコミセン開放自習教室の支援をしています。

（コミュニティセンター葉山東・大宝西）

○障がい者福祉・就労移行学習としてパソコン、教

育農園、ペン習字、就業前基本教育などの支援を

しています。（草津・第二むつみ園）

○その他にも高齢者生涯教育支援（栗東市100歳大学

講師）、引きこもり学習支援活動（県引きこもり

支援センター）、草津市131カ所のサロンを充実

する！活動（草津市社協共同事業）、ＮＰＯ法人

の職員研修（チョー栗東元気玉クラブ）、視覚障

がい者用デイジー図書制作サポート（大津朗読ｻｰｸ

ﾙDO）など支援は多岐に渡っています。

支援のご相談やご一緒に活動いただける方がおられ

ましたらお気軽にご一報下さい。

メール：probono.shiga@gmail.com

ＨＰ： http://probonoshiga.org/

「ＮＰＯ法人 プロボノ滋賀」
「NPO法人 プロボノ滋賀」で活動されている

大宝西学区の和田一馬さん(36期地文)に

活動内容などをお聞きしました。
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地域活動(ボランティア)団体・グループの紹介 № ５

「栗東シルバー人材センター広報部会」 「いきがい」&「センターニュース」の広報発行

栗東市シルバー人材センターの会員でもある私達４

名は当センターの広報部会委員として、

・シルバー会員用「センターニュース」(年４回)

・市民向け「いきがい」(年２回)

の広報を編集発行しており、センターの事務局も関与

して円滑に運営しています。

広報発行は概ね2か月ごとになり、発行毎に3回ほ

どの編集会議を開き和気藹藹と広報づくりをしていま

す。２つの広報はＡ4サイズ4ページ(Ａ3両面印刷)で

すが、「センターニュース」は投稿原稿をパソコンで

編集、事務所の印刷機で約500部をモノクロ印刷し、

所定のルートで会員に配布します。

一方「いきがい」は依頼収集した原稿のチェックとレ

イアウトを決定します。その後カラー印刷業者に発注

し、栗東市発行の広報紙に挿入して各戸に配布され、

また公共機関で閲覧に供されます。

広報の発行は同窓会誌「支部だより」の発行でも同

様に難しい面がありますが、企画段階での原稿執筆依

頼と収集、記事の編集とページレイアウトなどが問題

となります。レイアウトは前例を参考にしながら経験

を活かし、発行の都度編集会議で決定します。原稿依

頼と投稿原稿の修正は当然ですが、掲載スペースとの

兼ね合いで割愛等の問題も生じます。こうした編集上

の課題は皆がレイ大同窓会の会員としてのベースがあ

るので、話しあうことでうまく解決しています。

毎号より充実した広報を目指してしていますので、

皆様が目にされた際はぜひ読んでいただきますよう、

またご意見をお寄せいただければ幸いです。

これら広報の編集・発行に興味をお持ちの方には参画

いただきたく連絡をお待ちしています。

（投稿 吉田 進）

広報部会委員４名

前左：矢野俊治さん(21期スポレク)

前右：吉田 進さん(22期園芸)

後左：浦山増二さん(28期文芸)

後右：古谷初枝さん(36期地域文化)

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

行灯補修作業ボランティア 9/8(土)9(日) ＠草津市商工会議所

11月恒例の草津街あかり華あかりの行灯修復作業が実施され、支部同窓会

から両日で延べ8人の参加でした。例年より参加者の少なかったのが残念です。

本番の11月2日(金)3日(土)は多くの参加をお願いいたします。(報告 佐々木）

地域活動部会より 草津街あかり華あかり

http://lacadia-dousoukai.com/


 

 

 

活動名 月日 参加人数 時間/人 時間計 

草津川跡地公園 花壇整備(グラッシー)：毎月第 2 土燿 9/16(日) 5 1.5 7.5 

栗東傾聴「デイサービス阿吽」等：毎月第 3 月曜 9/18(火)  8 1 8 

常盤小学校 園芸ボランティア(校庭清掃など) ―    

治田小学校 花壇整備ボランティア(校庭清掃) 9/10(月)雨天中止 ―   

草津街あかり華あかり 行灯修復ボランティア 9/8(土) 9(日) ８ 2 16 

集計(延べ)  21 名  31.5 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 

11/10(土) 

12/8(土) 

草津川跡地公園 花壇整備 

 ボランティア 

de 愛ひろば (地域活動部会) 

毎月第 2 土曜日 9:00～ 

11/19(月) 

12/17(月) 

栗東傾聴 ボランティア 栗東市内のデイサービ

スなど 
(地域活動部会) 

毎月第 3 月曜日 1 時間程度 

11/2(金) 3(土) 

17:00～21:00 

草津街あかり・華あかり 

ボランティア 

旧草津川跡地公園 

de 愛ひろば 

(地域活動部会) 

別途メール案内します。 

11/12(月) 

9:30～11:00 

「美しい湖国をつくる会」 

湖岸清掃ボランティア 

湖岸緑地公園 

 志那２駐車場 

(地域活動部会) 

詳細は折り込みチラシ参照 

11/12(月) 

13:30～16:00 

ディスコン交流大会 総合体育館（草津市） (健康スポレク部会) 

他のチームとの交流大会を計画 

詳細は折り込みチラシ参照 

11/15(木) 

 9:15～15:40 

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 詳細は折り込みチラシ参照 

11/26(月) 

 9:00～17:00 

秋のハイキング 

湖東三山の紅葉～愛荘町 古

代寺院跡（白鳳時代）金剛輪

寺及び石造遺品を訪ねる～ 

JR 能登川駅 9:00 集合 

バス 9:26 発乗車 

(健康スポレク部会) 

詳細は折り込みチラシ参照 

11/29(木) 

第 10 回歴史探訪会 

 蒲生郡日野町 

JR 近江八幡駅 改札口 

  9:05 集合 

(文化研修部会) 

詳細は折り込みチラシ参照 

12/25(火) 

 9:30～11:30 

草津・栗東支部理事会 西一会館 会議室  

1/中旬 

 9:30～11:30 

部会別 全体集会 

４部会の年次活動会議 

まちづくりセンター 

 308、309 会議室 

議題：今年度活動実績と次年度活

動計画と予算、意見交流ほか 

2/25(月) 

 9:30～11:30 

草津・栗東支部理事会 西一会館 会議室  

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。 
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同窓会関連活動スケジュールの案内(11 月以降) 

地域活動部会 9 月活動実績報告  



平成３０年１０月１５日 

滋賀県レイカディア大学同窓会 

草津・栗東支部 会員様 

草津・栗東支部長 藪健治 

地域活動部会長 佐々木奉昭 

 

美しい湖国をつくる会 

 １１月１２日琵琶湖岸清掃活動の案内 

 

同窓会本部が今年から取り組む「美しい湖国をつくる会」の活動として、同窓会会員

が各支部で集い行う清掃活動を、草津・栗東支部では下記の要領で行うことと致しま

した。 日頃支部の活動にあまり参加されていない方も、今回は是非会員相互にお誘

い合わせのうえ奮って参加いただきますようお願い致します。 この湖岸清掃活動は

来年以降、年２回の実施を目標にしております。 支部全員が参加する活動として、

レイカディア大学の知名度の向上にも寄与できればと考えております。 

皆様それぞれ何かとお忙しいと思いますが、参加いただきますようよろしくお願い致

します。 

 

― 記 － 

 

清掃場所   湖岸緑地公園 志那２周辺 

日時     平成３０年１１月１２日（月）、当日朝雨の場合 中止 

       ９：３０～１１：００ 

集合場所   湖岸緑地公園 志那２駐車場 

作業内容   湖岸緑地公園志那２湖岸周辺ゴミの回収 

持参する物  ゴミを掴むハサミ、軍手 

       ゴミ袋は用意致します。 

参加いただける方は、１０月３１日までに学区理事もしくは支部長までメール又は携

帯電話に連絡をお願いします。 出来るだけ参加お願いします。 

（支部長：メールアドレス yabukenji63@yahoo.co.jp 携帯電話 080-4152-1014） 

 

以上 

 

mailto:yabukenji63@yahoo.co.jp


平成30年9月

  滋賀県レイカディア大学　同窓会

　　　　　　　　　　　　　会員の皆様
　　　　　　　　滋賀県レイカディア大学同窓会

　会　　　長　　　堀江　勇夫
地域活動部会長　奥田　耕治

　第11回　地域活動事例発表会開催のご案内

平素は、同窓会活動に対し、ご支援・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

同窓会の事業として、「第１1回　地域活動事例発表会」を下記のとおり開催いたします。

滋賀県下全９支部から、日頃の地域活動の事例を発表いたしますので、会員の皆様に聴講

していただき、活動の参考にしていただければとご案内申し上げます。

　　　記

　　１．開催日時　：　平成３０年１１月15日（木 ）　９：１５～１５：４０　（受付８：４５～）

　　２．開催場所　：　近江八幡市総合福祉センター「ひまわり館」 １階ホ－ル

　　３．発表内容　：　下表のとおり。

ＮＯ．　　時間 　　　発表テーマ等 　　発表者名  卒期 　　学科名 　　支部名

　９：１５～
　　　　　９：２３
　９：２５～
　　　　　９：３５
　９：３５～
　　　　　９：４０

1 　９：４０～
　　　　１０：１０

2 １０：１５～
　　　　１０：４５

3 １０：５０～
　　　　１１：２０

4 １１：２５～
　　　　１１：５５
１１：５５～
　　　　１２：４５

5 １２：４５～ 辻　純男

　　　　１３：１５ 柳生　佳良子

6 １３：２０～
　　　　１３：５０

7 １３：５５～
　　　　１４：２５

8 １４：３０～
　　　　１５：００

9 １５：０５～
　　　　１５：３５
１５：３５～
　　　　１５：４０

備考　１．「ひまわり館」について　　
近江八幡市土田町１３１３　近江八幡市総合福祉センター「ひまわり館」
ＪＲ近江八幡駅北口より徒歩約１５分
駐車場・・・狭く満車になりやすい。満車のときは、近江八幡市役所前の駐車場（徒歩約１０分）を
　　　　　　　ご利用ください。　できるだけ公共交通機関をご利用ください。

　２．昼食について　　ひまわり館の食堂は小さいため、弁当のご持参をお勧めいたします。
　３．問い合わせ先（会場その他発表会について） 奥田までお問い合わせください。（０９０－２０６３－５４７９）

園芸 湖北

　　　　開会挨拶 　（同窓会会長　堀江勇夫）

　　　　来賓ご挨拶 

　　　　諸連絡

里山を楽しむ 寺田　仁一郎

　　　　昼食・休憩

社協：やすらぎ荘の植栽剪定 白井　興士則

山上　和美

37期 園芸 中部

地域の小学生の見守り活動 33期 陶芸 甲賀・湖南林　弘實

湖東

近江八幡

36期 園芸 高島

ふるさと玉川「民具を照らす会」 31期 地域文化 草津・栗東

彦根の雨壺山整備活動

34期 地域文化

　　　　閉会挨拶　（同窓会本部地域活動部会長　奥田　耕治）

野洲市在住外国人への日本語指導ボランティア

立脇　雅子 37期 園芸

「みどりの会」の活動紹介 岩脇　俊雄 30期

    近江八幡観光ボランティアガイドの活動紹介 30・3４期園芸・健レク

守山・野洲

比叡地域の小学校児童クラブ支援活動 藤田　順一 37期 園芸 大津

但馬　貞夫



健康スポレク部会からのご案内 

ディスコン交流大会 
ディスコンは年齢に関係なく楽しめる競技です。皆様のご参加をお願いいたします。 

新会員の皆様ぜひご参加下さい。草津・栗東支部で在校生をご存じの方ぜひお誘い下さい。 

今後も草津・栗東支部の活性化のため、他支部やディスコンサークルとの交流を図って行き

ます。 

 

日時：11月 12日（月）13：30～16：30 

場所：草津市総合体育館（草津市下笠町 161番地） ☎077-568-3150） 

持物：上靴、飲み物 

参加資格：会員、家族、在校生 

申込：参加費は無料ですが、スポーツ保険を掛けますので申し込みをお願いします。 

締め切り日：11月 5日（月） 

 

秋のハイキング《湖東三山の紅葉》 
～愛荘町 古代寺院跡(白鳳時代) 金剛輪寺及び石造遺品を訪ねる～ 

 

日時：１１月２６日（月）JR能登川駅 9：05集合～17：00頃解散 

JR琵琶湖線：草津駅発 快速 8：33発～8：58能登川着 

新快速 8：42発～9：01能登川着 

往復の交通費等は各自ご負担ください。金剛輪寺拝観料６００円/人 

小雨決行 警報が出たときは中止 

参加資格：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お願いします。 

連絡先：担当 中橋 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 

昼食は弁当手配します（手作り弁当５００円）参加時連絡お願いします。 

◎行程約 11ｋｍ（健脚コース 金剛輪寺に行かなければ短縮可能） 

 

ハイキング行程 

能登川バス停 9：23乗車⇒香之庄バス停 9：46下車 ⇒ 香之庄宝篋印塔 ⇒ 

香之庄「妙園寺廃寺」跡 ⇒ 蚊野外御霊神社鎌倉時代座銘「石造宝塔」⇒ 

湖東三山あいしょう館 ⇒ 金剛輪寺本堂、庭園、三重の塔、石造宝塔 ⇒（昼食）⇒ 

上蚊野「石造薬師如来」 ⇒ 上蚊野「群集墳」跡 ⇒ 蚊野古事記所載 ⇒ 

「軽野神社」 ⇒ 蚊野「塔ノ塚廃寺」跡礎石 ⇒ 軽野湧水池 ⇒ 

香之庄バス停 15：28乗車⇒能登川バス停着 15：56又は 16：56着解散 

 

※愛荘町ボランティアガイド協会（当日のボランティアガイド北村様） 

                                   以上 

mailto:minato3139@yahoo.co.jp


ー第10回 歴史探訪ー　　文化研修部会

　　蒲生氏郷・日野商人のふるさとを訪ねて

１． 日　　時 平成30年　１１月　２９日（木）

２． 集合場所 JR　近江八幡駅　　改札口 ９：０５集合    (小雨決行　)

３． 行　　程 近江鉄道バス ＠660

近江八幡南口　　　　　　　　　　　　　警察署前バス停

(約45分) 10:05

岡本町・南大窪町の町並み 近江日野商人館　(トイレ）

清水町の町並み 若草清水 信楽院

感応館(トイレ） 新町の町並み

昼食

近江日野商人ふるさと館　(トイレ） 馬見岡綿向神社

滝之宮神社 近くのバス停 近江八幡南口　　　　　　　　　　　　　

14:30 (約45分)

４． 費　　用 ※ 近江鉄道バス

@660×２　　　＝1.320円　

※ 参加料は　　会員　　　入場券+保険+ガイド等で 　　600円　　　

　 　非会員    入場券+保険+ガイド等で　　 700円

（含　近江日野商人館・近江日野商人ふるさと館　　共通入場券　　400円）

５． その他 ※ 昼食は感応館を利用します。　　

コンビニ等がないので、各自用意お願いします

※ ボランティアガイドをお願いしました。

※ 往復の費用個人負担

※ 時間上、見学箇所を取消すことがありますので、ご了解お願い致します。

※ 申し込み締め切り日　　　　　１１月１５日（木）〆切

※ 散策マツプは現地で配布します。

※ 申込先　　浦山氏か中村に申込お願いします。

浦山増二　　　urayama11111@gmail.com        Fax　　077-553-6473

中村邦彦　　　knaka@hera.eonet.ne.jp          ☎　　077-562-0720

9:20

近江八幡南口～警察署前バス停　　　　　　　　　　　　




