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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
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支部理事会報告 (12/25) 本部常任理事会報告 (1/30)

１．同窓会會報35号と支部会員名簿改訂版を配
布した。

２．新会員との交流を深めるため、今年度は初
めて37〜39期の期別合同交流会を1月25日に
あたか飯店で開催を決定した。37〜39期の方
は全員参加いただき会員相互の情報交換・懇
親の場とするべく努力することとした。

３．定期総会は4月8日(月)に決定、内容につい
て協議し、講演会の開催や懇親会の開催を検
討することにした。

４．次年度予算でボランティア活動で着用する
ビブス(チョッキ)の購入を次回理事会で検討を
予定している。 （藪支部⻑）

１．1月22日に渡邊学⻑と同窓会、えにしの会、サポート
隊、事務局を交えての学⻑懇談会が開催された。学⻑か
ら「健康で心豊かな高齢者の学びの場とすること、また
時代の変化に伴う多様性を尊重し対応していくこと」等
の話があったと報告を受けた。

２．42期生募集に対して同窓会として会員1人が1名以上の
口コミで募集の紹介を行うようにすること、また各支部
管轄にある平和堂店舗でチラシの配布を行うことを決定
した。

３．4月24日(水)開催の同窓会定期総会の記念講演として三
日月知事に健康⻑寿、人生100年のテーマで講演いただ
く予定（タイトルは未定）。支部会員全員が出席できる
ようにしたい。 （藪支部⻑）

部会別全体集会開催 2/4 まちづくりセンター

部会ごとに分かれて、30年度の事業活動と会計収支報告、31
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。

健康スポレク部会

総務広報部会（8名出席）
来期の開催行事と内容を確認し、参加者を増やすため

の取り組みについて討議した。
「支部だより」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半年程度の引継ぎ
期間を設けることで対応して行くことにした。

(⼤⻄ 部会⻑）

健康スポレク部会（8名出席）
(主な決定事項) グラウンドゴルフ⼤会の開催場

所を三ツ池運動公園から帰帆島Ｇゴルフ場に変更す
る。三ツ池はサッカー用の芝でＧゴルフに向いてい
ないため。会場費アップに伴い参加費を500円に値
上げする。
ノルデックウォーキング、ディスコン⼤会の参加者
が少ないので、卓球、ニュースポーツなど他の競技
も組み合わせて開催する。 （中橋 部会⻑）

地域活動部会（９名出席）
藪支部⻑も参加のもと、佐々木から活動状況などを説

明し来期の活動について打ち合わせした。
「宿場祭り」は4月28日開催が決まったが、我々が担当
するイベントは未定である。11月の「街あかり」は昨年
と同様の「あかり銀河」の担当になる。「傾聴ボランテ
ィア」を草津市への拡⼤と、藪支部⻑から帰帆島周辺で
の全員参加のごみ集めをしたいとの提案があり具体化を
進める。 (佐々木 部会⻑）文化研修部会（9名出席）

来期も今年度の事業は継続する方針で、新規事業
としてスタートした高齢者対象の勉強会、陶芸教室
をより充実したものにする方向で検討した。
また、活動展・作品展については例年通り草津市図
書館で開催し準備を進める。同時に運営には理事会
にも協力をお願いすることを確認した。

（浦山 部会⻑）

健康スポレク部会
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私はレイカディア大学でボランティアの大切さを
学び、かつ楽しさを体験しました。そして在学中から
始めた３つのボランティアを現在も継続しています。
① なごみの郷での月1回土曜日開催の「初中級者の
陶芸教室」と月1回の「キッズパーティー」(幼児対
象の陶板手形作り)支援他、一部町内会での陶芸教
室作品作りの支援活動等

② 滋賀県立むれやま荘（障害者支援施設）での月1
回の陶芸教室活動

③「滋賀骨髄献血の和を広げる会」での献血バス横の
骨髄バンクドナー登録の説明員活動
③は2015年の2年生の時に、「日本骨髄バンク」の

ドナー登録推進ボランティア団体「滋賀骨髄献血の和
を広げる会」が県庁職員とドナー登録説明員を募集に
来られたのが始まりです。当初、ドナー登録の募集と
勘違いしていましたが、ドナー登録できる年齢は54
歳以下でレイ大生は全員ダメだと後で知りました。

説明員ボランティア研修会に参加した時に、滋賀県の
ドナー登録の現状を知り結構ショックを受けました。
それは骨髄移植を受けたくても白血球のＨＬＡ血液型
が他人では数百から数万分の1の確率でしか合わない
ことで、日本では現状1年に2000人が骨髄移植を希望
されているなかで約６割の人しか提供を受けることが
出来ないことでした。当時、滋賀県は人口千人当り
5.84人の登録で、日本の平均8.1人から見て相当低い

と感じました。先ずは滋賀県
の白血病等で困っている患者
さんのために、この団体で活
動し新規ドナー登録を日本平
均8.1人を早く達成したいと
思いました。
私はレイ大骨髄バンク説明員1期生として、2016年2
期生募集を草津校で、2017年3期生募集は草津校と米
原校で説明会を開催しました。これにより多くの同志
が集まり骨髄バンク新規登録活動を行ってきました。
今年8月に読売新聞、9月に京都新聞に滋賀県で骨髄
バンクドナー登録が急増している記事が掲載されまし
た。両新聞に「レイカディア大学」の学生に説明員を
募り研修を実施したことで「説明員」が増加したこと
、滋賀県の新規ドナー登録者が年間平均200人前後で
低調だったのが2016年度は前年度3倍の793人で全国
トップの伸び率だったこと、2017年度は883人で全国
15位になったことが記載されました。
2018年度の11月末現在、千人当りの登録平均が8.69
人になりました。また日本骨髄バンクから最近の活動
が評価され、「2018in滋賀」全国大会が大津市で9月
に開催されました。三日月知事からもドナー登録がさ
らに増加するように啓発に努め、骨髄提供者への環境
作りにも取り組みたいと祝辞が寄せられました。
2019年に向けて説明員研修会募集を12月に草津校、1
月に米原校で実施しましたが、まだ説明員が足りませ
ん。説明員に一度挑戦してみませんか。
説明会は滋賀県赤十字
血液センター（草津市
笠山7丁目1-45）にて
随時実施しています。
よろしくお願いします。

37～39期会員合同交流会開催（1/25） あたか飯店

当初、37〜39期会員52名中26名が参加予定でしたが、時
節柄かインフルエンザ、風邪などで急な不参加が7名あり37
〜39期会員19名、役員5名計24名の交流会になりました。
役員から今後同窓会に積極的に係わって欲しいと訴え、

37〜39期の皆さんからはイベントへの参加や部会委員として
活動をしてもよいとの前向きな発言と共に要望もいただきま
した。初めての試みでしたが、⼤変和やかな交流会になりま
した。
次回はさらに枠を拡⼤して交流会の開催を検討しますので、
皆さんの参加をよろしくお願いします。

(報告：⼤⻄総務広報部会⻑)

私のボランティア活動（骨髄バンク説明員ほか）
３７期 陶芸学科 山本恵司

私のボランティア活動（骨髄バンク説明員ほか）
３７期 陶芸学科 山本恵司
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4年前、私は生ごみを減し肥料にして家庭菜園で使
える実演を見て、自分も生ごみを減らすべくやる気に
なりました。作り方は段ボール箱（みかん箱⼤）に燻
炭とピートを混ぜ、その中に毎日出る生ごみを入れて
混ぜると微生物の力で分解・発酵し、2〜3か月もする
と肥料になります。以来ボランティアで、「ごみ問題
を考える市⺠会議」に入って活動をしています。
昨年12月6日に「ごみ問題を考える草津市⺠会議」

のメンバーで家電のリサイクル工場 パナソニックエ
コテクノロジーセンター㈱の見学に行ってきました。
この会社は兵庫県の米どころ加東市佐保にあり、酒米
の山田錦で有名な田園風景の中に建っています。外見
だけでは何をする会社かは分かりません。それという
のも建物の外には廃棄物のかけらも見当たらず、きれ
いなオフィスにしか見えません。それだけ徹底した管
理体制を摂っていることがうかがえ、さすがパナソニ
ック唯一100％資本の会社だと思いました。

廃棄家電を再商品化素材(リサイクル)にする工場で、
資源循環型ものづくりをする日本一の会社とのことで
した。観て、聞いて、ふれて、学べる、会社の中は作
業現場を観ながら2階の通路よりアイテムごとに見学
できます。ベルトコンベアーで⼤きな冷蔵庫が観てい
るうちに解体されてしまいます。また、ヘッドホンよ
り案内の方の説明もよく聞こえるように気配りされ、
またミニチア機械で
の体験や、研修室で
の説明等、どれを
取っても素晴らしい
環境の中の作業を見
学して、リサイクル
の⼤切さを実感しま
した。

5年の再雇用の期限切れで仕事をやめたころ、新聞だったかよく覚えてないがレイカ
ディア⼤学を知った。糖尿病で薬を飲んでいることもあり、健康について興味があった
ことから、健康づくり学科に魅力を感じた。また、家から徒歩10分で⼤学に行ける事も
あり入学を決意した。
39期健康づくり学科は、男性6名、女性15名で21名の入学生だった。クラスでの委員

は会計となり、講義も面白く順調な⼤学生活のスタートだった。ところが、2ヶ月もたた
ないうちに、男性2人が退学し、半年後には学科⻑までが退学することとなり、会計から
文化委員（本部役員）となった。また、一年もたたないうちに男性1人、女性3人が退学してしまい男性2人、
女性12人となってしまった。
2年からは、男であること家が近いからと意味の分からない理由で、学科⻑（文化委員兼務）にさせられて

レイカディア大学を卒業して 39期健康づくり学科 堤 英憲

11月 ウォーキング

「ごみ問題を考える草津市民会議」に参加して 32期 スポレク学科 山口尚孝投稿

（資料を見る会員）

(回収品展示場)

（会社外観）

投稿

しまった。静かに勉強できると思っていたのに
波乱の2年だった。副学科⻑やクラスの仲間の
協力・応援で、残った14名全員が無事卒業する
ことができた。39期健康づくり学科の仲間14名
は「レインボー」と名前を付けて、年に数回は
集うことになっている。11月にはウォーキング
をして食事を楽しんだ。翌1月には新年会を開
催した。



※ 会員の訃報連絡をお願いします。誰が、いつ 総務広報部会⻑⼤⻄まで 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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ウオーキング

11月 ウォーキング 1月 新年会

今年度は下記9講座を開講します。
H30年
6月 開講式、講座「音楽の楽

しさ」⼤正琴の音色にひ
かれて

7月 「たのしく歌って 明日も元気」
8月 福祉講座「手話ダンスを楽しみ体験しよう」
9月 健康講座「脳活性化トレーニング」
10月 館外研修 (奈良)
12月 「お楽しみ会」今年もサンタがやってくる

かな？
H31年

1月 環境講座「ゲームでエコを学ぼう」
2月 人権講座「ライト＆トーク」
3月 閉講式、 クラブ発表ほか（食事会）

その他に、趣味の合う人同士がより一層の仲間づく
りとして、下記５つのクラブを毎月1〜3回開催し、
笑いの絶えない雰囲気で楽しんでいます。我々の合
言葉は「健康寿命100歳まで」頑張ろう！です。
私は「歌謡クラブ」に所属して新曲におたおたして
いる今日この頃です。
①生け花（6名） ②⼤極拳（11名）
③健幸バンド（22名）④囲碁（5名）
⑤歌謡（27名）
同窓会の皆様の参加をお待ちしています。

歓迎します！
連絡先は・・・・

「笠縫やすらぎ学級」は笠縫学区まちづくり協
議会が実施する生涯学習事業の一つです。
運営委員⻑、 運営副委員⻑の三輪益三⽒（31期
生活科学）と10名の運営委員、そして協議会職
員の支援を得て運営をしています。やすらぎ学級
は草津市⺠の60歳以上の方が対象で、現在は学
級員が総勢76名(男16、女60、内レイ⼤卒業生は
2名）、場所は笠縫まちづくりセンターで活動中
です。
本学級の目的は次の4項目です。
①現在社会の理解（世代間の調和を保ち、現
在社会への理解を深めるための感覚を身に
つける）

②健康の保持（心身の健康づくりについての
知識を高め、その実践に努める）

③趣味と教養の充実（生きがいを見いだし、
実践することで、豊かな家庭や社会の実現
に努める）

④社会活動への参加（社会活動に積極的に参
加し、自己の経験や能力を社会に役立てる）

やすらぎ学級では年間を通して講座を開設してい
ます。講座のテーマである「こころ豊かに、健康
でいきいき仲間づくり」を目指し、

「笠縫やすらぎ学級」 32期生活科学学科 飯沼 正明

地域活動(ボランティア)団体・グループの紹介 №６

文芸学科27期生25名個性が豊かで話せば味がある仲間に
めぐり会えたことは私にとって歓びであり今後の人生の宝で
す。俳句・書道・俳画・本読む四科目を2年間仲間と勉強を
しました。レイカディア⼤学で学んで本当に良かったです。
今も俳句を続けています。また、ボランティアでも前向きに
協力しています。
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投稿 レイカディア大学で学んで良かった‼
27期 文芸学科 西村満子

(でんでん太鼓つくり)
(脳トレ)

(手話ダンス)



同窓会の活動・イベントスケジュールです。多くの会員の参加をお願いします。

開催日時 活動・イベント内容 活動場所 内容

4/4(月)
9:15～16:00

春のハイキング
近江八幡お花見ウォーク

JR近江八幡駅
9:15集合

(健康スポレク部会)
詳細は添付チラシを参照

4/8(月)
9:45～12:00

草津・栗東支部 定期総会

記念講演：11:30～12:00
「海洋ごみ汚染と琵琶湖の
ごみ汚染」 一色 実氏

まちづくりセンター 3階
301号室 詳細は添付チラシを参照

4/24(水)
13:00～15:30

記念講演：13:00～14:15
(仮題) 「健康長寿、人

生100年」 三日月知事

同窓会本部 定期総会
14:30～ 約1時間

レイ大草津校 大教室
詳細は添付チラシを参照

4/28(日)
草津宿場まつり
イベント参加ボランティア

(地域活動部会)
詳細は未定、別途案内

5/13(月)
9:40～14:00

第 11回歴史探訪会
木瓜原遺跡を訪ねる

JR南草津駅 改札口
９：40集合

(文化研修部会)
詳細は添付チラシを参照

5/20(月)予定
春季グラウンドゴルフ大会 帰帆島Ｇゴルフ場 (健康スポレク部会) 都合に

より日時変更の可能性あり

6/29(土)
第 2回陶芸教室

（初心者向け）
なごみの郷 (文化研修部会) 陶芸に興味

のある方、ぜひ参加くださ
い。

6月 クリーンキャンペーン
(琵琶湖岸清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)

(地域活動部会)

7月予定
高齢者向け勉強会
テーマ：認知症予防

(文化研修部会)

8月予定 琵琶湖周辺めぐり
多景島と彦根造幣局見学

(文化研修部会)

9月予定 作品展・活動展 (文化研修部会)

9月予定 ディスコン大会 草津市総合体育館 (健康スポレク部会)

10月予定 秋季グラウンドゴルフ大会 帰帆島Ｇゴルフ場 (健康スポレク部会)

10月予定 ノルディックウォーキング 帰帆島周辺 (健康スポレク部会)

11月
草津街あかり華あかり
「あかり銀河」ボランティ
ア

(地域活動部会)

11月予定 秋のハイキング (健康スポレク部会)

12月予定 第12回歴史探訪会
小野・和邇方面

(文化研修部会)
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同窓会関連活動スケジュールの案内(2019 年 4月以降)



毎月第 2 または
第3月曜日開催

カラオケ・Gゴルフ同好会 コロッケ倶楽部
帰帆島Ｇゴルフ場

(健康スポレク部会)

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。



平成３１年２月２５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

同窓会草津・栗東支部

４月 8 日（月）定期総会及び記念講演の案内

拝啓 立春の候、会員の皆様におかれましてはお元気でお過ごしのこととお

慶び申し上げます。 日頃よりレイカディア大学同窓会草津・栗東支部活動に

対しまして、温かいご理解とご協力を賜り誠に有り難く心より感謝申し上げま

す。

さて、題記の平成３１年度同窓会草津・栗東支部定期総会及び記念講演を、

下記の日程で開催させていただきます。 記念講演は「海洋ゴミ汚染と琵琶湖

ゴミ汚染」と題した内容を予定しております。 会員の皆様には公私何かとご

多用のことと存じますが各人お誘い合わせの上、多数の皆様のご出席をお願い

申し上げます。

敬具

－ 記 －

１、日時 平成３１年４月８日（月）

受付９：３０

場所 草津市町づくりセンター３階３０１会議室

２、定期総会 ９：４５～１１：２５

式次第

①支部長挨拶

②Ｈ３０年度事業報告・決算報告

③Ｈ３１年度事業計画・予算審議

④閉会挨拶

３、記念講演 １１：３０～１２：００

演題 「海洋ゴミ汚染と琵琶湖のゴミ汚染」

講師 ３９期びわ湖環境学科 一色 実 氏

以上



平成３１年２月２５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

同窓会本部定期総会及び三日月知事による記念講演

拝啓 立春の候、会員の皆様におかれましてはお元気でお過ごしのこととお

慶び申し上げます。

さて、平成３１年度同窓会本部定期総会を下記の通り４月２４日午後に開催

致します。 併せて同窓会定期総会記念事業として三日月知事に講演をしてい

ただくことになりました。 聴衆者は同窓会会員、レイ大在校生、一般シニア

が対象です。 演題は未定ですが「人生１００年時代や健康長寿」になるので

はと推測しています。 同窓会として出来るだけ多くの皆さんにご出席いただ

きたいと願っておりますので、会員の皆様には公私何かとご多用のことと存じ

ますが各人お誘い合わせの上、多数の皆様のご出席をお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

１、三日月知事による記念講演

場所 県立長寿社会福祉センター 大教室

日時 平成３１年４月２４日（水） 午後１時～２時１５分

演題 未定

２、定期総会 午後２時３０分から約１時間

記念講演と定期総会に参加いただけるかどうか、学区理事より確認させて

いただきますので出来るだけ、参加いただきますようお願いします。

以上

追記）先日配布致しました會報３５号の裏表紙訂正（一部削除）のお願い。

下記の３行を削除して下さい。

（滋賀県レイカディア大学本部）

〒525－0072 草津市笠山町七丁目８－１３８

ＴＥＬ ０７７－５６７－３９３９



健康スポレク部会 春のハイキングのお知らせ

近江八幡お花見ウオーク【近江八幡ハイキングコース】約 19ｋｍ

 日時：4 月 4 日（木）JR 近江八幡駅 9：15 集合～16：00 頃解散

 予備日：4月 11 日（木）

 JR 琵琶湖線：草津駅発 新快速 8：42 発～8：56 近江八幡着 快速 8：33 発～8：50 近江八幡着

 往復の交通費等は各自ご負担ください。

 参加は会員、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。

 持ち物：飲み物、雨具、歩きやすい服装、靴等

 昼食は各自ご用意ください。

 雨、警報が出たときは中止

 行程約 19ｋｍ（途中で帰りたい又歩行困難な方、八幡運動公園付近から路線バスが近江八幡駅まであります）

 〆切日：3月 28 日（木）

 集合場所：近江八幡駅北口観光案内所前

（� 公園一帯桜）

行程：JR近江八幡駅 9：30 出発 ⇒ 9：45 白鳥川堤防 ⇒ 12：00～13：00 八幡運動公園 ⇒13：30 百々神社

2ｋｍ（桜並木道） 7ｋｍ （休憩・昼食） 2ｋｍ（桜 �）

⇒14：00 ラ・コリーナ ⇒14：30 八幡堀⇒新町通り ⇒ 15：30 頃 JR 近江八幡駅着解散

2ｋｍ（桜・買い物・�） 3ｋｍ（桜並木道）�（買い物） 3ｋｍ

 行程はすべて平地ばかりです、少し距離が長くなりますがご参加よろしくお願いします。

 当日のボランティアガイド江角様（36 期健康づくり学科）



文化研修部会

第 11 回歴史探訪会のご案内
立命館大学びわこ・くさつキャンパスの陸上競技場クインススタジアムの地下に

7～８世紀の遺跡が保存されています。その秘密の扉をあけてみませんか。

日 時 2019 年 5 月 13 日(月) 少雨決行

集 合 ＪＲ南草津駅 改札口 ９：40 集合

出 発 9：52 発 立命館大学行バス乗車

行 程 立命館ＢＫＣ 木瓜原遺跡見学 10：10～11：00
学生食堂にて昼食 11：00～11：30

早いですが学生が少ない時間帯にとの大学側の要望です。
メニューは自由で＠500 円位(参加者でお支払い下さい)

食事後 トイレを済ませ 11：50 位に噴水辺り集合

午後コース （徒歩） 12：00 立命発

藤右衛門桜→野路小野山製鉄→野路玉川ポケットパーク

→常徳寺→新宮神社→おかさん道→清宗塚(写真)→願林寺

→八幡神社跡→ＪＲ南草津駅

ＪＲ南草津駅着 14：00 位

会 費 会員 100 円 （非会員 200 円）

距 離 約 7ｋｍ(立命大構内含む) ※時間は大凡です。

費 用 バス代金 230 円（ＪＲ南草津駅～立命館大学 各参加者でお支払いくださ
い）

※ 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

