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　純美礼同窓会の皆様にはご健勝でお過ごしのこととお喜び申し上げます。
　平素は同窓会運営にご理解とご協力をいただきまして厚くお礼申しあげます。
　私達役員は令和３年６月19日の定例役員会をもって新役員様に引き継ぐことになりました。コロ
ナ禍の中、お引き受け下さった役員の方々に感謝いたします。退任後も一会員として本校発展を応
援させていただきたいと思います。
　役職在任中には純美禮学園創立100周年記念事業のひとつとして最新の教育設備が整った新校舎
が施工され、また平成30年５月10日には創立100周年記念式典がびわ湖ホールにて盛大に執り行わ
れ、平成31年３月21日には琵琶湖ホテルにて純美礼同窓会100周年記念事業が開催されました。総会、記念講演、祝賀
会が行われ、皆様の懐かしく元気で素敵な笑顔を拝見できた事はこの上ない喜びでした。会員の皆様をはじめ諸先生
方のご協力に厚くお礼申しあげます。
　まだまだ終息の見えないコロナ、さらには自然環境の破壊が異常気象に繋がっている今日、少しでも早く生徒の皆
さんが安心して学校生活を送れるように心より願っています。最後になりましたが、滋賀短期大学附属高等学校の発
展と会員の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げご挨拶とさせていただきます。
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この号の内容

第８号

題字：大西美和（昭和57年 家政科卒）

ごあいさつ 同窓会会長　本　郷　洋　子

退任のごあいさつ 同窓会前会長　佐々木　八重子

　寒気の候、会員の皆様におかれましては平素より本会の運営、活動に格別なるご支援、ご協力を賜り
厚く御礼申し上げます。
　この度、純美礼同窓会に６年という長期間ご尽力を賜りました佐々木八重子前会長がご勇退され、そ
の後任として会長職を拝命致しました本郷洋子と申します。若輩者ではございますが、同時拝命致しま
した５名の方と協力、相交えながら務めさせていただきますのでどうぞ宜しくお願い致します。
　平成30年に創立100周年を迎え長い歴史のなかで創設者、中野冨美先生の指針である「何事も真実に
生きる心」「女性として誇りを持つ人になる心構え」「立派な技を磨き不撓不屈の精神を持つこと」。時
代は変わり男性会員さんも増えてきておりますが、私たちの根底にはこの指針を基点として先輩方が引き継いで下さったも
のがあると感謝し繋げていけるよう、また現在の滋賀短期大学附属高等学校となっての教育を受けてこられた次世代を担っ
て下さる後輩の方々に手渡していけるよう努力していきます。
　昨年よりコロナという命をも脅かす感染ウイルスが蔓延する中で、社会も生徒さん達も我慢の毎日で悉く延期、中止とな
る行事に高校生活の思い出もまたさみしいものになってきております。多少落ち着いてきた今日この頃とは言え、一日も早
い終息を祈りながら平穏な生活が戻った際には同窓会としてお手伝いさせて頂ければ幸いです。そして同窓会の活動が安心
してできる日を心待ちに致しております。ひとりでも多くの皆様に参加頂きますとともに引き続きご指導、ご鞭撻を賜りま
すよう宜しくお願い申し上げます。最後になりましたが会員の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

純美礼ｗｅｂ第８号をお届けします
新役員になって初めてのweb配信となっております。
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ご挨拶ならびに学校の近況報告 校長　那　須　文　英

　純美礼同窓会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
喜び申し上げます。平素より本校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。
　令和３年は昨年に引き続き「新型コロナ」で年が明けました。８月～９月の緊
急事態宣言中も本校は、オンライン授業や時差登校授業などを実施し、生徒の学
びを止めることなく進めてまいりました。しかし、各種行事については、６月の
体育祭は規模を縮小しながらもかろうじて実施できましたが、新入生の宿泊研修
中止、文化祭中止、２年生の研修旅行は来年３月に延期するなど学校生活に大きな影響が出ています。
　９月30日に本県を含む全国の緊急事態宣言が解除された後は、新規感染者数が急激に減少してきまし
た。ワクチン接種が進んだおかげかウイルスが弱毒化した影響か、はっきりとはわかりませんが、学校
も社会生活も少しずつ平常に戻りつつあることは非常に喜ばしいことです。間もなく年末を迎えます。
このすみれwebが皆様に届けられる頃はどのような状況になっているでしょうか。
　さて、ここで本校生の最新の活躍状況を紹介させていただきます。秋の高総体、高文祭はほとんどの
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ました。
　以下、ベスト４以上の団体と個人（敬称略）、近畿大会出場を紹介します。
　女子バドミントン優勝、全国選抜大会出場。女子バスケットボール３位。陸上競技では女子5000ｍ競
歩（竹内聖奈）優勝、女子3000ｍ（神山仁衣奈）２位、女子1500ｍ（竹内聖奈）３位、男子3000ｍ障害
（山本朔豊）３位。女子卓球団体近畿大会出場、ダブルス（桝本詩菜・木村理緒）近畿大会出場。
　また、滋賀県栄養士会主催のお弁当コンテストで２年德田青泉さんが最優秀賞（県知事賞）を受賞し
ました。
　今年は、コロナ禍の中で練習がままならなかったにもかかわらず、このように、生徒は大変頑張って
くれています。
　もう一つ、お知らせいたします。すでに公表していますとおり、令和４年４月の新教育課程実施に併
せて、普通科に生活デザイン科を統合し、全体の定員を削減（280名→250名）します。統合後の普通科
には、大学への進学実績向上を目指す普通科Ⅱ類と、個々の探究学習を特徴とする普通科Ⅰ類（３コー
ス制／総合進学・スポーツ健康・生活デザイン）を設けることになりました。皆さま方の多くが卒業さ
れた家庭科は来年度から募集停止になりますが、これまでの家庭科（生活デザイン科）の学びは、普通
科Ⅰ類の生活デザインコースで専門科目上限枠20単位を目いっぱい使い、本校の伝統である家庭科目の
勉強もしっかり行います。
　日ごろの授業改革・学校改革の取り組みと併せて、さらに特色ある学校づくりを進めてまいります。
皆さま方のお子さま、お孫さま、お知り合いに中学生がおられましたら、新しくなる本校への出願、入
学を是非お勧めいただきますようお願いいたします。

　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。



（3）すみれweb（第８号）令和３年12月10日

同窓会活動近況報告同窓会活動近況報告

　マルチホールにて、師走の冷たい風の中、いまだ終息が見えない
新型コロナウイルス感染症のため規模を縮小して、オンラインで生
活デザイン科３年生全員、１年生、２年生は各２名が参列され、す
みれ同窓会からは佐々木八重子会長が参列しました。厳かに佐々木
琳慧先生の読経の中、感謝とお礼の気持ちをこめて、こんにゃくに
献針して供養しました。

▪針 供 養
令和２年12月９日㈬　午前11時

　令和３年６月19日㈯構内マルチホールにおいて、定例役員会にて新しい役員を承認して頂きました。
　不慣れではありますが、この６名で先生にご指導頂きながらやっていきますので、よろしくお願いします。

新役員紹介
　会　長　　本　郷　洋　子（Ｓ49卒）
　副会長　　馬　杉　裕　美（Ｓ52卒）
　副会長　　堀　江　さや美（Ｓ62卒）
　会　計　　茶之木　かおる（Ｓ49卒）
　会計監事　八　木　美千穂（Ｓ49卒）
　会計監事　小　島　涼　子（Ｓ50卒）

同窓会事務局
　松　永　　　稜先生
　粟　谷　春　日先生
　志　垣　健　一先生

▪定例役員会

　放送室・ダイニングスクエアーにて、令和２年度入会式を昨年同
様、放送室からのリモートで実施しました。各教室での式となりま
したが滞りなく実施できました。
　同窓会名誉会長那須文英校長のごあいさつにつづき佐々木八重子
同窓会会長があいさつ申し上げました。年度幹事、クラス幹事は紹
介後、別室にて委嘱させて頂きました。

▪令和２年度　純美礼同窓会入会式
令和３年２月26日㈮　午前９時
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令和２年度　会務報告 令和２年度　会計報告
４月７日　　入学式　（新型コロナウイルスのため欠席）
５月８日　　本部役員会……会務計画案・予算案作成
　　13日　　本部役員会……定例役員会の資料作成
　　15日　　本部役員会……会計監査・定例役員会の資料作成
　　19日　　本部役員会……定例役員会の資料作成
　　25日　　本部役員会……定例役員会の資料作成
　　27日　　本部役員会……定例役員会の準備
　　29日　　本部役員会……定例役員会の準備
６月３日　　本部役員会……定例役員会議案書発送
　　22日　　本部役員会……定例役員会（開催を中止、書面による表決を行う）
７月16日　　本部役員会……定例役員会の結果をホームページに配信
　　27日　　本部役員会……すみれweb原稿作成
８月24日　　文化祭…………（新型コロナウイルスのため不参加）
９月10日　　本部役員会……すみれweb編集
　　14日　　本部役員会……すみれweb編集
　　24日　　本部役員会……すみれweb編集
10月５日　　本部役員会……すみれweb第１回校正
　　12日　　本部役員会……すみれweb第２回校正
　　20日　　本部役員会……すみれweb第３回校正
11月５日　　本部役員会……すみれweb第４回校正
　　16日　　本部役員会……すみれweb配信
　　20日　　本部役員会……�新会員登録票の発行・新会員年度幹事・

クラス幹事選出
12月９日　　針供養
　　11日　　本部役員会……会員登録票回収
１月14日　　本部役員会……会員登録票照合・「入会のしおり」の編集
２月15日　　本部役員会……委嘱状作成
　　22日　　本部役員会……会計
　　26日　　令和２年度同窓会入会式挙行
　　　　　　（入会者253名　年度幹事９名　クラス幹事９名委託）
３月１日　　卒業式
　　12日　　本部役員会……新役員顔合わせ
　　18日　　本部役員会……定例役員会資料作成
　　31日　　本部役員会……会計

４月７日　　入学式
　　12日　　本部役員会……会計監査・定例役員会の資料作成
５月７日　　本部役員会……定例役員会の資料作成
　　19日　　本部役員会……定例役員会の資料作成
６月４日　　本部役員会……定例役員会の資料作成
　　19日　　定例役員会
　　28日　　本部役員会
７月16日　　本部役員会……すみれweb原稿作成
　　27日　　本部役員会……�すみれweb原稿作成
９月２日　　文化祭参加
　　14日　　本部役員会……すみれweb編集
10月５日　　本部役員会……すみれweb校正
　　22日　　本部役員会……すみれweb校正
11月５日　　本部役員会……すみれweb校正
　　16日　　本部役員会……すみれweb校正
　　20日　　本部役員会……すみれweb校正・針供養打ち合わせ
12月１日　　本部役員会……すみれweb配信・新会員登録票の発行
　　　　　　　　　　　　　年度幹事・クラス幹事
　　８日　　針供養
　　14日　　本部役員会……会員登録票回収
１月14日　　本部役員会……会員登録照合・「入会のしおり」の編集
２月15日　　本部役員会……「入会のしおり」の編集・委嘱状作成
　　24日　　本部役員会……記念品確認
　　28日　　令和３年度同窓会入会式挙行
３月１日　　卒業式

令和３年度　会務計画（案） 令和３年度　会計予算

令和２年度　同窓会会計決算書
 純美礼同窓会　　　　
１　収入の部 （▲：減　単位：円）

科　　　目 予　算　額 決　算　額 増　　減 摘　　　　　　要

１．前年度繰越金 1,459,814 1,459,814 0 2019年度繰越金

２．入会金 1,265,000 1,265,000 0 同窓会入会＠5,000×253名

３．寄付金 0 0 0 運営寄付金

４．その他の収入 70,186 13 ▲70,173 文化祭売上、通帳利息

５．会報準備金 0 0 0 会報準備金繰入

合　　　計 2,795，000 2,724,827 ▲70,173

２　支出の部 （▲：減　単位：円）

科　　　目 予　算　額 決　算　額 増　　減 摘　　　　　　要

１．役員会費 50,000 0 ▲50,000 本部役員会に係る経費

２．通信費 100,000 26,132 ▲73,868 議案書送付

３．印刷費 170,000 120,664 ▲49,336 入会のしおり印刷、役員会資料

４．業務委託費 100,000 70,400 ▲29,600 すみれweb、事務アルバイト代

５．消耗品費 70,000 24,766 ▲45,234 事務用品

６．旅費交通費 150,000 115,140 ▲34,860 役員会旅費

７．雑費 10,000 0 ▲10,000 振込、残高証明書発行手数料

８．事業費 100,000 19,500 ▲80,500 文化祭バザー経費、針供養お供え

９．積立金 2,000,000 1,000,000 ▲1,000,000 会報準備金

10．予備費 45,000 41,000 ▲4,000

合　　　計 2,795,000 1,417,602 ▲1,337,398

３　差　　　引　　収入合計　　　　支出合計　　　　差引残額
　　　　　　　　　　2,724,827円－　 1,417,602円＝　 1,307,225円（次年度に繰り越し）

４　特別会計
　　　　定期預金　　2,001,105円
　　　　
　　　　会報準備金　1,000,000円

令和３年度　同窓会会計予算書（案）
 純美礼同窓会　　　　
１　収入の部 （▲：減　単位：円）

科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増　　減 摘　　　　　　要

１．前年度繰越金 1,307,225 1,459,814 ▲152,589 2020年度繰越金

２．入会金 1,080,000 1,265,000 ▲185,000 同窓会入会＠5,000×216名

３．寄付金 0 0 0 運営寄付金

４．その他の収入 70,225 70,186 39 文化祭売り上、通帳利息

５．会報準備金 0 0 0 会報準備金繰入

合　　　計 2,457,450 2,795,000 ▲337,550

２　支出の部 （▲：減　単位：円）

科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増　　減 摘　　　　　　要

１．役員会費 100,000 50,000 50,000 本部役員会に係る経費

２．通信費 150,000 100,000 50,000 定例役員会案内郵送料、すみれweb配信

３．印刷費 250,000 170,000 80,000 役員会資料、入会のしおり印刷

４．業務委託費 150,000 100,000 50,000 すみれweb、事務アルバイト代

５．消耗品費 100,000 70,000 30,000 事務用品代

６．旅費交通費 150,000 150,000 0 定例役員会、本部役員交通費

７．雑費 10,000 10,000 0 振込、残高証明書発行手数料

８．事業費 200,000 100,000 100,000 文化祭バザー経費、針供養お供え

９．積立金 1,000,000 2,000,000 ▲1,000,000 会報準備金

10．予備費 347,450 45,000 302,450

合　　　計 2,457,450 2,795,000 ▲337,550
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同窓会の役員を終えて 前副会長　三浦　茂野

　令和３年に高校を卒業してその年度から純美礼同窓会の活動に参加させていただきました。
　昨年度の報告会の内容は、私が実際に３年生として学生生活を送っていた時の出来事だったので懐かしい気持ちでし
た。同時に２年生諸君が新型コロナウイルスの影響で海外研修に行けなかったという事を聞き複雑な気持ちになりました。
　新型コロナウイルスの影響で私達の学生生活は大きく狂わされました。授業のオンライン化や自粛による時間短縮、
文化祭など様々な学校行事が無くなりました。
それでも今はワクチンが普及し段々と元の学校活動に戻ってきつつあります。このままクラスターを発生させること無
く今までの学校生活を送れるようになる事を願っています。
　今回が初めての参加でしたので、まだまだ理解できない事が多いと思いますが何とか頑張っていこうと思います。
　私は元々人見知りで人前に立って何かをするという事が苦手でしたがこの滋賀短期大学附属高等学校に入学したお陰
で部活動の副部長をさせてもらったり、卒業式のクラス代表や同窓会の年度幹事を任せてもらったりと人として大きく
成長することが出来ました。勉強はあまり結果としてよくなかったのですが、それ以上に大事な事を教わりました。今
年度は私が滋賀短期大学附属高等学校の同窓会の幹事としてお役に立っていきたいと思います。まだまだ分からない事
も多くありますがどうぞ宜しくお願いいたします。

定例役員会に参加して 令和２年卒業生　山本　義久

　令和３年６月19日の同窓会の定例役員会にて新しい役員が承認され、私達は退任をいたします。６年間にわたり役員
として学校行事に携われたのは皆様の支えがあったからこそと実感しております。私に思いがけず本部役員としての声
がかかり、30年ぶりに懐かしい母校へまた通う機会となり少し緊張しながら校門をくぐりました。先輩の同窓生の方々
との出会いにより想像していた以上に多くのことを学び感謝しています。私にとって大変貴重な経験になりました。知
識のない私で皆さんの足手まといになってばかりで心苦しかったのですが文化祭・針供養・同窓会入会式など学校行事
に参加し、学生の頃を思い出し楽しい時間を過ごせました。そして創立100周年の記念すべき節目にも参加し純美礼学
園の歴史の重みを感じ改めて同窓生としての喜びをかみしめました。すみれweb・すみれ会報・総会と慌ただしく過ぎ
ました。
　これからは、この経験を活かし同窓生の一員として皆様との繋がりを大切にしていきます。最後に皆様のご活躍を心
よりお祈り申し上げます。

お 知 ら せお 知 ら せ

　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。

純美礼同窓会の個人情報取扱について

　「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

同窓生の皆様からの情報と投稿をお待ちしています


