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題字：大西美和（昭和57年 家政科卒）

ごあいさつ

会長

佐々木

八重子

寒冷の候、師走に入り何かと慌ただしい季節となって参りました。
今年は大型台風が日本列島を２度も横断し、各地に大きな被害をもたらしました。
被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げます。
会員の皆様にはご健勝にてお過ごしでしょうか。平素は同窓会活動にご理解ご協力を賜りましてあり
がとうございます。創立100周年の事業として校舎建替え工事が進んでおります。ここに完成予想図を
掲載いたします。創立100周年の平成30年中に完成の予定です。
完成を楽しみに同窓会記念行事へのご参加をお待ちしております。
今後とも皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
追記

前理事長

中野幹夫様が平成29年12月9日㈯にご逝去されました。
（享年88歳）

ここに同窓会一同、ご冥福をお祈りいたします。

▲解体工事中

完成予想図

▲
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校長

那

須

文

英

純美礼同窓会会員の皆様には、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平
素は本校の教育活動にご理解とご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
来年の創立100周年を控え、同窓生の皆様には多大なるご賛助を賜っており
ますことを重ねて御礼申し上げます。
おかげさまで、益々活気ある学校になってまいりました。本校の現況につい
て報告させていただきます。
平成29年度の新入生は233名で、男子生徒の割合が36％（85名）と共学以来
一番多い男子入学生になりました。学校全体では、23クラス694名でスタートしました。卒業後の進学
については、平成28年度卒業生のうち４年制大学へ進学した者が初めて40％を超え、103名（42％）と
なりました。いわゆる中堅・難関といわれる大学にも合格する生徒が増えてきており、部活動での活躍
とも相まって、まさに「文武両道」の学校になってまいりました。
部活動では今夏、南東北インターハイには女子バスケットボール部、女子バドミントン部が出場し、
軽音楽部の３年生ユニットが８月に東京で開催された全国高校軽音楽コンテストに滋賀代表として出場
しました。文化部の全国大会出場は近年では、初めてでないかと思います。このほか、近畿大会へは、
女子バスケットボール部、バレーボール部、女子ソフトテニス部、陸上部が出場しています。
９月１日・２日には文化祭を開催しました。例年と少し変えて生徒がもっと主体的に楽しめるように、
自ら調べ発表する内容も取り入れました。地元の皆様にも公開し、保護者、卒業生も沢山ご来場いただ
き大いに盛り上がる文化祭になりました。
10月下旬には、秋の高総体、高文祭が行われました。女子バスケットボール部と女子バドミントン部
が優勝し、女子バスケットボール部は12月東京で開催される「ウィンターカップ2017」に出場します。
さて、来年度は学校創立100周年の記念すべき年でございます。５月10日の記念式典まで６ヶ月余り
となりました。メインの記念事業は校舎の一部改築です。１号館の取り壊しも終わり、12月からは新築
工事が始まります。学校正面に４階建ての新校舎が建ちます（完成予想図参照）
。図書室、
スタディラボ、
進路学習センター、保健室、300名余収容のマルチホール、食堂など最新の教育機器、設備を備え、生
徒の学習をはじめ諸活動に活用していきたいと考えています。完成は来年の12月末、供用開始は31年２
月の予定です。また、30年度は100周年記念イヤーと称して体育祭、文化祭の行事など、創立100年にち
なんだ内容で企画してまいります。100周年のいずれの事業も同窓会のご協力を仰がなければ達成でき
ないことばかりです。全面的なご支援、ご協力を切にお願い申し上げます。
最後に、今後も「心技一如」の精神をしっかり継承し、さらに発展する滋賀短期大学附属高等学校を
めざして様々な教育活動を進めてまいります。皆様方の益々のご活躍とご健康を念じますとともに、母
校に対しまして変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。
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活 動 報 告

入 会 式

平成29年２月28日㈫

平成28年度は、男子66名、女子179名

計245名の入会者

を迎えました。
平成28年度年度幹事に委嘱しました方々です。
高田実花さん、矢野美月さん、西中麻穂さん、
荻原楓果さん、犬童風海さん、白子絢音さん、
岩田瑞穂さん、高木満美子さん
会員と同窓会のパイプ役として一役を担っていただきま
すようよろしくお願いします。

定例役員会

平成29年６月24日㈯

純美礼同窓会定例役員会が本校体育館

会議室で開催さ

れました。
那須校長先生、中野事務部長様のご出席を頂き、28年度
会務報告・会計報告・29年度会務計画・予算の審議が行わ
れすべて承認されました。また、100周年記念事業の経過
を実行委員長の谷正美様より報告していただきました。

文 化 祭

平成29年９月１日㈮・２日㈯

平成29年９月１日・２日と文化祭が開催されました。
９月２日に旧役員の皆さんや同窓会ＯBの方の助けをお
借りし、焼きそばの販売を行いました。大盛況で250食を
完売しました。ご協力ありがとうございました。

針 供 養

平成29年12月７日㈭

本校体育館において、本校伝統の針供養が開催されまし
た。
那須校長先生の読経の中、生徒たちが順次、日頃の感謝
をこめて、こんにゃくに針を刺しました。
式典終了後、校内の供養塔にこんにゃくに刺した針を納
めてくださるのを見守りました。同窓会からみかんをお供
えさせていただきました。
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平成28年度
４月６日
４月15日
５月19日
５月27日
６月２日
６月９日
６月18日
７月16日
８月１日
９月１日
９月23日
10月４日
10月12日
10月17日
11月13日
11月18日
12月３日
12月６日
12月20日
１月11日
１月27日
２月９日
２月17日
２月21日
２月23日
２月28日
３月１日

会務報告

入学式出席
本部役員会…会務計画案・予算案作成
本部役員会…会計監査
本部役員会…定例役員会準備
本部役員会…すみれ会報発行準備
本部役員会…定例役員会準備
定例役員会
文化祭参加
本部役員会…すみれ会報発行準備
すみれ会報発行
本部役員会…総会準備
本部役員会…同窓会総会準備
創立百周年実行委員会
本部役員会…同窓会総会準備
第26回同窓会総会
本部役員会…同窓会総会後処理
創立百周年実行委員会
針供養出席
新会員年度幹事・クラス幹事選出
本部役員会…入会者名簿作成
本部役員会…入会者名簿照合
本部役員会…入会式準備
本部役員会…入会式準備
創立百周年実行委員会
本部役員会…入会式リハーサル
平成28年度同窓会入会式 245名
（年度幹事・クラス幹事委嘱）
卒業式出席

平成28年度

平成29年12月15日

会計決算書

平成29年度

会務計画

４月６日

入学式出席

４月13日

本部役員会…会務計画案・予算案作成

５月26日

本部役員会…会計監査

６月６日

本部役員会…定例役員会準備

６月16日

本部役員会…定例役員会準備

６月19日

本部役員会…定例役員会準備

６月24日

定例役員会

７月14日

本部役員会…すみれ会報発行準備

９月20日

すみれweb発信

９月22日

本部役員会

10月中旬

創立百周年実行委員会

11月13日

本部役員会

12月初旬

創立百周年実行委員会

12月７日

針供養出席

12月20日

新会員年度幹事・クラス幹事選出

１月15日

本部役員会…入会者名簿作成

１月26日

本部役員会…入会者名簿照合

２月16日

本部役員会…入会式準備

２月中旬

創立百周年実行委員会

２月21日

本部役員会…入会式リハーサル

２月28日

平成29年度同窓会入会式

３月１日

卒業式出席

（年度幹事・クラス幹事委嘱）

平成29年度

会計予算書

平成29年度 純美礼同窓会会計予算書

平成29年12月15日
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(インタビュー形式で同窓生を紹介するコーナーです）

高木 保枝さん（昭和39年３月卒業）
昭和39年に本校を卒業されました、高木保枝さん（旧姓中島）をお訪ねしました。
Ｑ．裁縫助手をされていたのですね。
Ａ．はい。39年に卒業後、専攻科を経て３年間は助手をしておりました。
Ｑ．ご主人は本校の英語教師をされていた高木文善先生ですね。
Ａ．はい。昭和40年から６年間英語教師として教壇に立っておりました。
Ｑ．今はお二人で保育園を経営されているのですね。
Ａ．はい。主人と結婚後、昭和43年から無認可の保育所「千草保育園」を開設しました。当初は児童数46名、
保育士３名で４歳児と５歳児の２クラスでのスタートでした。昭和54年に「社会福祉法人草津大谷保育園」
として設置認可を受けました。
Ｑ．現在、園児さんは何人ぐらいいらっしゃるのですか？
Ａ．全員で130名の園児を預かっています。
Ｑ．毎日お忙しいのでしょうね。
朝の７時30分から夜の７時30分まで預かっていますし、ここは０歳児から１歳児が多いので、毎日とても
忙しいです。あっと言う間に一日が終わります。でも、現在30名のスタッフがいますが、若い保育士さん
達とのふれあいや、卒園児たちとのつながりがあり、可愛い子供たちに囲まれて毎日楽しく過ごしています。
Ｑ．在校生に一言お願いします。
Ａ．学校の伝統ある校風を大切にしながらも、男女共学になってこそ出来ることもたくさんあると思います。
是非チャレンジしてほしいと思います。
私の高校生時代の思い出は、この年になってもとても大切です。
いい思い出をたくさん作って頂きたいですね。
Ｑ．これからの目標は？
Ａ．主人は、今まで園長業務をしながら旧園舎と新園舎の渡り廊下や木造平屋建ての園舎を手作りする等して
きましたが、今年で現役を引退して、ゆっくり自分のしたかった事に挑戦するようです。
私は、生き生きした子・自らの力で自分の未来を切り開く子・自然や社会に感謝する子を育てるために出
来る限り現役で頑張りたいと思っています。
今日はお忙しいところをありがとうございました。どうぞお二人ともお体に気を付けて頑張ってください。
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(インタビュー形式で同窓生を紹介するコーナーです）

山本すみ子さん（昭和49年３月卒業）
昭和49年に本校を卒業されました、山本すみ子さん（旧姓小西）をお訪ねしました。
Ｑ．和菓子屋さんに嫁がれたのですね。
Ａ．はい、
「御菓子司

金時堂」と言います。昭和52年に嫁ぎまして

今年で40年になります。
Ｑ．随分歴史のあるお店のようですが？
Ａ．はい、大津市堅田で大正12年からの創業ですから、もうすぐ100
年になります。
Ｑ．お店と家庭の両立は大変でしたか？
Ａ．そうですね。子供が三人おりましたし、今は子供達も手が離れま
したが、一時は子育てと家事、お店の手伝いと忙しい日々でした。
Ｑ．学生時代の一番の思い出は何ですか？
Ａ．女子高時代の思い出は色々ありますが、運針競争にクラス代表で
参加して頑張ったことはとても良い思い出です。
Ｑ．昨年の同窓会総会に参加頂きありがとうございました。
Ａ．今回初めて参加させていただきました。お年をとられてもお元気
な恩師の先生方に大勢お出会い出来てうれしかったです。また、同級生
の皆さんともゆっくりお話が出来ました。総会は、記念講演や記念イベ
ント等たくさんの企画があり、時間の経つのが早かったです。楽しいひ
と時を過ごさせていただきありがとうございました。又、参加させてい
ただきたいと思います。
Ｑ．ご主人はどんな方ですか？
Ａ．普段はとてもやさしい人ですが、仕事に対してはとても真剣です。
金時堂の三代目として和菓子作りに真摯に取り組んでいます。お陰様で４年に１度開催される、全国菓子
博覧会で【総裁工芸文化賞】を頂きました。
Ｑ．これが御菓子？食べられるの？と思うような見事な芸術作品ですね。
Ａ．ありがとうございます。今、注目を浴びています工芸菓子は、全て食べられる素材を使って、花や動物・
風景などを写実的に表現しています。
Ｑ．和菓子文化を普及する活動をされていると伺いましたが？
Ａ．はい、地元の中学校の職場体験を受け入れたり、公民館等で和菓子作り教室を開催したりして皆さんに和
菓子の良さをもっと知って頂きたいと思っています。
Ｑ．これからの目標は？
Ａ．誕生や結婚、お祝い事等、お菓子というのは人生の節目に欠かせないものだと思っています。昔ながらの
伝統を守り、堅田ゆかりのお菓子を作りながら、新しい商品を作り出し、皆さんに喜んでいただけるよう
に頑張ります。
今日はお忙しいところをありがとうございました。お体に気を付けて頑張ってください。
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お 知 ら せ

「和心」額の寄贈
平成28年12月、母校３号館の道路を挟んだ南側にある
水資源機構
「旧朝日が丘寮」
を純美禮学園が取得されまし
た。この度、内部の整備が完了し、これからは主に高等
学校の部活動や勉強合宿、各種会合などに使用されます。
会館の名前は、母校草創の時代から永く教室名に使用
されていた「真・善・美・礼・純・和」の「和」の一字
と、建学の精神である「心技一如」の「心」を採り、
「和
心館」と命名されました。
平成29年12月１日、
同窓会より、
和心館の玄関に
「和心」
と揮毫された額（純美礼同窓会会長 佐々木八重子

書）

を寄贈いたしました。

１号館新築工事

地鎮祭

平成29年12月１日㈮に本校において一号館建
替えに伴う地鎮祭が参列者のもと宮司様により
取り行われました。

純美礼同窓会 学園創立100周年事業のお知らせ
100周年事業実行委員会を立ち上げ、平成28年10月より会議を開
催しています。
学園創立100周年事業の年月日が決まりました。

平成31年３月21日（木・春分の日）
会場・式典・イベント・祝賀会などの詳しいことは決まり次第報告
させていただきます。
皆様、是非ともご参加いただきますようよろしくお願いします。

事 務 局
だ よ り

同窓会の皆様からの情報と投稿をお待ちしています。
皆様の声、近況報告、クラス会・同級会報告など何でもお知らせください。
郵便・FAX・Eメールのいずれでも結構です。
平成30年４月に本部役員会の改選を行います。同窓会運営のお手伝いをしていただける方は、
事務局へお問合せください。また皆様の推薦もお待ちしております。

