
平成３０年１２月 Ｎｏ３０－５号

総務広報部会発行草津・栗東支部だより
レイカディア大学同窓会

(1) 第136号 平成30年12月25日

支部理事会報告 (10/15) 本部第3回常任理事会報告 (11/27)

「びわ湖岸清掃活動」(11/12)

第11回地域活動事例発表会 (11/15) 近江八幡市ひまわり館

毎年9支部から9つの発表があり、当支部からは

玉川(桜ヶ丘)学区の山上和美(31期地文)さんが「ふ

るさと玉川《民具を照らす会》」の活動を発表し

ました。大津支部の発表では各地域において小学

校の校庭剪定・草刈り、図書整理、パソコン学習

支援などを積極的に取り組まれている様子がわか

り、大変参考になりました。今年は全体で137名、

うち草津・栗東支部からは10名、在校生3名、計13

名の参加者があり、来年もさらに多くの聴講を期

待します。 (大西副支部長)

１．「美しい湖国をつくる会」の当支部初め

ての活動として湖岸緑地公園志那2駐車場

周辺のゴミ拾いを11月12日に実施するこ

とを決めた。

２．同窓会を皆様に親しみのある会とすべく

昨年は学区合会同交流会を行ったが、今

年度は、37～39期の期別合同交流会とす

ることにした。新年会を兼ねて1月25日に

三役、各部会長と37～39期会員との懇親

交流会を開催して同窓会発展のため忌憚

のない意見交換を行う。新会員39期生が

入会した今、37～39期の方は全員参加い

ただき会員相互の情報交換・懇親の場と

していただければと願う。（藪支部長）

１．入学41期生のうち185名の願書のアンケート集計の結果、募

集を何で知ったとの問いに、99名が友人、在校生、卒業生か

らと答えている。他は県、市の広報誌、ホームページ、パン

フレット等。近年、退職の年齢が上がっていることより募集

が難しくなっている。同窓会として更に学生募集に力を入れ

ていくことが必要。

２．必修講座の無料聴講が草津校では3月1日「共生社会と私達」

になった。30名の枠あり。

３．法人化検討委員会

同窓会を法人化する検討は28年度にも行われその際には「総

合的に判断して現時点での法人化の必要性は認められない」

との結論が出ていた。今回30年度にも3回の検討会議を重ねた

が前回と同様の結論となった。今後は同窓会において具体的

に法人化の必要性が生じた時点で再考することとなった。

集めたゴミは軽トラを出していただいた38期の山元

喜八さんにクリーンセンターまで運んでもらいました。

参加いただいた皆様ありがとうございました。次回

は来年の春から夏にかけた時期に実施したいと考えて

います。皆さんの参加を期待しています。

（藪支部長）

同窓会本部が今年から取り組む「美しい湖国をつくる

会」の活動として各支部で行う清掃活動を、当支部では

11月12日朝、湖岸緑地公園志那2駐車場周辺約400ｍの湖

岸のゴミ拾いを実施しました。理事と新会員の39期生を

中心に30名が参加しての活動となりました。結果は燃え

るゴミ16袋と空き缶2袋と粗大ゴミ数個でした。



(2) 第136号 草津・栗東支部同窓会だより 平成30年12月25日

草津市、栗東市は共に栗太郡に属していました。1954年栗太郡草津村

が草津市に、200１年栗太郡栗東町が栗東市になり栗太の地名が消えまし

た。｢栗太｣とは字のとおり「大きな栗の木」が多くあったからです。

両市の特徴と共通点を挙げてみます。栗太郡の西に属した草津市は山が

少なく琵琶湖に面し「琵琶湖博物館」や｢水生植物公園みずの森｣があります。栗東市

は、竜王山（605m）に象徴される金勝アルプスが、低山歩きのメッカで、金勝寺、県

民の森、トレセンなどがあります。共通点は両市とも古来より交通の要衝地であるこ

と。昔の東海道と中山道が分岐合流する草津市は、JR東海道線、草津線が駅構内に入

ります。栗東市は、国道1号から国道8号が別れます。栗東インターや草津ジャンクシ

ョンなど正に交通の要衝ですね。

草津市には、大名・旗本などの休泊所となった国史跡・草津宿本陣が、栗東市には

小休み本陣の重要文化財・大角家住宅（旧和中散本舗）が現存します。幕末、明治期

にこの両施設を利用した方を紹介しましょう。

延岡藩主夫人・内藤充眞院（井伊直弼異母姉）は、延岡・江戸間の道中記を絵入で

残しています。元治元年（1885）当時65才、延岡（宮崎）から江戸へ向かう際草津宿

本陣で昼食、「この宿良し」とお気に入り。大角家で休憩し、｢庭が良い｣と国名勝の

庭を描いています。これがすごく上手！ 以前見学したお庭を思い出します。

明治天皇は草津宿本陣を5度、大角家を3度利用されました。明治元年10月、初めて

東京へ向かわれる際の行幸は多くの資料に記されています。当時天皇は16歳（翌日17

歳に）遺品が両施設に残されています。｢一見の価値あり｣です。

新会員歓迎説明会＆歓迎会 （10/19） まちづくりセンター/あたか飯店

支部長あいさつ

各部会説明

旧和中散本舗

旧和中散本舗庭園

草津宿本陣

いと要請し新会員からは積極的に参加を表明してもら

えるなど多くの話題で和やかな時間を過ごしました。

今年の新会員は多方面で活躍されている方が多く、今

後、同窓会活動への参画に大いに期待しています。

（大西副支部長

）

歓迎の宴

39期卒業の新会員18名中15名、役員・会員20名、計

35名が出席し、午前中は支部長、各部会長から同窓会の

説明と新会員の自己紹介、午後はあたか飯店に席を移し

て歓迎会を実施しました。歓迎会の席では、役員から先

ずは同窓会の催し、活動に1つでも2つでも参加して欲し

新会員自己紹介 新入会員のみなさん

石田はま子 33期地域文化学科

参加者全員で歓迎



「金剛輪寺と石造遺品を訪ねる」 (11/26）

「秋季グラウンドゴルフ大会」 （10/15） 三ツ池運動公園

(3) 第136号 草津・栗東支部同窓会だより 平成30年12月25日

優勝
秋山さん

準優勝
徳井さん

金剛輪寺にて

男性25名女性5名（在校生2名、家族2名も参加）で
8チームに分かれ、3ラウンドで腕を競いましたが皆さ
ん深い芝に悪戦苦闘、日頃の腕前を発揮できずお疲れ
の様子でした。その中で合計74で回られた方が3名で
優勝は2打の数で志津南学区の秋山謙二さんが28年秋
季以来2度目の優勝、2位は徳井泉二さん、3位は在校

生の中村俊逸さん、いずれも実力者揃い、チーム賞は
A3チーム（米本、山口、高田、中村俊）、BB賞は竹村
秀雄さんでした。
毎月同好会のグラウンドゴルフもやっています。会員

の皆様の参加をお待ちします。
（中橋健康スポレク部会長）

石造宝塔 石造薬師如来

健康スポレク部会
秋のハイキングは20名の参加でした。能登川駅を出発、

ボランティアガイドの北村様からいろいろな石造宝塔の年代

や経緯など丁寧な説明をしていただきました。途中、野生の

猿との遭遇もあり疲れも吹っ飛びました。金剛輪寺に到着後

予約していた弁当をお寺の庭園で食べお弁当屋さんのご厚意

の暖かいみそ汁には皆様大満足でした。

昼食後紅葉で真っ赤に染まる本堂を目指し急な石段を登り

途中千躰地蔵といわれる地蔵様が石段の両側にズラリと並ん

でいました。本堂は紅葉した木々に囲まれ素晴らしい景観で

した。14体の重要文化財の仏像が安置されており、これほ

どの仏像が安置されている所は無いそうです。金剛輪寺周辺

のたくさんのお寺が信長の焼き討ちに会い、全て燃えたとき

お寺にあった仏像が金剛輪寺に集められたのではと推測され

ます。金剛輪寺も火を放たれましたが当山僧侶の機知により

その難を逃れたそうです。

紅葉を満喫し帰り道、上蚊野の2メートルを超える石造薬

師如来、群集墳跡を見学することができました。今回は距離

も往復11ｋｍと皆様の体力を心配しましたが、一人の落後

者も無く帰ることができ充実した一日になりました。参加の

皆様お疲れ様でした。来年も健康スポレク部会の計画のご参

加よろしくお願いします。 （中橋健康スポレク部会長）

優勝:山元譲治、鳥居春美さん ニアピン賞:辻村美栄子さん

7名と少し寂しい参加者となりましたが、4チームリーグ戦で
Dチーム（山元譲治、鳥居春美さん）が優勝しました。その後
全員でのニアピン賞は辻村美栄子さんが1位を勝ち取りました。

（中橋健康スポレク部会長）

「ディスコン大会」 （11/12） 草津市総合体育館



※ 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

(4) 第136号 草津・栗東支部同窓会だより 平成30年12月25日

蒲生氏郷・日野商人のふるさとを訪ねて (11/29）

「草津街あかり華あかり」(11/2～3)

9月の行灯修理に続く本番で、11月２日と３日、のべ

21名が16時から21時まで旧草津川のde愛ひろばで、川

をイメージした「ひかり銀河」のろうそく4000本の点

灯から片付けまでを担当しました。

初日は点灯直後、風で大半が消えるハプニングがあ

りましたがまもなく落ち着き、来られた大勢の方が喜

ばれ、盛んに写真を撮っておられました。

（佐々木地域活動部会長）

地域活動部会

馬見岡綿向神社

信楽院

近江商人館 （旧山中兵右衛門邸）

ボランティアガイドさんの説明

日野まちかど感応館
（旧正野玄三薬店）

第10回歴史探訪。参加者は18名で近江八幡駅集合、バスの車窓から田園風景を

眺めながら約40分で日野町内に着きました。ボランティアガイドの福永さん（レ

イ大OB米原校）の案内で伝統ある美しい町並みを探索しました。主な見どころは

近江日野商人館・感応館・ふるさと館・馬見岡綿向神社・信楽院・町並みです。

日野は蒲生氏の城下町で当時の町割りが残っています。

11/2 11/3

文化研修部会

近江日野商人館には、商人の家訓・行商商品等が展示されてお

り、とっておきの展示品がありました。国産最古のワイン・外国

産の石薬・赤穂浪士討入り速報・二宮金次郎の受領書・日本最古

の年金記録・戦時中の陶貨が展示されています。

江戸時代初期より日野商人がお椀を関東地方の農村へ掛売りで

売りに回った。また椀に代わって合薬（漢方薬）の行商が当たり、

その利益で商人が大きく成長し日野祭の曳山を作りました。

信楽院（しんぎょういん）は蒲生家の菩提寺で本堂には立派な

龍の天井画があります。馬見岡綿向神社は1200年の歴史のある神

社で、日野商人の出世開運の神として崇敬されました。改めて日

野商人が努力・根性・情報収集で店を大きくし関東地区に店を構

え財を成したのに感銘しました。 美味しい饅頭・羊羹もあり、

日野商人の歴史を感じられる街です。皆さんも是非一度日野散策

してください。 （中村邦彦委員）

http://lacadia-dousoukai.com/


活動名 月日 参加人数 時間/人 時間計
旧草津川跡地公園 花壇整備：毎月第 2土燿 10/11(土) 4 1.5 ６
同上 11/19(土) 2 2 ４

栗東傾聴「デイサービス大宝の家」：毎月第 3月曜 10/11(火) 4 1.5 ６
同上 「デイサービスいきいき」 11/19(火) ７ 1 ７
常盤小学校 園芸ボランティア(剪定・校庭清掃など) ―
治田小学校 園芸ボランティア(花壇整備・校庭清掃) 10/1(月) 5(3) ２ 10
同上 11/5(月) 5(2) 2 10

草津街あかり華あかり 「あかり銀河」 11/2(金) 3(土) 21 ５ 105
「美しい湖国をつくる会」湖岸清掃(志那２駐車場付
近)

11/12(月) 30 1.5 45

集計(延べ) 78 名 193 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

開催日時 活動・イベント内容 活動場所 内容

1/25(金)
12:00～14:30 37～39 期合同交流会

あたか飯店 関係者には別途連絡

2/4(月)
13:30～15:30

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 3階
309 号室、305 号室

詳細は折り込みチラシ参照
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

2/9(土)
9:00～11:00

旧草津川跡地公園
花壇整備ボランティア

de 愛ひろば
活動棟付近ほか

(地域活動部会)毎月第 2土曜日
1月の活動は休止です。

2/25(月)
9:30～11:30

草津・栗東支部理事会 西一会館 会議室

3/1(金)
10:00～12:00

レイカディア大学同窓会
無料必修講座

「ひたすらなるつながり共
生社会と私たち」

レイ大草津校 大教室 詳細は折り込みチラシ参照

3/4(月)
9:15～12:00

大津支部健康部主催
「室内スポーツで

体を動かそう会」

大津膳所市民センター3階
（生涯学習センターの
隣）

(健康スポレク部会から案内)
詳細は折り込みチラシ参照

4/8(月)
10:00～12:00

草津栗東支部
定期総会

まちづくりセンター 3階
309 号室

支部総会には多くの会員の出
席をお願いします！

4/24(水)

同窓会本部
定期総会

レイ大草津校 大教室

(5) 第 136 号 草津・栗東支部同窓会だより 平成 30年 12月 25 日

同窓会関連活動スケジュールの案内(2019 年 1月以降)

地域活動部会 10・ 11 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。

全体集会は各部会に分かれて集会を開き(同時開催)、今年度の活動実績の振り返りと次年度
の活動計画・予算案を立案するため意見交流をします。同窓会活動について会員の意見を反映
する機会になりますので、役員・部会委員だけでなく会員の皆様にぜひ参加をお願いします

．．．．．．．．．．．．．．．．．
。

４部会いづれにも参加できます。
 総務広報部会（支部だより・会員名簿の発行、総会・部内交流会の開催など）
 地域活動部会（草津栗東地域の地域活動・ボランティアの推進・実践など）
 文化研修部会（文化・歴史の研修、探訪の企画・開催など）
 健康スポレク部会（健康の増進・スポーツ大会の企画・開催など）

１．日時：2月 4日(月) 13:30～15:30
２．場所：まちづくりセンター３階 (草津駅から徒歩 3分)
３．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月４日(月) 部会別全体集会 開催

同窓会大津支部から草津・栗東支部に室内スポーツ交流の案内がありました。
草津・栗東支部健康スポレク部会として参加し、大津支部の会員の皆さんとも交流を図りたい
と思います。
普段あまり体を動かされていない方も気軽に参加できますので、お待ちしています。

参加される方は平成 31 年 2月 20 日(水)までに中橋民男までお知らせください。
メール：minato3139@yahoo.co.jp TEL ：090-3048-4523

日時 3月 4日（月） 受付 9時 競技開始 9：15～12：00
場所 大津膳所市民センター 3F（生涯学習センターの隣）
締切 平成 31 年 2 月 20 日（水）
持物 上履き、飲み物、タオル、動き易い服装
参加費 無料
参加者 会員、家族、在校生、知人

（大津支部 健康部主催）
「室内スポーツで体を動かそう会」のご案内

mailto:メール：minato3139@yahoo.co.jp


平成３０年１２月１０日

支部長各位 （草津栗東支部会員各位；下記の案内ご一読の上で受講いただける方は
大西副支部長まで連絡お願いします。）

レイカディア大学同窓会 総務研修部会
副会長 岩田 和彦

総務研修部会長 長谷部 森彦

平成３０年度レイカディア大学同窓会 無料必修講座開催のご案内

寒気の候 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
過日開催の同窓会総務研修部会でお話しさせていただきました、平成３０年度レイカディア

大学同窓会 無料必修講座が下記内容で開催されることが決定いたしました。
受講者人数は草津校、米原校それぞれ３０名です。
同窓会総務研修部会として、会員の皆様に早めに周知していただき受講者を募集したく

ご案内するものです。
例年受講者が各支部の役員の皆様に偏りがちな傾向にあります。本年度は役員以外の同窓会

員の皆様の中から一人でも多くの方に受講していただけるようご配慮願います。
支部長の皆様はご多忙中とは思いますが、組織をとおして一人でも多くの会員の皆様にお声

がけしていただき各支部に割り振り致しました受講者人数を確保していただき、平成３１年１
月３１日（木）までに長谷部迄メールでご提出の程宜しくお願い致します。
忙しい年末ですが体に気を付けてお過ごしください。

記（草津校の講座のみ記載）
無料必修講座
草津校

日時 平成３１年３月１日（金） １０時～１２時
テーマ 「ひたすらなるつながり共生社会と私たち」
講師 県社会福祉協議会事務局次長 谷口郁美氏

支部割ごとの人数
草津校（３０名）うち 草津・栗東支部 ６名

受講申し込み(草津・栗東支部の取りまとめ)
大西副支部長までメールまたは電話で 1月 25日(金)までに連絡をお願いします。

メール：tonishi@zeus.eonet.ne.jp 電話：090-6679-2771
以上

mailto:tonishi@zeus.eonet.ne.jp

