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レイカディア大学だより2016.7.27

場所：滋賀県立長寿社会福祉センター内

駐車場が混み合いますので路線バスでお越しください

ますようお願いします。

バスの運行については下記HPをご参照下さい。

http://www.shigashakyo.jp/access/index.html

イベント内容

１F：・陶芸教室 ・パソコン教室 ・花苗ポット販売 ・陶芸バザー

・野菜販売コーナー ・小物バザー ・成果発表、作品展示

２F：・子供向け工作、苔玉、どんぐり、クラフト遊び（宿題できるよ！）

・お茶会 ・体力測定、ニュースポーツ ・折り紙

シニアが新しい教養と技術を身につけ、地域の担い手として登場できるよう支援しています

第５回大学祭・地域交流イベントを開催します

来場者には花苗または陶器類進呈（数に限り有り）

８月１８日（木） １０：００ ～ １５：００

ステージ演芸：マジック

ステージ演芸

・スチールバンド演奏とコーラス ・紙芝居 ・詩吟 ・剣舞

・歌声サロン ・マジック ・オカリナ演奏 ・EGA３８と歌おう

・腹話術、皿回し、南京玉すだれ ・江州音頭

苔玉作り風景

おみやげの陶器・花苗

お気軽にお越しください

「ともに学び ともに遊び ともに生きる」のスローガンのもと、レイカディア大学の全学生が日ごろの学びの成

果を発表する「大学祭」が ８月１７日（水）・１８日（木）・１９日（金）に催されます。

特に中日 ８月１８日（木）には地域や卒業生との交流を深めようという目的で、子供連れも楽しめる各種イベント

が催されます。



【第6期サポート隊組織】

サポート隊年間活動報告

総務局

自主講座部会
今期より部会名と活動実態を合わせるため、活動テーマの入れ替え・部会員の

移籍等を行い、部会名も自主講座部会と改め活動を始めることになりました。

活動内容は部会員が企画・運営する、交流講座・パソコン教室の開催です。

パソコン教室は、文字の入力から始め、ワード・エクセル・パワーポイントの

使い方を、独自に作成したテキスト中心に指導してきました。受講者の方から

は、家庭などでは上手く教えてもらえないが、当教室ではマンツーマンに近い形

で教えてもらえるので有り難いと感謝されています。

交流講座については、在学中に身に付けた知識・技能を互いに教え・学びあえ

ることをコンセプトに企画しました。今年度は4回の講座を予定し、2月に「健康

寿命を延ばす体作り」（21号に掲載）、4月に「唐橋焼教室」（本誌4Pに掲載）、

5月に「木工工作教室」、6月に「挿し木教室」を開催しました。

自主講座部会長 国松 茂（35期園芸B）

三役（隊長、副隊長、総務局長・次長）
５部会長・副部会長 学生募集PJリーダー
ブログリーダー ６学科代表・副代表

サポート隊調整会議

隊 長

副隊長
総務局長

総務局次長

自主講座部会 事業企画部会 広報部会 園芸クラブ

園芸学科助手
地域文化学科助手
陶芸学科助手

選択講座助手

地域活動部会

1.パソコン教室開催
2.自主交流講座開設

1.学生募集支援
2.大学祭(学生自主企画)
への協力

1.卒業生の地域活動実態
把握とデータベース化
2.「ボランティアの日」
企画運営

1.「ﾚｲｶﾃﾞｨｱ大学だより」
等の情報発信
2.各活動の外部発信支援
3.ブログ作成、発信

1.草津校内及び周辺の
緑化、庭園整備
2.園芸学科の授業サポー
ト等

サポート隊役員会 レイカディア大学事務局

役員会メンバー ＋ 現役学科長

サポート隊は変わりました！

総務局はサポート隊の事務方として、月一回の「三役会議」、「役員会議」、「調整会議」を主宰しています。

「三役会議」は、サポート隊正副隊長と総務局長・次長（通称三役）がサポート隊運営の全体的事項の取り決めや大学事務局との

交渉、米原校サポート隊との連携等を進めています。

「役員会議」のメンバーは三役と各部会の部会長・副部会長、各学科卒業生の代表・副代表の計26名です。

今期は組織変更、規約の見直し、会議等資料の共有サーバー化、サポート隊ブログの管理方法・基準変更、名刺の作製等、活動を

充実させるためのインフラ整備を進めてきました。

また「調整会議」は、サポート隊役員、大学事務局、同窓会代表、在校生各学科長で構成し、レイ大の改善・発展に向けた相互間

の意見交流を行っています。在校生学科長からも積極的な意見が多く出され、サポート隊の活性化に繋がっています。

なお、レイカディア大学卒業生が地域限定ではなく県全体で地域貢献活動が出来るようネットワーク化・組織化することにより、

建学の精神である地域社会の担い手として、元気で活躍できる機会を広げることをめざして、新たな仕組み作りも検討しています。

総務局長 橋爪 一雄（35期陶芸）

パソコン教室15回、交流講座４回実施

サポート隊発足当初の学校運営の支援という役目が定着し、レイ大の知名度の向上、地域活動の実践、レイ大在校生・卒業生の

仲間づくりに貢献すべく、第6期では部会毎の活動の再編と部会名の改称を行い、新たな組織として出発しました。新規交流講座

を複数立ち上げ、また学生募集に対するマスコミへの前年に増した積極的な対応など活動内容も充実させて来ました。

会議の内容充実、在校生からも議論百出

挿し木教室受講風景



・地域貢献活動アンケート調査

レイカディア大学建学の趣旨に基づき、多くの卒業生が地域

で活躍しています。この実態を広く知って頂く為、直近3年間

の卒業生を対象に、毎年調査を実施し、今年は328名の方に回

答を頂きました。その内294名（回答者の約9割）が地域貢

献活動に参加しています。詳細は大学祭にて展示します。

・「ボランティアの日」開催

卒業生と在校生が、共に作業をし、懇談する唯一のイベント

です。今年は米原校にも参加頂き、両校の交流に一歩踏み出す

ことが出来ました。昨年までこのイベントは、草津にて外来魚

駆除を実施していましたが、今年は希望ヶ丘文化公園の伐採木

の搬出を行いました。（本誌P4に掲載）

そして熊本地震の義援金募集も行いました。

地域活動部会長 菊地 秀一（35期園芸B）

第６期サポート隊スタートに当たり、組織体制の見直しがあり新しく生まれ変わっ

た部会です。総勢24名が月一回、学生募集支援・大学知名度のアップ・大学祭支援を

主たるテーマとして活動しています。

学生募集では、募集で最も効果があるとされる「くちコミ」活動を主に、サポート

隊三役（正副隊長と総務局）と協働してのマスコミＰＲ訪問も実施しています。

また今年度は、サポート隊員の協力により、大学紹介ＤＶＤをリニューアルしまし

た。今後の大学知名度アップに大いに活用したいと思っています。

新たな世界で、新しい人とのつながり、教養（今日用事がある）と教育（今日行く

ところがある）で楽しんでいます。

事業企画部会副部会長 丸林 浩二（35期びわこ環境）

広報部会はサポート隊の

広報誌「レイカディア大学

だより」を年4回発行して

います。

在校生・OB・大学・サ

ポート隊の活躍を発信すべ

く、県内の公民館・図書館

等にお配りしていますが、

余り読んで頂けないようで

すので、まず“手に取って

頂けるように！”と今期よ

り表紙のイメージを変え、

記事も縦書きから横書きに

変更し、写真を大きく文字

を少なくしました。

今後は取材を多くして行

き、“キラリと光る活動”

をされている方を積極的に

取り上げて行きたいと思っ

ています。

テクノハウス裏側雑木林のコナラの古木伐採や樹木の植え替え、花壇の

整備等の「校内環境の整備」を主に「花・野菜実習場の整備」、「園芸学

科助手」等、講師の各先生のお手伝いをしながら実践し、活動を通じ会員

相互の親睦および後輩との交流を図っています。

当初はサポート隊より少し早い時期にクラブを発足し、単独で活動して

いましたが、平成27年度よりサポート隊の一部会として活動しています。

ただし、クラブ員の任期は本人の意思により継続可能で、体の動く限り

活動に参加ＯＫです。また、園芸クラブに所属しながら他の部会にも登録

され、活動の幅を広げ実力を発揮されている方もおられます。

園芸クラブ代表 畑中 耕治（35期園芸A）

事業企画部会

地域活動部会 広報部会

園芸クラブ

“レイカディア大学だより”を

手に取って頂けるように！

タイトル変更・縦書き⇒横書き
写真の大きさ変更

新たな世界で、新しい人とのつながり

校内環境の整備

重機を使った植え替え作業風景

広報部会長 中村 洋司（35期陶芸）

地域貢献活動分野別活動分布

アンケート実施

自治会活動

児童福祉

環境関連

文化・学習・スポーツ

その他

地域作り

29％

10％

9％

9％7％

37％

やすまる広場での
学生募集PR風景
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編集後記

☆我々サポート隊が大学卒業後にどんな活動をしているのか、今回特集記事を企画

してみました。卒業後も生き生きと活躍できる場が有ります。

☆本誌に載せきれない活動は左記ブログに掲載していますので、是非ブログも見て

頂きたくお願いします。 （Y．N）

ボランティアの日
（於：希望ヶ丘文化公園）

地域活動

5月24日はサポート隊主催恒例の「ボランティアの日」。サ

ポート隊員99名、在校生27名、更に米原校からも初参加で9

名、合計135名が野洲の希望ヶ丘文化公園に集まりました。

作業は、多くの幼稚園児や小学生が歓声を上げるフィールド

アスレチックやピクニックランドを横目に、事前に職員が周り

の林から切り出した伐採木をトラックへ積み込みます。中には

直径２０ｃｍ程の大きな丸太もありました。下から道路への引

き上げにはリレー作業です。夏日となった天候の下、２時間近

くの作業に参加者の額からは大汗がこぼれ落ちます。

近くリニューアル予定の同公園、中村公園長からは2015年

度入場者数76万人県下第五位（注）の施設を、第四位に引き

上げたいとの強い意気込みを伺いました。今回の作業は、その

思いに十分寄与できたことでしょう。

お昼は全員が７テーブルに分れてのバーベキュー、たっぷり

の美味しいお肉に作業の疲れも吹き飛びました。

（取材／近松 清司）

唐橋焼き陶芸教室交流講座

絶好のお祭日和となった5月4日午後、栗東市綣の大宝神社

では多数の見物客が注目する中、83年ぶりに復活されたサン

ヤレ踊りが奉納されました。サンヤレ踊りは室町時代に始ま

り、草津・栗東・守山辺りに伝承されており、草津市では国選

択の無形民俗文化財になっています。

大宝神社のサンヤレ踊りは明治に入り途絶えてしまい、大正

4年に復興されましたが、昭和7年に再び途絶えました。

県内の祭を調査しているレイカディア大学地域文化学科OB

の西村久さんを始めとする有志がサンヤレ踊り保存会を結成

し、昭和7年の資料を基に復活させることになりました。

今年から地域の集会所で、栗東西中学の吹奏楽部員や小学生

も参加し、歌、太鼓、笛、鉦（かね）、踊りの練習を続けてき

ました。晴れの舞台となった当日の午後0時30分から、西村さ

んの歌の先導で見事にサンヤレ踊りが復活され、広い境内は割

れんばかりの拍手と感嘆の声が鳴り響きました。

（取材／森村 善三郎）

大宝神社サンヤレ踊り

先生の手先を見つめる受講生達

琵琶湖ブルーのマグカップ

83
年
ぶ
り
に
復
活

伐
採
木
搬
出
に
汗

（注）一位：長浜黒壁館 二位：多賀大社 三位:道の駅藤樹の里 四位：豊公園

3月29日自主講座部会主催の「唐橋焼教室」を開催しました。講師は

唐橋焼窯元若山義和氏。信楽で16年間修行され24年前に美しい琵琶湖

ブルーの唐橋焼を始められた元祖。軽妙な語りでマグカップの制作をご

指導頂きました。先ず、準備された粘土部品を糊で接合して形を整える

作業。簡単な作業であるが綺麗に作ろうとするとこれが中々難しい。

後半は組み上がったマグカップの表面に模様を付ける作業。細い紐状

粘土を糊で貼り付ける。悪戦苦闘したが、模様は各々が独自に考えたも

のなので、創造する楽しさを十分に味わうことが出来たと思います。

先生に各自の作品のチェックを受けて作業を終了。作成した作品に唐

橋焼窯元で釉薬を掛けて焼成、5月中旬に完成し参加者一同に手渡され、

全員美しい琵琶湖ブルーに魅せられました。

自主講座部会 藪 健治（35期園芸B）

創造の楽しさ！

http://laycadiasupport.shiga-saku.net/

