
２０２１年１月２２日

レイカディア大学(草津校)

サポートの会 とは？
＜卒業して間もない有志の集まり＞



10期サポートの会の会員数
＜２１５名が登録されて活動＞

３８期、３９期、４０期生の卒業生の中で、５０％以上の方が参加されています。



同窓会、ﾚｲｶﾃﾞｨｱえにしの会との違い？

ﾚｲｶﾃﾞｨｱ大
学在学生

サポー
トの会

同窓会

卒業後３年と短く、活躍の場はレイカディア大学が中心で、在学生と
の距離が最も近いことが特徴です。 “キョウイク、キョウヨウ”がしば
らく続きますが、年会費なしの大学支援がメインです。

同窓会は、地域に戻って親睦・ボランティア・母校の発展に寄与する
団体で、元気でいつまでも活動できます。レイカディアえにしの会は
、NPO法人で、滋賀県全体に関わる社会貢献ができる組織です。

ﾚｲｶﾃﾞｨｱ
えにしの会

自由に、重複して
参加出来ます。



レイカディア大学同窓会
＜９支部に１４５０名参加、親睦・地域貢献・母校の発展＞



ＮＰＯ法人レイカディアえにしの会
＜卒業生が立ち上げた滋賀県全体の地域貢献活動拠点＞



サポートの会とは高齢者が時代の要請

する実践的な新しい知識、教養を身につ

け、地域の担い手として登場できるよう

レイカディア大学に提言し、協働による

レイカディア大学の運営に資することを

目的とする。

サポートの会の目的 （サポートの会規約）



サポート内容 (県社協のサポートの会設置要綱による）
赤字はサポートの会活動規約に追記

①講師としての指導・補助

②講座等の企画・運営への参画

③教務事務・業務のサポート

④地域活動の推進に関するサポート

⑤大学等の活動に関する情報収集と発信

⑥学生募集等に関する広報活動

⑦その他、サポートの会目的達成ための必要なサポート

⑧在学生と卒業生との交流活動の企画実践

⑨大学祭等イベントのサポート



１．在学生が楽しく学べる環境作り
自主講座、校外学習引率、HP作り
➠要望や課題の収集、つながりを大切に、大学との協働

２．レイカディア大学の知名度と価値を高める
長年積み上げてきた良い仕組みや環境を残し、元気なシニア
が集える場を創って、地域も自分も元気に

３．学びを活かす実践で、自分達も楽しく元気に
➠無理をしない、自身も楽しむ、押し付けない

サポートの会が目指すこと



自主講座部会
＜パソコン教室・自主交流＞

事業企画部会
＜募集調査解析・大学祭＞

地域活動部会
＜地域活動調査、レイカディアの日＞

広報・情報部会
＜レイ大だより、ＨＰ＞

サポートの会

サポートの会と関連団体との連携

園芸クラブ
＜大学周辺整備、実習助手＞

レイカディア大学事務局

学科代表・副代表

＜校外学習引率サポーター、活動調査＞

同窓会
レイカディア
えにしの会

草津校在学生

学生募集PJ
＜米原校連携・全体活動＞



役員会
（構成３３名）

自主講座
部会
（４９名）

地域活動
部会
（４７名）

事業企画
部会
（２１名）

広報情報
部会
（２０名）

調整会議
(構成５４名)

三 役
代表・副代表
総務代表、担当

草津校サポートの会 組織
役員会構成メンバー 三役（代表、副代表、総務代表、総務担当、PJリーダー）、
各部会長・副部会長、 各学科代表・副代表

園芸
クラブ
（５３名）

在学生学科長
事務局・同窓会・えにしの会

校外学習引率、講座助手

学科代表、副代表
地域活動調査、学科紹介

学生募集プロジェクト
（構成１３名）

レイ大の存続
のためには
入学者募集が
第一義



学生募集プロジェクト

学生募集活動をサポートの会全体で推進

昨年、ポスター・募集要項
完成したが、コロナ感染の
影響で休校になり、学生募
集も中止。
幻の学生募集案内のチラシ
は回収し、活動中断
10月に、新体制での学生募
集活動について協議、43期
生募集を再開し、新たな募
集案内のチラシ着手



パソコン教室 在学生・サポートの会会員同士

の交流・親睦を目的に、写経・

そば打ち・ノルディックウォー

クなどを企画し世話をします。

パソコン教室のおかげで

教材の電子化配信にも慣

れ、重宝しています。

自主講座部会

パソコンの基礎、ワード、
エクセル、メールなど



陶芸作品展示 野菜即売会

在学生中心の活動で、一般公開なし。次年度への引継ぎ

事業企画部会

大学祭の支援

学生募集活動への継続支援

魅力あるシニア大学への提言

学習成果展示会の支援



びわこ地球市民の森の竹伐採とみさき公園バーベキュー

伐採竹の搬出
で一汗かいて

地域活動部会

バーベキューで舌鼓

卒業後の活動調査

BBQで楽しく
交流

コロナ禍で、やむなく中止



園芸クラブ
花壇及び校内畑の整備

剪定実習の助手

実習助手

大学構内の花壇や樹木を整備し、費用
の削減と環境の維持に努めています。
コロナ禍の休校中も除草・剪定作業で
９月からの登校を気持ちよく迎える。



広報情報部会 「レイカディア大学だより」発行



１．卒業生独自の自主講座の開設

現講座との重複避けて企画開設。在学生も一緒に聴講

２．レイカディア大学での講師・助手

必修・選択講座の助手や学習引率サポート、講師

３．新組織・新機能での情報発信

学びを活かす場を創り、一緒に楽しむ

　　学びを活かす場(活躍の場作り)

学びを活かす場

(活躍の場作り)

学びを活かす場(活躍の場作り)

学びを活かす場

(活躍の場作り)

学びを活かす場

(活躍の場作り)

「学ぶ場」と「活かす場」を

　　　　　　　いかに繋ぐか？　KFS

二年間の学び



ネガティブなコロナの影響を、ポジティブな流れに変える

レイカディア大学に

元気なシニアが集う

仲間と出会い

楽しく学ぶことに気付く

シニアの予防意識が

地域で活かされる

レイカディア大学の

価値を高める

新しいレイカディア

大学に関心が集まる



コロナ禍の休校に伴い１学年だけの期間が発生
＜42期生・43期生の半年間、サポートの会も任期延長＞

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

３９期 任期延長

４０期

４１期 ４１期生入会

４２期 ４２期期生入会

４３期 ４３期生入会

４１期 ２年生前期 ２年生前期１ヶ月　後期６ヶ月 卒業

４２期 １年生前期 １年生前期１ヶ月　　　　後期６ヶ月 ２年生前期 ２年生後期 卒業

４３期 入学1年生 １年後期 ２年生 卒業

４４期 入学１年生 ２年生 卒業

４５期 入学１年生

R１年 R６年R５年R４年R３年R２年

サ
ポ
ー

ト
の
会

学
生

後期

休講（6ヶ月）

休講（6ヶ月）

前期 後期（6ヶ月） 前期 後期 前期

サポートの会１０期 サポートの会１１期 サポートの会１２期 サポートの会１３期

４２期生

４３期生



レイカディア大学の価値を高め、多く
のシニアが集えるように、サポートの
会で一緒に活動しましょう


