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純美礼ｗｅｂ第７号をお届けします
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、同窓会活動も自粛となりました。先行き不安な
社会情勢ではありますが、新しい生活スタイル、ウィズコロナの生活を受け入れ、共に力を合わせて精
一杯頑張りましょう。
母校の様子と同窓生の活躍を報告させていただきます。

ごあいさつ

同窓会会長

佐々木

八重子

向寒のみぎり、会員の皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は同窓会活動に格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
令和２年３月１日、穏やかな陽ざしのもと、例年ですと来賓として参列させて
いただくのですが、今年は参列しない卒業式となりました。
卒業生の皆様とお会いできないのは残念でしたが、遠くから皆様の今後の益々
のご活躍を祈念いたします。
純美礼同窓会は「心技一如」の精神を連綿と受け継いできた、立派な伝統と誇
りを持つ同窓会であります。新入会員の皆様には、今後ともあたたかいご支援ご協力を賜りますようお
願いいたします。
さて今年の活動を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から同窓会入会式は校
内放送で実施しました。また令和２年度の定例役員会は書面での決議とし、令和２年６月20日必着でご
回答を提供して頂きました。結果はホームページにてご報告いたしました。６月から学校の授業は、始
まりましたが、完全終息とはならずコロナウイルスと上手く向き合う新たな生活へと我々が、意識・行
動を転換させることを覚悟しなければなりません。今までに経験したことのないような自然災害が起こ
ることに備え、自然との共生に向き合い、本校生徒がその実力を楽しく発揮できるよう少しでもお手伝
い出来たら幸いです。
最後になりましたが、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と会員の皆様のご健勝とご多幸を
祈念申し上げ、ご挨拶といたします。
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校長
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英

純美礼同窓会会員の皆様方におかれましては、益々ご健勝にてご活躍のことと
お喜び申し上げます。平素より本校の教育活動の推進にご理解とご協力を賜り、
まことにありがとうございます。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響から、本校も３月の初めより５月まで
臨時休校になり、すべての学校行事を中止または延期しました。
休校中も生徒の安全と学びの保障を両立させることを第一に考え、当初はプリ
ント配布と回収による家庭学習、その後は動画配信授業、５月19日からは、学校を再開し、分散登校学
習と在宅学習を同時に行うオンライン授業を実施しました。本校のオンライン授業は、ご家庭の理解と
生徒の協力を得ながら滋賀県で３番目の早さで行うことができました。そして、６月からは段階を経て
通常の授業に戻し、短い夏休みの後、８月21日から２学期が始まっています。多くの学校が中止してい
る中で、体育祭・文化祭とも９月上旬に内容を大きく変更して実施いたしました。
通常ならばこの紙面で、在校生の活躍ぶりを紹介するところですが、今年は春から夏にかけての部活
動の大会がほぼ中止になり、報告できないのが残念です。そのような中で、家庭部が「第９回ご当地！
うまいもん甲子園」に出場し、
見事近畿地区代表になり、
10月31日に行われた全国大会に出場しました。
優勝、準優勝は逃したものの、企業賞「カゴメ賞」に加えてパナソニック「特別賞」の２つ賞を受賞し
ました。
また、秋の高総体、高文祭は多くの競技が無観客ながらも10月下旬から11月初めにかけて開催され、
女子バドミントン優勝、
女子バスケットボール準優勝、
陸上競技では男子800ｍ２位、
女子円盤投げ３位、
男子5000ｍ競歩５位に入賞するなど活躍しました。さらに、陸上部は11月８日の県高校駅伝において女
子チームが６位に入り、11月22日開催の近畿高校駅伝大会に出場します。
世界中を苦境に陥れているコロナ禍で失ったものは多いですが、このような苦しい中だからこそ学ん
だこともたくさんありました。
「人間は困難な中でも知恵を出し、工夫して乗り越えていける」
「毎日の
平凡な日々がいかに自由だったか、その有り難さを体感する」
「自律的な生活や勉強をする」
「辛抱や我
慢ができる」等、他にもいっぱいあります。
この「すみれweb」
が皆様のお手許に届くころには新型コロナがどうなっているでしょうか。今冬は、
３年ぶりに寒い冬になりそうとの長期予報が出ています。同窓生の皆様におかれましては、お身体にく
れぐれもお気をつけられ、お元気でお過ごしいただくようお祈り申し上げます。
今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
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同窓会活動近況報告

▪針 供 養

令和元年12月９日㈪

マルチホールにおいて開催

母校伝統の針供養が那須校長先生のご挨拶、生徒代表（生活デザイン科）
の挨拶から始まりました。校長先生の読経の中、生活デザイン科140名の
参列の生徒さんに続き、同窓会役員・教職員が日頃の感謝の気持ちを込め
て、こんにゃくに一本一本針を刺していきました。
式典終了後、校内の針供養塔に埋針しました。

▪令和元年度

純美礼同窓会入会式

令和２年２月29日㈯

放送にて

入会者216名

令和元年度純美礼同窓会入会式は、新型コロナウイルス感染防止に向け
て、異例の措置ですべてを校内放送で行いました。
委嘱状、記念品（オリジナル折りたたみ傘）、入会のしおりをクラス担
任の先生から渡していただきました。

▪文 化 祭

例年、同窓会は母校の文化祭に、模擬店を出店して在校生の皆様を支援しておりますが、今年は新型コロナ
ウイルスと向き合わなければならず、これまでの常識を見直し、話し合い、苦渋の決断をし、不参加とさせて
頂きました。
今後新型コロナウイルスが収まり不安なく文化祭に参加出来る際には、同窓生皆様のご協力、お手伝いをお
願い致します。生徒の皆さんと交流をふかめましょう。

お 知 ら せ
令和３年４月に本部役員の改選を行います。同窓会の運営のお手伝いをしていただける方は、事務局へお問
い合わせください。
また、皆様の推薦もお待ちしています。

純美礼同窓会の個人情報取扱について
同窓会でお預かりする個人情報については、個人情報の保護に関する日本の法令などを厳守して、以下の目
的の範囲内で利用いたします。
①同窓会報等の発送、②同窓会活動のご案内、③その他合法的に行われる同窓会活動
ご提供いただいた個人情報については、同窓会が責任を持って正確に処理し、管理いたします。

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、近況報告などもお寄せください。（400字～600字）
郵便・FAX・Eメールのいずれでも結構です。宛先は次のとおりです。
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
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2019年（平成31年度・令和元年度）会務報告
平成31年度
４月８日
入学式 出席
４月11日
本部役員会……総会アンケート集計・定例役員会準備
令和元年度
５月８日
本部役員会……会務計画案・予算案作成・案内状作成
15日
本部役員会……会計監査・定例役員会準備
30日
本部役員会……定例役員会準備
６月６日
本部役員会……定例役員会準備
11日
本部役員会……定例役員会準備
15日
定例役員会（23名出席）
27日
本部役員会……すみれ会報編集
７月11日
本部役員会……すみれ会報編集
16日
本部役員会……すみれ会報編集
25日
本部役員会……すみれ会報編集
８月19日
本部役員会……すみれ会報編集
31日
文化祭参加（模擬店を出店）
９月６日
本部役員会……すみれ会報編集
13日
本部役員会……すみれ会報編集
19日
本部役員会……すみれ会報第１回校正
27日
本部役員会……すみれ会報第２回校正
10月１日
本部役員会……すみれ会報第３回校正
７日
本部役員会……すみれ会報第４回校正
11日
本部役員会……すみれ会報第５回校正
15日
「すみれ」会報26号発行
21日
本部役員会……「入会のしおり」編集
11月６日
本部役員会……「入会のしおり」編集
11日
本部役員会……「入会のしおり」編集
27日
本部役員会……「入会のしおり」編集
12月９日
針供養出席
19日
本部役員会……「入会のしおり」編集
１月９日
本部役員会……「入会のしおり」編集
16日
本部役員会……新会員年度幹事・クラス幹事選出
入会式準備
29日
本部役員会……「入会のしおり」編集
２月７日
本部役員会……「入会のしおり」編集
17日
本部役員会……「入会のしおり」完成
20日
本部役員会……入会式リハーサル
29日
令和元年度同窓会入会式
（新型コロナウイルス感染予防のため放送にて実施）
（入会者216名

年度幹事７名 クラス幹事７名委託）
３月１日
卒業式
（新型コロナウイルス感染予防のため欠席）
19日
本部役員会
30日
本部役員会

2020年
（令和２年度）
会務計画
４月７日
５月８日
15日
26日
６月５日
11日
20日
７月16日
21日
８月29日
９月11日
25日
10月５日
26日
11月16日
12月７日
15日
22日
１月15日
25日
２月15日
22日
28日
３月１日

入学式（新型コロナウイルス感染予防のため欠席）
本部役員会
本部役員会……会計監査
本部役員会
本部役員会
本部役員会
定例役員会
（学校での開催を中止し、書面による表決を行う）
本部役員会……すみれweb編集
本部役員会……すみれweb原稿作成・文化祭準備
文化祭参加
本部役員会……すみれweb第１回校正
本部役員会……すみれweb第２回校正
本部役員会……すみれweb第３回校正
本部役員会……すみれweb第４回校正
本部役員会……入会者名簿作成
針供養出席
すみれweb配信
新会員年度幹事・クラス幹事選出
本部役員会……「入会のしおり」編集
本部役員会……「入会のしおり」編集
本部役員会……入会式準備
本部役員会……入会式リハーサル
令和２年度同窓会入会式 挙行
（年度幹事・クラス幹事委嘱）
卒業式

令和２年11月15日

2019年（平成31年度・令和元年度） 会計報告
2019年（平成31年度・令和元年度） 純美礼同窓会会計決算書

2020年（令和２年度） 会計予算
2020年
（令和２年度） 純美礼同窓会会計予算書
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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）

ジャグリング 世界で一番 団体特別賞

木下 洸希さん（平成29年３月卒業）

１月下旬から２月上旬にフランスパリで開かれたサーカスの世界大会に所属するチームの一員
として出場し、審査員特別賞を受賞されました。
難病の父親を励まそうと、小学生の頃からジャグリングを独学で練習してきました。日本
一の大道芸人を決める大会、「芸王グランプリ」に出場し、高校生の時に関西大会優勝、決
勝大会では準優勝という成績を残し、その他にも数々の大会で最年少記録を塗り替えました。
滋賀県大津市の観光大使に任命され、現在も活躍しています。人々を喜ばせたいという思
いで多くの人に笑顔と感動を届けています。今後ともご声援よろしくお願いいたします。
⃝同窓生の方へのメッセージ
現在は在学中の活躍で学んだ事をしっかりと活かして
活動しています。
高校の３年間は短い期間ではありましたが、将来に向
かって様々な準備をする事が出来ました。社会に出てか
らは全てが「経験」になります。
同窓生の皆さまのご声援を糧にしてつらいことがあっ
ても自分としっかり向き合って進んでいきたいと思います。

レシーブとトスとアタック・挑戦

山本 幸恵さん（平成５年卒業）

小学生の頃からバレーボールにのめり込み、もっと上手くなりたいと思い強豪校であった滋賀女子高等学校
へ入学しました。
学生生活はバレーボール中心の生活でした。その中で様々な経験をすることが出来ました。努力をしたこと
が成果に繋がることはもちろんですが、時には努力したことが成果に繋がらない現実も知りました。苦しかっ
た経験は楽しかった思い出よりも私を成長させてくれました。この原稿を書きながら今、思い起こすと学生生
活を価値あるものに出来たのも私の力だけでなく同じ時を過ごしたチームメイトや友達、支えてくれた先生、
両親そしてその経験の場を与えてくれた学校のおかげだと改めて気付かされました。こういった機会を与えて
くださり感謝しています。
今は子育ても一段落着き、何か自分で挑戦したいと思い
住所
大津市仰木2-30-40
ました。そこで地元の歴史・自然・環境の良さを多くの方
電話 090-9119-2224
に伝え、その継承と少しでも地域の活性化に役立てればと
営業時間
思い、
仕事の合間に実家を活用して土・日・祝日のみの営業
午前９時～午後４時
で古民家カフェ
「里山のDaidoco Lulu」をオープンしました。
自然環境に恵まれた土地で両親の作る自家製の棚田米や野
菜などを使ったランチやおやつを提供しています。
仰木小
仰木郵便局前
オープンしてまだ１年です。上手くいくこともあれば失
敗することもありますが、これも経験と思い、やっていま
す。やっていることは違いますが必死にバレーボールに打
仰木雄琴 IC
ち込んでいた学生時代と何か重なるものがあります。この
里山の
時を支えてくれる方々の存在に感謝しつつ更なる挑戦へと
Daidoco Lulu
頑張っていければと思います。

追伸…新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、直接お会いしてインタビューする事が出来ませんでし
たがメールやお手紙でご協力頂きました。
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