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レイカディア大学 サポートの会広報誌

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

滋賀県レイカディア大学第44期生入学式
秋の深まりを感じる10月4日、草津キャンパスにおいて入学許

可者（草津キャンパス136名、彦根キャンパス78名）を迎え第44

期生の入学式がとり行われました。

渡邉学長から「今期から草津校を草津キャンパスに名称を変

更し、米原校は彦根キャンパスとして開校致しました。レイカ

ディア大学にとって大きな発展の年であります。新たなキャン

パスを盛り上げ、新しい歴史を創っていただくことを大いに期

待しています。」と新入生を激励されました。

三日月知事からは「二年間の学生生活を通じて新しい知識や

教養、技術を身につけ滋賀への誇りや愛着を育み、仲間と出会

い、交流を広げ、元気で生き甲斐を実感しながら、地域づくり

の担い手として活躍されることを心からご期待申し上げます。」

とメッセージが寄せられました。

取材／近松・町野・山内

ご主人の遺影と共にご入学
41期生として入学されたご主人は卒業を待たずして他界。

「遺品を整理する中で出てきたロクロやエプロンから、主人

の陶芸に対する強い思いを感じ、その思いを引き継ぎたくて

思いきって同じ陶芸学科に入学することにしまし

た。」とお話しくださいました。

キリッとした雰囲気で式典を待たれていました。

陶芸学科 田村 恵子さん（草津市）

ご夫婦揃ってご入学
ご主人は、家庭菜園をされており

レベルアップを目指し、園芸学科に

入学されました。

奥さんは、滋賀県内の信楽焼き等

の有名な焼き物に触れてみたいと陶

芸学科を選ばれました。

園芸学科B 金森 修一さんと陶芸学科 真由美さん（守山市）

陶芸学科、びわこ環境学科、健康づくり学科の皆さん園芸学科A、園芸学科B、地域文化学科の皆さん

『 ようこそ学び舎へ 』 ～ 新たな出会いと学びを求め ～

お二人の思いを伺いました
☆春に退職し、ボランティア活動を始めているので

健康づくりの知識習得を目指したいです。

健康づくり学科 石津 栄子さん（大津市）

☆びわ湖の魚や花を覚え、友達づくりをしたいです。

学生募集の説明会へも3回参加しました。

びわこ環境学科 上中 正信さん（大津市）

お二人の決意を伺いました

☆現在は花壇づくりに奮闘中。さらなる知識を求め

リカレント生として入学を決意しました。

園芸学科A 釜淵 佳明さん（大津市）

☆仕事を辞めたのをきっかけに、健康づくりに興味

を持ち、入学を決意しました。

健康づくり学科 岩田 恭子さん（大津市）

記憶に残った名人生訓 ☛ 『四十、五十は未だ青い 男盛りは七、八十』『四十、五十は未だ小娘 女盛りは七、八十』

【新入生宣誓】びわこ環境学科 本田 文雄さん



　

４４期学生募集に関する活動報告

３．草津キャンパス・学科見学会・参加者数

⇒ 132名（昨年:104名）と昨年度比27％アップ

⇒ 6月以降は参加者が大幅にアップ。

開催時期は検討を要す。

⇒ 健康づくり学科は定員の2倍の参加者。人気が高い。

寄付講座を終えて

第12期サポートの会代表 廣原 美照

パネラー各位の熱弁もあり在校生の皆様と議論で

きる時間が無くなったのは残念です。詰めの甘かっ

たシナリオを悔いている次第です。

直近の卒業生でもある立場からは、当時の状況や

行動を理解し、その後の歴史も踏まえそれぞれがレ

イ大卒業後、どのような活動をするのか、したいの

かを今の内から考え始めておいた方がいいという想

いがあります。

人生の先輩後輩はさておき、少し早く経験し卒業

したレイ大の先輩としては、やはり後に続く方々に

もレイ大愛や地域社会貢献を意識した活発な活動を

期待したい、そんな輪がこれからもずっと継続して

いってほしいと願うところです。

「滋賀県の休校撤回に向けた行動に向かわせたの

は何なのか」「休校危機回避の話から何を感じ、卒

業後にどう生かしていくべきか」。

議論できなかったこの2点の問いかけの模範回答

はあっても、すべての人に期待する回答を押し付け

るものではありません。個は尊重しつつ、少しでも

多くのレイ大愛が育まれ、趣味や知識を活かし、地

域の貢献に向かう卒業後であって欲しいと自分事も

含め願う次第です。

実績

１．草津キャンパス・応募者状況

レイカデイア大学のさらなる飛躍に向け

在校生と卒業生に今何ができるか
2022年8月5日

第2部 パネルディスカッション

２．草津キャンパス・公開講座参加数
2022年度 参加者数：56名（昨年度：51名）

⇒ 4回（昨年：3回）に増やしたが、微増。検討の余地あり。

４．レイカディア大学全体の入学者数 （単位：名）

（単位：名）

（単位：名）

第1部 講演者:三輪 益三氏

第1部はサポート隊（サポートの会の

前身）第1期の副隊長を務めていただい

ていた三輪益三氏の講演で、県の要請

による休校の危機を乗り越えた活動等

のお話を聞くことができました。

第2部のパネルディスカッションでは

えにしの会の発足の経緯など、興味深

いお話を聞くことができました。パネ

ラーの皆さんが熱心にお話しください

ました。もっと、時間があればよかっ

たと思いました。

取材／大平・芝田・前田

学生募集プロジェクトリーダー 山本 敏夫

第44期の学生募集は予想を上回る応募者数となり

ました。これは、皆様のご支援の賜物であり心より

お礼申し上げます。

今期はスタートが出遅れ、応募者数がなかなか増

えず、ヤキモキしておりました。しかし、中盤に入

り「ＮＨＫ」の大学紹介番組や「同窓会」の平和堂

でのチラシ配布が強力なフォローの風となり「学科

見学会」への参加者が増えると共に応募者も徐々に

増加しました。さらに第3コーナーを過ぎた頃から急

激な伸びとなり、最終コーナーはまるでディープイ

ンパクトのような末脚となりました。その結果、草

津キャンパスでは、定員を超える応募があり、3学科

で公開抽選をせざるを得ない状況となりました。

44期の学生募集プロジェクトでは、今回の活動内

容の振り返りと応募者の分析を行い、10月からスタ

ートする45期の学生募集活動に活か

して参りますが、皆様からのご指摘

やご提案をお待ちしております。

最後になりますが、重ねて皆様の

ご支援に感謝すると共に、45期の学

生募集へのご協力を宜しくお願いし

ます。

開講テーマ

－ 休校の危機を乗り越えた先輩に学ぶ －

園芸 陶芸 びわこ環境 地域文化 健康づくり 計 園芸 北近江文化健康づくり 計

40 20 23 28 25 136 34 24 20 78 214

草津キャンパス 彦根キャンパス
総計

学 科 応募者 定 員 昨年度 状況

園芸 48 50 49 ⇓
陶芸 38 25 30 ⇑
びわこ環境 23 25 17 ⇑
地域文化 33 25 26 ⇑
健康づくり 40 20 24 ⇑
全　体 182 145 146 ⇑



43期園芸学科Bは23名。野菜・花・庭木・樹木と、人によ

り授業に通う目的は異なりますが普通の植物好きの集まりで

す。素人からある分野でのプロまで、授業で得た幅広い知識

を活かし、校外学習や栽培実習・ボランティアの体験を通し

身に付く園芸全般のスキルアップに全員が充実感を感じてい

ます。

また、個性豊かで行動力があるメンバーは一見まとまりが

無い様に見えますが、いち早く立ち上げたホームページやグ

ループラインを活用し、コミュニケーションが図れています。

ゴルフや山登り等グループ活動も盛んで、遠足と銘打って雨

森芳洲庵訪問や水生植物園見学等も行っています。

この様な活発な活動のきっかけとなったのがコロナ禍での

文化祭でした。先輩の支援の下、見よう見まねで取り組んだ

結果、それぞれの人柄や才能が尊重される間柄と絆が生まれ

ました。私達はこれからも、コロナ禍の極意「程良い間隔」

を保ち、充実した学生生活を送っていきます。

43期園芸学科B 学科長 金田 博司

学科紹介

雨森芳洲庵訪問

平井先生指導で

芳洲かるた

学科紹介
取材

・若い学生より、積極的で真

剣に質問もされ、学ぶ姿勢

が素晴らしい。

・皆さん仲が良く、明るくて

とても良いクラス。

学科生は女性12名、男性10名、明るく活気があり

皆さん本当に陶芸が大好きで、楽しんでおられる様
子でした。
当初の取材予定は1回でしたが、2回、3回と訪問

しました。和気あいあいで親しみやすい雰囲気のク
ラスでした。

・個性豊かな人が多いですが

全体に良くまとまっている

クラスです。

取材／川那辺・前田

初心者が多いですが経験

者のリードもあり、上達

が早いです。

３日目 (7/15) 灯油窯出し

２日目 (7/12) 蓋付き鉢成形

１日目（7/11）先生のお手本（タタラ成形）

校外学習 京都府立植物園

びわこ学園花壇整備ボランティア 花壇づくり

・学生の意向、学校の意向を

正しく伝える伝達係として

努めています。

・年間を通して計画的な指導

法になり、良かったです。

・助手3名が毎回丁寧に支援

くださり助かっています。

田上先生の解説

寄稿

（先輩）
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編集後記

今年4月に「サポートの会 広報情報部会」に入会し、早6カ月が経過

しました。その間「ニュースポーツ大会」や「クラブ活動」等の取材

を担当し、レイ大生時代の楽しかった思い出が昨日のように蘇ってき

ました。これからも色々な取材・記事を通して関係者の方々に「レイ

カディア大学の素晴らしさ」を共有・発信できたらと考えています。

（副部会長 T.K）

クラブ紹介

フォト・ウォーククラブは、「写真撮影の技術向上、ウォーキ

ングによる体力向上、さらに会員の相互の親睦を図る事」を目的

に掲げ活動しています。

今年4月からは、43期生（会員49名）のみで、5月の例会は「近

江八幡の町並みと八幡堀を訪ねて」と題して企画しました。コロ

ナ禍の為、無理をせず楽しめる例会として、近江八幡市内の歴史

的建造物を観光ガイドさんに案内頂き、午前中で解散しました。

午後からは自由行動でしたが、各学科毎に上手くまとまり、一日

有意義に楽しみました。 7月は故宮神社、多賀大社、多賀町立博

物館を見学や拝観する例会を企画しました。

施設側から詳しく説明頂き、歴史や文化をより深く知る事が出来

ました。

フォト・ウォーククラブの活動の中心は、年間6回の例会です。

ウォーキングの企画・運営は、輪番制で各学科が持ち回り担当

することになっています。 9月は堅田の浮御堂方面へ、11月以降

は44期生歓迎ウォークの他、デジカメ講座、大学祭写真展等を予

定しています。

例会を重ねる毎に、フォト・ウォーククラブ員の親睦も深まり

これからの例会が楽しみです。

フォト・ウォーククラブ部長 松尾 栄蔵（43期地域文化学科）

コロナ禍で色々苦労されつつも、活発に活動され

ています。今回は同行できませんでしたが、秋以降

のデジカメ講座や写真展等を楽しみにしています。

取材／熊谷

旧伴家住宅（近江八幡）

お堀端（近江八幡）

近江八幡駅前で準備体操 故宮神社境内（多賀）

ＯＢは今

この日は当公園の市民ふれあいハート花壇と道路沿いの花壇の草取

りやお花の剪定などです。ベゴニアやサルビア、ペンタスなど草に覆

われていた花壇もたちまちスッキリきれいになりました。

グループの会長を務めるようになって、8年になる釜淵佳明さんは、

レイカディア大学35期びわこ環境学科の卒業生です。友人に誘われ大

津市公園緑地協会主催のガーデナー養成講座を受講したのが、このグ

ループに入るきっかけでした。

「今日行く（教育）ところがある」生活を続けたいとの思いは、こ

のグループ会員全員の思いであり、願いだそうです。

あるメンバーは「釜淵会長は普段はおとなしく優しいけれど、必要な

時には厳しくビシッと言ってくださる」と話してくださいました。

さらに他の方にも氏のことをお伺いすると、仲

間の信頼がとても厚く、お花への造詣も深いこと

が伝わってきました。

取材／近松

仲間の皆さんとお花の知識を共有

大津市由美浜の公園花壇に「ハートフルガーデナー

園芸福祉おおつ」の仲間たち十数名が集いました。

このグループは平成10年1月に発足し、主に大津市内

の公共施設や障がい者施設、小学校などの花壇の維持

管理につとめるボランティアグループです。時には花

フェスタに協賛したり、またある時はバスでフォロー

アップ研修旅行に出かけるそうです。
釜淵 佳明さん

花壇整備


