
 

 

 

 

 

 

滋賀県レイカディア大学同窓会 

会長 堀江勇夫 

ソーシャルディスタンスと同窓会活動の未来像とは･･･!? 

昨今は新型コロナウィルス感染症の蔓延という災禍と､想定を超える天変地異
の頻発によって､世の中に暗雲が立ちこめています｡ 
しかしこのまま怖じ気づき縮んでしまってはならず､人類は創造と破壊を繰

り返す過酷な自然の歴史を乗り越えて､めざましい変革を遂げてきた事実に学
び､ピンチをチャンスに変えて With コロナ･After コロナ時代の､新しい社会秩
序のあり方を探って行かなくてはなりません｡ 
そこで､ソーシャルディスタンスを前提とした､全く新しい社会秩序の構築の

必要性が叫ばれるようになり､政治は Web サイト･SNS･テレワーク･Web ミーテ
ィング等を活用した､ホームワーキングシステムの拡充等､IT インフラの整備を､国家目標として掲げ
実践されようとしています｡ 
われわれ同窓会はシニアを構成員としていて､その分野は苦手な領域になりますが、しかし時代の

波に乗り遅れてはならず､本来持ち合わせている好奇心と向上心によって､果敢に新分野へもチャレ
ンジしていこうではありませんか!! 
さて人生百年時代､今や六十歳は青春のど真ん中､人生七十年古代希れ･･･否､希れどころか巷に溢

れかえっています｡八十路･九十九髪まで会員の多くは矍鑠としておられます｡ 
その観点に立って､これからの同窓会運営をしていかなければならない､大きな変節点にあります｡ 

母校滋賀県ﾚｲｶﾃﾞｨｱ大学も､第四十四期生からは新制シニア大学への変貌を､模索中との動きがあり期
待が膨らみます｡私たち同窓会も、これらに呼応した動きを､準備する時期が来ていると思われます。 
① 魅力有る同窓会と魅力ある母校は互いに響き合う関係にある｡ 
母校は会員が入学前からの取組みが更に深められ､入学時に新たに挑戦したことが､世間で認めら

れるものになるものでなければならないと思います｡期待し声を上げていきましょう｡ 
② 魅力有る同窓会とはどういうものなのか｡ 
これは、魅力の概念は各人各様です｡人生百年時代の会員の年齢差は四十歳にもなります｡つまり洟

垂れ小僧から枯淡の仙人までの､思いを満たさなければならないとすると容易ではありません｡本部
機構がこれを実現することは難しく､情報交換や価値観の共有機能を持つ一般的にいう､連絡協議会
的な役割を担うことになるでしょう｡ 
従って支部活動の充実に委ねられる自覚がますます大切になります｡ 

③ 魅力ある同窓会は社会的認知度を高めていかなければなりません｡ 
地域の社会教育現場におけるオブザーバーまたは実践者となって、地域社会の担い手としての矜持

を持つと同時に、健康寿命を限りなく百歳に近づけ､人様のお世話になることなく､元気で自立してい
ること それ自体が､立派な社会貢献活動なのだとの思いを持つことが大切です｡ 
④ 魅力ある同窓会は発信力の有無が大きく影響してくるものと思います｡ 
「會報･つながり」･｢同窓会ホームページ｣が広報情報発信機能を十分に果たしていくためには､それ
らを得意とするプロやセミプロ集団を形成して､専門的に編集し WEB サイトの運営をしていくことが
求められると思います｡これらニーズに応えられる母校のカリキュラム編成に期待したいものです｡ 
最後になりましたが、同窓会活動の愈々の発展と会員各位のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、2020

年度の総会（書面決議）に臨んでのメッセージと致します。 
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レイカディア大学同窓会機関紙「つながり３７号」学長メッセージ 

「コロナ禍ウイズコロナの今―レイカディア大学のこころとかたち」 

  滋賀県レイカディア大学 

学長 渡邉 光春 

 

同窓会員の皆様におかれましては、レイカディア大学の卒業生として、

それぞれの地域におけるこれまでのご尽力に敬意を表する次第です。 

 コロナ禍の今、様々な活動の自粛や制約から、皆様の地域活動への想い

がままならない現下であり、先行きが、まだまだ不透明の状況であります。 

 さて、昔から伝えられてきた言葉に「家に三声あり」というのがありま

す。 

第一の声はお年寄りがお経をあげる声、第二に子どもをあやす声、第三が子どもが本を読んだ

り、遊ぶ声、これらの三つの声が混ざり合い調和してきこえてくるところが家族のイメージとし

て語られたものです。  

 そして皆さんは「フレイル」という言葉をご存知でしょうか。フレイルは日本老年医学会が２

０１４年に提唱した概念で「Frailty(虚弱)」の日本語訳です。健康な状態と要介護状態の中間に

位置し、身体機能や認知機能の低下がみられる状態です。こうしたフレイルを予防していく上で

の基盤は次の３つの間であります。一つ目の間はゆとりのある時間、二つ目は伸び伸びした空間、

三つ目はうるおいのある人間関係であります。この三つがない状態をわたしは間抜けと言ってい

ます。 

 この三声が家から失われ、三つの間が個々人から失われていくなら、地域に新しい「三声」と

個々人の生き方に「三つの間」を創ろうではないか、との取り組みがレイカディア大学の歩みで

あり、レイカディア大学で学んだ人たちや関係者の矜持として、これからも発信すべき「こころ

とかたち」だろうと思っています。 

 そしてレイカディア大学がこれまで大事にし、これからも大切にしていく「つながりのえにし」

は次のことだと思っています。 

①過去とのつながり ②未来とのつながり ③社会とのつながり ④他者とのつながり 

⑤次世代とのつながりが「5つのつながりのえにし」です。 

 これら発信すべき三声と三つの間という「こころとかたち」と大切にしていくべき「５つのつ

ながりのえにし」は、レイカディア大学の校歌である「レイカディア賛歌」の「ともに学ばんさ

わやかに」「ともに遊ばんうるわしく」「ともに生きなんかぎりなく」に表現されていると思いま

す。 

 最後に、「ともに学びましょう」「ともに遊びましょう」「ともに生きましょう」の三つが「レイ

カディアでつながった」我々の共通言語であることを確認し、今後の皆さんの活動に三声と三つ

の間と５つのつながりのえにしを「ひたすらなるつながり」として発信させていただき「つなが

り冬号」への私のメッセージとします。 
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「人は人の中で人となる」～コロナ禍で改めて感じるつながりの大切さ～ 

滋賀県知事  三日月 大造  

 

滋賀県レイカディア大学同窓会會報つながり冬号の発刊にあたり、一言ご

挨拶を申し上げます。 

 同窓会会員の皆様におかれましては、日頃から、レイカディア大学の運営

や在学生への支援に対し多大なる御支援、御協力をいただき、誠にありがと

うございます。また、それぞれの活動を通じて豊かな地域づくりに御尽力い

ただいておりますことに、心から感謝申し上げます。 

本年は、全国で新型コロナウイルス感染症が発生し、様々な社会活動の自粛などにより、これま

で当たり前であった日常生活が大きく変容し、人と人が思うように出会いにくい状況が続いており

ます。レイカディア大学においても、長期間にわたり休校とし、再開後も感染症対策のために通常

と異なる形で運営するなど、在校生をはじめ関係の皆様は大変なご苦労をいただいていることと存

じます。 

 

さて、私は、かねてから「人は人の中で人となる」という考えを大切にしているのですが、今般

のコロナ禍において、人は一人で生きていけないこと、人と人とのつながりの大切さに改めて気付

かされました。また、本県では、「変わる滋賀 続く幸せ」を基本理念とする基本構想のもと、誰

一人取り残さない共生社会を志向するＳＤＧｓを実現するため、将来世代も含めた誰もが尊重され、

自分らしく生きることができる「未来へと幸せが続く滋賀」を目指して皆様とともに取り組んでい

るところです。誰一人取り残さない共生社会の実現には、人と人とがつながり、ともに生きる喜び

を分かち合える地域づくり、社会づくりが必要と考えています。 

 

 レイカディア大学卒業生の皆様は、まさに、地域づくりの担い手として実践いただいており、大

変に心強い存在であると感じております。在学中はもとより、生涯を通じて培われた豊富な知識や

経験をお持ちの皆様が、地域活動を通じてさらなるつながりの輪を広げていただくことが、活力あ

る地域づくりにつながるものと考えております。 

 

人と人とのつながりの中で、ともに生きる喜びを分かち合える社会、誰もが居場所や生きがいを

持って、自分らしく活躍できる社会の実現に向けて、これからも、皆様が魅力と活気に溢れる地域

づくりの牽引役として活躍されることを御期待申し上げます。 

 

 皆様におかれましては、これからも健康に十分に留意いただき、今後とも、地域づくりやレイカ

ディア大学の運営により一層の御支援、御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 最後になりましたが、同窓会のますますの発展と、会員の皆様の御健勝、御多幸を祈念いたしま

して、挨拶とさせていただきます。 
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令和２年度 長寿（白寿、米寿）慶祝者の皆さま (敬称略) 

白寿 （４名） 

 

 

写真掲載    写真掲載 

辞退      辞退 

 

 

竹内 平吾    西堀 貞江    小林 鈴子    林 美栄 

甲賀・湖南支部    湖北支部       高島支部            高島支部 

草津校 17 期園芸   米原校 18 期生活   草津校 14 期文芸    草津校 15 期生活 

 

米寿 （２２名） 

 

        

        

        

        

                      

磯田 考潤    中谷 浩治    荒井 弘進    奥村 常治郎   鳥居 義樹 

大津支部       大津支部          草津・栗東支部   草津・栗東支部     守山・野洲支部 

草津校 35 期園芸   草津校 37 期びわ環 草津校 29 期園芸    草津校 17 期文芸   草津校 22 期園芸 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

清水 平男    岡田 なを子   吉田 君雄    佐々木 茂善    藤野 重紹 

甲賀・湖南支部   近江八幡支部     近江八幡支部       近江八幡支部     中部支部  

草津校 33 期地文    米原校 23 期生活    米原校 26 期生活   草津校 23 期園芸   米原校 18 期園芸 

                                        

                                        

                                        

                                  

                                 

藤井 一代    矢野 高安    本間 小一郎   大久保 忠彦   北川 久 

中部支部           中部支部           中部支部      中部支部      湖東支部 

米原校 25 期生活    米原校 23 期園芸   米原校 27 期文芸   米原校 19 期文芸   米原校 18 期園芸 
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青木 秋子    堤 幸子     大橋 充子   川部 寛子    宮口 敏夫 

湖東支部           湖北支部      湖北支部     湖北支部      湖北支部 

米原校 24 期スポレク  米原校 18 期文化   米原校 21 期スポーツ 米原校 19 期スポーツ  米原校 27 期園芸 

 

 

 

 

 

志村 市左衛門 松本 直子 

高島支部     高島支部 

草津校 24 期文芸  米原校 23 期文芸      慶祝者訃報：草津・栗東支部 奥村様 10月 24日ご逝去されました。 

                        ご冥福をお祈り致します。 
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令和２年１１月１８日（水） 

総務研修部会 小島 治 

「高齢者に役立つ講演会」 

高齢期を楽しく過ごすために〜エンディングノート〜私の整理帳 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で同窓会活動が少ない中「高齢者に役立つ講演会」と題して

「高齢期を楽しく過ごすために～エンディングノート〜私の整理帳」の講演会を９月２４日（木）

米原校の必修講座を同窓会は、無料講座として４０名受講した。 

           米原校 会場 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１８日（水）はレイカディア大学草津校にて、本部総務研修部会主催で開催した。 

受講者は９６名で多くの参加者となった。 

                 草津校 会場 

    

講師は大津社会福祉協議会の井ノ口浩士氏で両会場共に予定人数を上回り盛況で受講者の関心

の高さが伺われた。 

エンディングノートとは「人生の終盤に起こりうる万一の事態に備えて治療や介護、葬儀など

について自分の希望や家族への伝言、連絡すべき知人のリスト等を記入しておくノート」である。 

私が今回受講して今後の進め方については・・・・・ 

①自分の此れからの時間「誰と」「何をして」「どのように」過ごすのか、自分は此れからどう生

きるのか、どう生きたいのかが大切である。 

②エンディングノートは残された人への思いやりであり、万が一の事があった時に自分も家族

も留意点として書ける所から書き進め日付けを入れる事、又ノートの保管場所は明確にして

おく事。 

③本日受講した後、早速取り掛かる事を自分なりに３つ見つける事。 

今まで他所で受講した「エンディングノート」については内容説明だけであったが、今回は実

体験を基に解り易く丁寧に説明して頂き良く理解できた。 
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写真で振り返る『大津支部』のこの一年 
令和元年１１月～令和２年１０月 

 
11月地域事例発表会 11月蕎麦打ち体験 

12月～2月 琵琶湖湖岸 ３カ所でヨシ刈り 

 

1月県立近代美術館 出前講座 

3月～4月小学校卒業式・入学式花飾り 2月 新年会（千松にて） 

3月毎日マラソン 

12月～4月唐崎やよい作業所陶芸支援 

 

11月～10月小学校美化 11月～10月小学校図書整理 

11月～10月花壇整備 4月定期総会（出席者制限） 

11月大津市教育委員会表
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小杖祭り 

 

 
 ２０２０年はコロナ禍の一年でした。例年実施している湖岸清掃活動、作品展・活動展、栗東市の傾

聴活動や草津宿場まつり、草津街あかり華あかり等でのボランティア活動の事業も中止又は休止となり

ました。なお 9 月、10 月以降の健康スポレク部会、文化研修部会の行事は再開しました。 

 

40 期新会員 歓迎会 

 

ノルディックウォーキング体験会と実技 9/23 

 

秋季グラウンドゴルフ大会 10/19 
地域活動体験学習ガイダンス 9/18 

 

ニュースポーツ大会 7/02 

 

治田小学校の園芸ボランティア 

 

de 愛ひろばの園芸ボランティア 

 

 

2020 年度 新三役 

会 

 

2020 年度 新年交流会 

 

たび丸 
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写真から見た草津・栗東支部のこの一年 



写真で見る守山･野洲支部のこの一年 
令和２年 10 月 1 日現在の会員数 135 名〈 守山：81 名 野洲：54 名 〉 

★地域活動事例発表会[11 月 18 日 於：近江八幡市「ひまわり館」] 

９支部から地域で活動されている内容について発表されました。守山野洲支部からは 32 期健康レク重盛 

攻治さんが”ボケ防止から始めた「連鶴」”について９時 40 分より約 30 分にわたり発表されました。 

 

★第 25 回守山･野洲支部定期総会[4 月 15 日 於：守山市図書館つながる森多目的室] 

新型コロナウィルス対策のため、支部役員、監事、議長で開催することと会員からは議決について委 

任をいただく形式で実施することとしました。会員数 140 名の内、出席者 29 名、委任状 79 名計 108 名で過半

数に達しており、総会は成立しました。尚、講演会、懇親会は中止にしました。 

   

★押し花教室[9 月４日 於：守山市民交流センター] 
定員 15 名のところ、男６名、女 12 名計 18 名の参加者で開催されました。 

   

★第 22 回作品展 [9 月 25 ～ 29 日 於：野洲市図書館] 
出展者守山 19 名、野洲 17 名計 36 名から 89 作品が出展されました。 

   

★第 37 回秋季グラウンド・ゴルフコンペ [10 月 21 日 於：川田グラウンド・ゴルフ場] 

33 名の参加者でグラウンドゴルフコンペを楽しみました。 
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２０２０ 甲賀・湖南支部のこの１年 （会員 108 名） 

項 目 実施日 関 連 事 項 

水口地区交流会  2/14 新会員歓迎会（2 名）を含めた懇親会（１７名）  

役員懇親会、理事会  2/18 年 1 度の懇親会を含め理事会開催「つるや」にて (17 名) 

地域ボランティア活動  随時 ３件（ささゆりサポート隊。ゴーヤカーテン作り、 

子供食堂”てるてるぼうず“草刈り） 

広報活動 随時 支部だより：年２回。ホームページ随時。  

グラウンドゴルフ大会 年２回  支部主催。水口野洲川 G／G。湖南市親水公園 G／G 

グラウンドゴルフ同好会  年７回  メンバー：３４名。甲賀市・湖南市 G/G 

里山ハイキング同好会  年２回  メンバー：１８名。 

青春１８きっぷの旅同好

会 

中断 新型コロナウイル感染防止のため本年度は中止 

ボランティアの日  12/ ４

予定 

水口子どもの森にて、園内看板等の整理清掃  

作品展・新人会員歓迎会  中止 新型コロナウイル感染防止のため中止とした  

１日研修旅行  中止        同上  

理事会  年８回  第１回はコロナのため、書類審査  

  

 

  

水口地区交流会   役員懇親会、理事会   理事会風景（コロナ対応）  

               
 

 

 ささゆりサポート隊活動  グランドゴルフ同好会  支部グランドゴルフ大会  

  

 

ゴーヤカーテン作り  里山ハイキング同好会  支部だより発行 (28、29 号) 
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近江八幡支部のこの一年 (令和元年 10月～令和２年 9月) 

【事業活動】 

    令和元年 10月 趣味の教室         令和元年 10月 会員作品展 

令和元年 10月 四支部親善グラウンドゴルフ大会    令和元年 11月 一日研修旅行  

令和２年２月 文化講座        令和２年９月 親睦グラウンドゴルフ大会 

【地域活動(通年)】 

白鳥川沿いの花の植栽            湖岸道路の桜並木の管理 

                  11   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

中部支部 この一年

 

 

総会は新型コロナ対応の代議員会。各種行事が中止や縮小となりました。 

 

総会(代議員会) 

役員会 
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             湖東支部 この 1 年 

令和元年度研修旅行 
 

令和元年１１月２６日 

湖東支部研修旅行 

トヨタ産業記念館と 

熱田神宮を訪問しま 

した 

 

地域活動事例発表会  
 

令和元年１１月１８日 

発表：犬上分会 

（せせらぎ三九良会） 

犬上川沿岸疎水 

  桜並木路の整備 
 

常任委員会開催         びわ湖岸美化活動 
 

新型コロナウイルスの       令和２年１０月２８日   

影響で総会が中止となり      彦根市の松原水泳場周 

常任委員会の開催が令和      辺で湖岸の環境美化活 

２年９月になりました。      動を行いました。 

               

                四支部親善ＧＧ大会 
                            

                 令和２年１０月３０日 

                 日野川グランドゴルフ 

                                  場にて開催されました。 

 

令和２年度日帰り研修 
 

令和２年１１月６日 

佐和山城跡を探訪する 

日帰り研修が実施され 

２４名の方が参加され 

ました。 

 

 

 

せせらぎ三九良会 
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５月 湖北支部定期総会 「新型コロナウイルス感染」拡大のため規模を縮小して開催 

     
 

 
10月 秋季グラウンドゴルフ大会 健康パークあざいグラウンドゴルフ場 参加者２５名 

    

 

 

 

 

 

 

 

10月 地域探訪研修会 国友鉄砲ミュージアムと町並み見学 参加者３６名  

    

 

 
10月 四支部親善グラウンドゴルフ大会 日野川河川敷グラウンドゴルフ場 
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高島支部 この一年 

 

 

 

 

 

 

 

 

木下さんを忍んで 

突然の訃報にただ驚くばかりです。 

木下さんはレイ大同窓会高支部長、

高島市の玄関口である JR今津駅か

ら今津港までの歩道を四季折々の花

で飾る活動、高島市風車村前の桜並

木の桜守のボランティア活動、地元自

治会役員などなど地域に貢献され、

レイ大の教えを実践され多くの方々

より人望されていました。 

高島を愛し、いつもニコニコ顔で活

躍されていた姿を私たちは忘れませ

ん。 

ご冥福をお祈りします。 

32期米原校園芸学科卒 大石幸夫 

 

 

 

 

 

 

紳士だった木下さんを偲ぶ 

支部長の木下納さんが急逝されてから、

今だに信じられない日々を過ごしていま

す。 

木下さんの思い出は一言ですが「良い男」

でした。面倒見の良い性格に甘えて何でも

頼っていました。ごめんなさい！ 

天国で先に逝かれた同級生の皆さんと

「28期会」天国支部を組織して、私達が逝

った時に楽しい席を用意しておいてくださ

い。  

また頼んでしまいました          

28期米原校園芸学科卒 柴嵜 久子 

 

編集後記 

本年度、高島支部では新型コロナウイルスの影響

で多くの事業が中止延期となりましたが、幸い台風

の影響もなく、秋の刈取りも無事終了し安堵してい

る所です。  

 

 

R1/10親睦旅行 R1/11 グラウンドゴルフ R１/11 作品展 

R1/4 定期総会 

 

観光ボランティアガイ

R2/10/20剪定及び除草作業 
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 レイカディア大学同窓会のホームページは６年経過しました。この間先輩諸氏の努力のおかげで

ホームページの存在価値が認められて来ておりますこと皆様方のおかげと感謝しております。 

 令和２年１月には後継者がホームページの運営に負担なく担当できるように簡素化したレイアウ

トに変更し、令和２年９月にレンタルサーバーの更新時期にあたることもあり、この機に運営方法

の見直しと８月からサーバー移行を実施し、併せて運用管理規約の改定をおこないました。 

 これにより、より安全で容易な運用できるようになったと思います。 

                             令和２・３年度HP管理班長  

                             野川 篤美（守山・野洲支部 36期地域文化） 

【主な改善点】 

１．サブＦＴＰアカウントの採用 

 今まで、１つのアカウントを９支部のＨＰ管理担

当が共用していましたが、９支部それぞれアカウン

トを保有することで、誤って他の支部や本部のペー

ジを更新することがなくなり、より安全な運営がで

きるようになりました。 

２、ＨＰ担当交代時のパスワード変更 

 ＨＰ担当が変更になる場合は各支部で引き継ぎを

おこない、速やかにサブＦＴＰアカウントのパスワ

ードを変更することになります。 

 ＨＰ管理班長交代時も同様に引き継ぎ後ＦＴＰア

カウントのパスワードを変更することになります。 

レイ大同窓会HP管理担当　名簿　　2020年度

支部名 氏名 卒期・学科

広報情報部会長 藤 田 順 一 ３７期園芸

ＨＰ管理班長 野 川 篤 美 ３６期地域文化

大津 中 村 登 ３７期園芸

草津・栗東 青 柳 公 夫 ３３期園芸

守山・野洲 野 川 篤 美 ３６期地域文化

甲賀・湖南 木下 美恵子 ３４期健康レク

近江八幡 川 村 護 ３５期北近江

中部 前 田 邦 博 ４０期健康づくり

湖東 西 川 裕 ３８期北近江

湖北 三 俣 繁 美 ３８期北近江

高島 湯 浅 清 明 ４０期園芸B

～ホームページレイアウト一新と新サーバー移転で 

      セキュリティ強化と運用の容易性を追求～ 

新サーバーＵＲＬ 

 https://lacadosokai.com 
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令和２年度 同窓会本部役員 

              三役   

会  長 副会長・地域活動部会長 副会長・広報情報部会長 事務局長 

堀江 勇夫 ３０期地文 奥長 裕幸 ３７北近江 藤田 順一 ３７期園芸 今岡  多望 ３７期北近江 

会  計 

藪  健治 ３５期園芸 

 常任理事（支部長） 専門部  

大津支部（252名） 草津・栗東支部（173名） 守山・野洲支部（136名） 甲賀・湖南支部（108名） 

藤田 順一 

３７期園芸 

藪  健治 

３５期園芸 

小島  治 

３４期地文 

浦田 好造 

３４園芸 

近江八幡支部（163名） 中部支部（155名） 湖東支部長（153名） 湖北支部長（231名） 

濱口 勝司 

３２期地文 

今岡 多望 

３７期北近江 

上野 芳樹 

３７期園芸 

奥長 裕幸 

３７期 4北近江 

高島支部 54名）   令和２年／６月末会員数 

清水 良秋 

３５期園芸 

  １，４２５名 

総務研修部会長 ＨＰ管理班長 事務局員 

小島  治 

３４期地文 

野川 篤美 

３６期地文 

福永 好子 

３８期健康づくり 

                                                

    総    会

　役員会（常任理事会・理事会）

  　 　　会　  長

   総務研修部会   広報情報部会 　地域活動部会

・総会 　　・地域活動の企画立案・地域・ボランティア活動の推進

・慶祝 ・會報発行 ・行政機関等各種団体との連携

・会員の親睦交流 ・ＨＰの維持管理 ・地域活動事例発表会

・研修事項の策定及び実施 ・広報に関する事項 ・支部の地域活動、ボランティア活動への支援

大 近 中 湖 湖 高

津 江 部 東 北 島

支 八 支 支 支 支

部 幡 部 部 部 部
支

部

・会員の地域活動調査

草
津
・
栗
東
支
部

守
山
・
野
洲
支
部

甲
賀
・
湖
南
支
部

滋賀県レイカディア大学同窓会組織図

監事 顧問

   副会長

  事務局・会計

HP管理斑
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      本部理事と所属部会及びＨＰ担当他 

 

本部理事 

総務研修部会 

荒堀 勝正 大津支部 ３２期健レク 

北川 勝 草津・栗東支部 ３９期園芸 

木村 萩女 近江八幡支部 ３７期健康づ 

北村 孝雄 湖北支部 ３８期園芸 

地域活動部会 

河嶋 文雄 大津支部 ３５期陶芸 

堀井 宏 守山・野洲支部 ３５期健康づ 

松井 和子 甲賀・湖南支部 ３４期健レク 

藤本 修 中部支部 ３８期陶芸 

諏訪 俊雄 湖東支部 ３７期北近江 

柴嵜 久子 高島支部 ２８期園芸 

広報情報部会 

青柳 公夫 草津・栗東支部 ３３期園芸 

石田 耕一 守山・野洲支部 ３４期園芸 

本田 秀信 甲賀・湖南支部 ３６期園芸 

森岡 隆範 近江八幡支部 ３９期園芸 

福永 好子 中部支部 ３８期健康づ 

廣田 由行 湖東支部 ３７期園芸 

前川 秀和 湖北支部 ４０期健康づ 

白井 與士則 高島支部 ３６期園芸 

ＨＰ担当 ＨＰ管理斑 

中村 登 大津支部 ３７期園芸 

青柳 公夫 草津・栗東支部 ３３期園芸 

木下 美恵子 甲賀・湖南支部 ３４期健レク 

川村 護 近江八幡支部 ３５期北近江 

前田 邦博 中部支部 ４０期健康づ 

西川 裕 湖東支部 ３８期北近江 

三俣 繁美 湖北支部 ３８期北近江 

湯浅 清明 高島支部 ４０期園芸 

  
監事 

森井 幸三 甲賀・湖南支部 ３１期地文 

  児玉 正孝 湖東支部 ３２期地文 

  事務局員 福永 好子 中部支部 ３８期健康づ 

          

  外部相談員 千﨑 道生 レイカディア振興課主幹 
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令和２年度８月末現在 本部会員数   

支部名 会員数 ８８歳以上者数 88歳以上者比率 

大津 支部 252 18 7.1% 

草津・栗東 支部 173 13 7.5% 

守山・野洲 支部 136 11 8.1% 

甲賀・湖南 支部 108 8 7.4% 

近江八幡 支部 163 9 5.5% 

中部 支部 155 16 10.3% 

湖東 支部 153 13 8.5% 

湖北 支部 231 57 24.7% 

高島 支部 54 7 13.0% 

合計 1425 152 10.7% 

 

 

18%

12%

9%

8%
11%

11%

11%

16%

4%

支部別会員数 円グラフ

大津 支部 草津・栗東 支部 守山・野洲 支部 甲賀・湖南 支部 近江八幡 支部

中部 支部 湖東 支部 湖北 支部 高島 支部

19   



 

  

                  編集後記 

 新型コロナウイルスの影響から「つながり會報 37号夏号」の発行は中止にしておりました。 

広報情報部の部会開催も制約を受けながら、今回「つながり會報 37 号冬号」を無事発行する

ことが出来ました。 

「つながり會報 37 号夏号」に記載する計画をしておりました、白寿と米寿の慶祝者の方々を

紹介するのと、9支部のこの一年間の活動を紹介しております。 

来年３月卒業者の入会案内に、37号冬号を活用します。 

私たち會報等編集班は 9名であるのと、HP管理斑も同様に９名です。 

 

草 津 校 米 原 校 

會報等編集班のメンバー 
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HP 管理班のメンバー 


