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  虫の音が秋近しを感じさせる頃となりました。 

 会員の皆様におかれましては、益々ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。 

 日頃は、純美礼同窓会運営に際しまして、何かとご支援ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

 昨年９月１５日同窓会のWeb版会報 『すみれＷｅｂ』 創刊号を発行いたしました。ご覧いただきましたでしょうか？ 

 今回 『すみれＷｅｂ』 第２号をお届けします。 

 まずは、この一年間を振り返り同窓会活動報告をいたします。 

  針供養 平成23年12月8日（木）  

 本校体育館２階会議室に於いて、伝統の針供養が那須副校長

の読経から始まり、鎮まった空気の中、厳やかに執り行われま

した。  

 生徒たちが感謝を込めてこんにゃくに刺した針は式典後、校

内供養塔に納められました。同窓会からみかんをお供えさせて

頂きました。 

  入会式 平成２４年２月２９日（水）  １０時～   本校第２体育館にて 

 平成２３年度は１６３名（男子 ４３名 女子 １２０名）

の入会者を迎えました。次の６名に年度幹事を委嘱いたしまし

た。（１組）橘 拓朗（２組）川口真矢（３組）菅河志穂 

（４組）瀬川貴子（５組）吉野まどか（６組）田和厚津子 

会員と同窓会のパイプ役として積極的に同窓会活動に関わって

くれることを期待しています。  

男性 女性 合計 

５３ ２５，９７３ ２６，０２６ 



  新役員顔合わせ    平成２４年５月２４日（木） １０：００～ 

  新旧本部役員が集まり、引き継ぎ会を行いました。その後、引き続き第１回本部役員会を開催いたしました。

今回の議題は、６月１６日開催の定例役員会に係る内容について検討しました。役員間で様々な意見が飛び交

いました。旧役員のみなさま、３年間お世話になりましてありがとうございました。（お疲れ様でございました。） 

そして、新たなメンバーで、役員一同、頑張ってまいります。 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 同窓会本部役員（平成２４年４月～平成２７年３月） 

 

 

 

 

 

《新本部役員 あいさつ》 

 

 

     

        

   

   

 

  

会  長  谷 正美 （昭和４１年卒） 前列中央 

副 会 長 萩原 豊美 （昭和４２年卒） 後列中央 

   〃  林田 一子 （昭和４９年卒） 後列左２人目 

会計幹事 横田 妙子 （昭和４２年卒） 後列右２人目 

   〃    野村 良美 （昭和４４年卒） 後列右 

会   計 田丸 貴美子 （昭和５８年卒） 後列左 

庶   務   青地 純男 （学校職員） 

 副会長 林田 一子 

 今年度、副会長を拝命いたしました林田です。久

し振りに訪れた母校はとても懐かしく、生徒の皆さ

んが明るく爽やかに挨拶して下さって、とても嬉し

く、又本校の卒業生である事を改めて誇りに思いま

した。母校と同窓会の発展の為に、楽しみながらお

手伝いをさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  

 会計幹事 野村良美 

 純美礼同窓会の新役員をお受けしなつかしい母

校に来させて頂ける事に嬉しく思っております野村

良美です。 

役員会の時に男子生徒さんから「こんにちは」の声

に新しい風を感じております。 

微力ではありますが、会の発展のため頑張ってい

きますのでよろしくお願いいたします。 

 



 名簿作成現状報告 （8月30日現在） 
 平成２３年度の定例役員会で制作が決まった同窓会名簿の制作がいよいよ佳境に

入ってきました。現行の校正、ページの編集等の作業が始まるため、新たに４名の方

に編集委員を依頼いたしました。１１月 ８日の発刊日に向けて、次のメンバーで最

終作業に入ります。 

《名簿編集委員》 

〈現本部役員〉 谷 正美、萩原 豊美、林田 一子、横田 妙子、 

        野村 良美、田丸 貴美子  

〈新規依頼者〉 松村 澄江（元会長）川島 正子（元会長） 

        鹿島 美代子（前副会長）大西 美和（前副会長） 

 なお、今回も名簿作成の事務処理ならびに印刷・発送は、㈱サラトに委託しています。現在

も皆様へ現状確認と名簿の予約申込みをお願いしています。 

 この名簿は皆様から頂戴する賛助金をもとに出版されます。ご理解とご支援をお願い申し上

げます。また、住所変更、異動、追加等の連絡は１０月上旬まで行っております。         

合わせてお願いいたします。 

 

 

  文化祭 平成２４年７月１８日・１９日の２日間 

  文化祭が開催され「純美礼同窓会」は２日目の模擬店に出店いたしました。今年は昔懐かしいのラムネ、日

向夏味カルピスの販売をしました。 

 今年は生徒の模擬店が自粛されていたので、「保護者と教師の会」や「後援会」とともに、文化祭を盛り上げ

ました。 生徒さん達とふれ合えて、楽しいバザーのひとときを過ごしました。 

 

名簿販売数 賛助金申込み数 広告申込み数 

５９５名 ３６４名 ２５件 



  定例役員会    平成２４年６月１６日 （土） 

 平成２４年純美礼同窓会役員会 開催される 

 去る６月１６日 平成２４年純美礼同窓会役員会が本校体育館会議室で開催されました。 

 松村理事長、村田校長のご出席の中、２３年度事業報告・会計報告・２４年度事業計画・予算の審議が行わ

れ、すべて承認されました。 

 本年は３年に一度の役員改選の年で、会長 谷正美を含む５名が就任しました。 

 また、今年秋発行される『２４年版同窓会名簿』の進捗状況について、谷会長より報告がありました。 

 最後に、現在の学校を紹介するビデオと昭和４０年頃の本校の景観や、授業風景を写した、とても懐かしいビ

デオを鑑賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

   

   

 

  

報告事項 

 （１） 平成２３年度 事業報告     賛成多数により承認されました。 

 （２） 平成２３年度 会計報告     賛成多数により承認されました。 

 （３） 平成２３年度 会計監査報告  賛成多数により承認されました。 

 （４） 平成２４年度 事業計画     賛成多数により承認されました。 

 （５） 平成２４年度 予算（案）     賛成多数により承認されました。 

第 ２ ５ 回 す み れ 同 窓 会 総 会 お知 ら せ  

 次回、総会の日程が決まりまし

た。詳細は内容が決まり次第ご案内

申し上げます。  

 開催日：平成 2 5年 1 0月 2 0日（日）  

 場 所：琵琶湖ホテル（予定） 



平成23年度事業報告の後、会計報告に対し、監事による監査報告が行われ、会計が問題なく処理されていることが報告され

ました。続いて平成24年度の事業計画と予算の説明がそれぞれ担当者からありました。滞りなく承認されました。 

23年度 会計決算書 24年度 会計予算書 

23年度 事業報告 24年度 事業計画 

平成２４年度 事業計画（案） 

       平成２４年 ４月 ５日（木） 入学式 

               ４月１９日（木） 本部役員会 

               ５月２４日（木） 本部役員会 名簿委員会 

                ６月 ７日（木） 本部役員会 名簿委員会 

                ６月１６日（土） 定例役員会 

                ６月２８日（木） 本部役員会 名簿委員会 

                ７月１８日（水） １９日（木） 文化祭（１８日に参加）  

                ７月下旬 本部役員会（すみれ新聞Web作り） 

                ９月上旬 すみれ新聞web版 ホ－ムペ－ジ掲載   

                ９月１３日（木） 名簿委員会（校正）         

             １２月上旬      針供養出席 

             １２月中旬    新会員クラス幹事選出 

     平成２５年  １月 下旬      新会員年度幹事選出 

           ２月 中旬      平成２４年度入会者名簿完成 

           ２月２２日（金）   本部役員会（入会式準備） 

           ２月２８日（木）   平成２４年度入会式（年度幹事委嘱） 

平成２３年度 事業報告 

      平成２３年 ４月 ６日（水） 入学式出席 

              ４月２８日（木） 本部役員会 （定例役員会準備） 

             ＊（定例役員会準備・前年度内３月２４日（木）にも実施） 

              ５月１４日（土） 定例役員会 （かすが） 

              ５月２６日（木） 本部役員会 （定例役員会欠席者へ資料送付）  

               ６月３０日（木） 本部役員会 （文化祭準備） 

              ７月１５日（金） 文化祭参加 

              ８月１８日（土） 本部役員会 

             １２月 ８日（木） 本部役員会 （針供養出席） 

    平成２４年   １月２３日（月） 新会員クラス幹事選出 

              １月２４日（火） 新会員年度幹事選出（会員登録チェック） 

              ２月２３日（木） 入会者名簿完成  

              ２月２３日（木） 本郡役員会（入会式リハーサル） 

              ２月２９日（水） 入会式（年度幹事委嘱） 

              ３月 １日（木） 卒業式  

              ３月３０日（金） 本部役員会 



社会に出たら、好きな仕事をしてほしいと強く思います。 鹿島 美代子さん (昭和４９年３月卒業） 

SUMIRE INTERVIEW   (インタビュー形式で同窓生を紹介するコーナーです） 

 今回は、鹿島美代子さんにお話をお伺いしました。 

 鹿島さんは昭和４９年に家政科を卒業されました。その後、ア

ナウンスの勉強され、ご自分の事務所を開かれました。     

現在司会等 多方面で活躍中です。 

★高校時代はどんな生徒でしたか？ 

 真面目な生徒だったと思います。校則（決まり事）は素直に守るものと思っていました

（笑）。部活（陸上部）も頑張って3年間続けましたし、勉強も嫌いではなかったです。友

達にも恵まれて、楽しい充実した3年間でした。  

★高校時代の思い出や印象に残ったことは何ですか？ 

 やはり、部活での3年間ですね。私達が入学した年に「陸上部を滋賀県で優勝に！」と

いうそんな年でした。 

 中学時代バレーボール部に所属していましたが、一度、県大会の時に陸上部で、円

盤投げに出されて、（えっっ・・という感じでしたが・・・）優勝したんですね。 

 高校入学時に、陸上部からのお誘いをお断りしていましたが、当時の陸上部の顧問

小倉先生が 「滋賀県で優勝したいんや！この学校を優勝させたいんや」と強く言わ

れ、いつも放課後下校しょうとしている私を２階の職員室から「西村（旧姓）帰るか！」

と、大きな声で呼び止めて、熱心に誘って下さったお陰で、今までの人生で、高校生活

の３年間が一番良かったと！陸上部での３年間が最高といえるんですね。 

 陸上部での、３年間は、満足な・・大満足な結果で終わることができました。滋賀県で

念願の、優勝も出来ましたし、私、個人としても種目を槍投げに変更して、ずっと優勝も

出来ましたし、３年生の時にはキャプテンとして、多くの仲間と共に、近畿大会に出場し

ました。最後の試合では、近畿でベスト８に入ることが出来ました。 

 これを書きながら、高校生活はやり残すことなく、いい思い出とともに卒業したな～と

気づかせていただきました。 

 改めて、「ありがとうございました」ですね。 

★今どんなお仕事をされていますか？ 

   私は、今、アナウンスク゛ルーフ゜「ボイスクリエーション」と

いう事務所を設立して（１９８８年８月６日）ブライダル（披露宴）

の司会のお仕事が一番が多く、そのほかには、叙勲祝賀会、

会社創立記念、講演会。 イベント・パーティ・ディナーショー・

ファッションショー・グルメ会などの各種司会。他にテレビラジオ

の番組・ＣＭのナレーション。コミュニティーFMのパーソナリ

ティー。アナウンス講座・ブライダル講座・話し方講座の講師。

中学校、高等学校放送部のアナウンス指導。デパートや集合

施設の館内放送のアドバイスなどなど・・ 

とにかく様々な司会のほか、話す・・・喋るお仕事は全般にさせ

ていただいています。 

★どのようにして、そのお仕事に就かれましたか？ 

 独身の頃、アナウンス講座に通っていた事もあり、友人の結婚式に出席したら女性が

司会をされていて、そこから「これをしたい！」と思うようになったからですね。 

★このお仕事へのこだわり（大切にされていること）を教えてください。 

私自身、この仕事は、「する」というのではなくて、「させていただく」という気持ちでと思っ

ています。また、自分自身、日頃からの会話・・声の出し方・・立ち居振る舞い・・身だし

なみ・・・などなど、気を使っていますね。 

★在校生の皆さんに伝えたいこと。 

 高校生活、楽しんでほしいですね。勉強も頑張ってほしいです。私、戻れるものなら戻って勉強したいですもの。そして自分の時間を大切にしてほしい

です。一日に少しでも自分が自分らしくなれる時間を作ってほしいです。 

 また、私のモットーは、「何事にも、自然体で」です。頑張りすぎずに、今の自分を大切にして、何か人のためや、世のためになれるそんな人生を歩い

てほしいですね。 

 あっ！そういえば私、高校時代から、生徒総会ではステージの上で議長を、体育祭の時は本部席で放送をしていました。あの時から今に繋がってい

たのかも？やはりマイクで話すのが、好きだったんでしょうね。 

 こんな私だからこそ・・・だからこそ、社会に出たら、好きな仕事をしてほしいと強く思います。 

 なりたい仕事を！やりたいことを仕事に選んでほしいです。そうすると、苦しいことも、辛いことも乗り越えられます・・・・続けられます。きっと。 

今の私がそうであったように。 

 今、このインタビューのお話をお受けして…、書き終えて改めて思うことは、ここで学べてよかったと思います。本当に良かったです。「ありがとうござい

ました。」です。本当にありがとうございました。  



 

 附属高等学校 NOW  

 在籍生徒数  平成24年5月1日現在 

 普通科 合計 人間総合科  

 男子 女子 男子 女子  

 第1学年 78 123 1 48 250 

 第2学年 61 121 2 38 222 

 第3学年 62 106 2 26 196 

 合  計 201 350 5 112 668 

【体育部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文化部】  

吹奏楽部、軽音楽部、書道部、華道部、茶道部、イラスト部 

家庭部、美術部、コーラス部 

【同好会】  演劇同好会 

 男子 女子 

 バスケットボール ○ ○ 

 バドミントン ― ○ 

 ソフトボール ― ○ 

 バレーボール ○ ○ 

 ソフトテニス ○ ○ 

 硬式野球 ○ ○ 

 フットサル ○ ○ 

 剣道 ○ ○ 

 陸上競技 ○ ○ 

 卓球 ○ ○ 

 体操・新体操 ― ○ 

クラブ紹介（現在活動中のクラブ） 

【インターハイ出場】 

バスケットボール女子・バドミントン女子・フィギュアスケート（福島綾） 

【全国選抜大会出場】 

バスケットボール女子・バドミントン女子 

【近畿大会出場】 

バスケットボール女子（第３位）・バドミントン女子（ダブルス第２位）・バレー

ボール女子・陸上競技部（萩塚千鶴、大島明子） 

【国際大会】 

トライアスロン世界選手権出場・アジア大会優勝（杉

原賞紀） 



 事務局だより  

 

同窓生の皆様からの情報と投稿をお待ちしています。 

「読者の声」投稿募集：皆様のご意見、近況報告なんでもお寄せください。（400字～600字程度）。 

   郵便・FAX・Ｅ-メールのいずれでも結構です。 

滋賀短期大学附属高等学校 純美礼同窓会事務局 会報「すみれ」係 

〒520-0052 大津市朝日が丘１－１８－１ Tel ：０７７－５２２－３４６５  

      Fax： ０７７－５２２－３６５１                                                  

            E-mail ：sumire-dousoukai@sumire.ac.jp 

 

鎌田 清照 数学 
平成22年4月～平成24年3

月まで 

末廣 朗子 英語 
平成22年4月～平成24年3

月まで 

佐田 美也子 家庭 
平成22年4月～平成24年3

月まで 

松田  清 用務員 
平成21年4月～平成24年3

月まで 

お世話になった先生方 

            （平成24年3月の退職者） 
平成24年6月9日（土） 

（終了） 

平成24年11月10日（土） 

平成24年11月23日（祝） 

平成24年12月  8日（土） 

平成24年8月26日（土） 

（終了） 

平成24年10月13日（土） 

  

  

学校説明会・オープンスクール日程 

学校説明会          オープンスクール 

 お子様・お孫様とご一緒に参加をお待ちしてい

ます。  お問い合わせは募集企画室まで 

【国公立大学】 

      大阪教育大学         1名 

      京都府立大学         1名 

【私立４年制大学】  

      立命館大学          9名 

      同志社大学          2名 

      龍谷大学          10名 

      京都産業大学        2名 

      佛教大学           4名 

      関西大学           2名 

      梅花女子大学        5名 

     大阪産業大学        3名 

     関西学院大学        1名 

     神戸女子大学        3名 

     武庫川女子大学              1名 

     早稲田大学          1名 

     明治大学           1名 

     東京女子体育大学     1名 

     白鴎大学           1名 

     桜花学園大学        1名 

     同朋大学            1名 

     名古屋女子大学        1名 

                 他      42名 

【私立短期大学】 

     滋賀短期大学          33名 

     龍谷大学短期大学部      6名 

     武庫川女子大学短大部    1名 

                 他     10名 

【看護・医療系専門学校】 

      堅田看護専門学校 他    7名 

【その他分野の専門学校】       36名 

【就職】                   11名 

 

昨年度から大幅に躍進！ 国公立（京都府立・大阪教育）、難関私立（関関同立・早稲田・明治）に合格!! 

平成２３年度進路実績 


