
綾羽高等学校が綾羽紡績で働く若者の為に誕生した
学校であること。
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綾羽高等学校と卒業生・恩師の縁を紡いでいく会でありたい。2
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同窓会報発行に寄せて
学校長　佐々 康浩

全国でご活躍中の綾羽高校卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょ
うか？皆様方には未曾有のコロナ禍にあっていろいろご苦労も多
いことと存じます。こうして紙面を通してのご挨拶になることは甚
だ残念ではございますが、一日も早くコロナが収束し皆様にお目
にかかれる日が来ることを切望いたしております。

学校においてもコロナウイルス感染症拡大の影響から、時差登
校や臨時休校を余儀なくされ、リモート授業を実施するなど対応に
苦慮しております。また、高校生活の思い出となる修学旅行や各
種大会の中止など、在校生には辛い思いをさせてしまっております。
しかしながら、みな目標を失うことなく前向きにこの困難を乗り越
えるべく取り組んでくれています。どうか、皆様方には後輩たちに
引き続き温かいエールを送っていただきますようお願いいたします。
なお、生徒たちの活躍については、本校ホームページ等にも掲載
しておりますので是非ご覧いただければと思います。

さて、同窓会執行部役員も大きく世代交代をし、新たに会の名
称を「綾紡会（りょうほうかい）」として会報を発行されることとな
りました。また、ご承知の通り「同窓会名簿」の発刊も計画され、
熱心に活動いただいているところでございます。

学校といたしましても、綾紡会とともに力を合わせ、卒業生の皆
様に誇りを持って応援いただける学校にして参りたいと思いますので、
今後ともご支援よろしくお願いいたします。

こんな時だからこそ
会長　石原 一憲

綾紡会会員の皆様におかれましては未曾有の災禍の中、益々ご活
躍のこととご推察いたします。平素は綾紡会の活動につきましてご
理解、ご協力賜り誠にありがとうございます。昨年4月に開催しまし
た総会におきまして本会の名称を『綾

あやはこうとうがっこうりょうほうかい
羽高等学校綾紡会』に変更い

たしました。名称の意味については上記に記載している通りになります。
さて、今年度一番大きな事業として綾紡会名簿を作成し、2022年 

5月頃に発行する予定です。これは中止になった50周年記念行事の
準備過程で多くの卒業生から「同級生の連絡先がわからないので教
えてほしい」「名簿があれば欲しい」などの声、住所不明などで発送
物の返送が多くあり課題となったため、発行する運びとなりました。
LINEやFacebookなどSNSや通信技術の進化でいつでもどこでも
連絡がとれる時代ですが、全員が使いこなせるものではありません。
そこでこんな時代だからこそ卒業生同士の連絡を取り合ってほしい、
少しでも母校とのつながりをもってほしいとの思いから1年間役員会
で議論を重ね、約20年ぶりに発行する運びになりました。会員の皆
様には7月〜10月にかけて調査はがきを郵送させていただいており
ます。今一度確認していただき、返信がまだの場合はご返信いただ
きますようご協力お願いします。住所が変わっている会員様はお手
数ですが綾紡会ホームページから変更の手続きができますのでご利
用ください。

最後に綾紡会会員、ご家族の皆様の益々のご活躍を祈念申し上げ
ます。

現在、2022年5月頃の発行に向けて準備を進めています。
会員の皆様には書類各種を送付させていただいていますのでご
返答にご協力をお願いいたします。この事業は正式事業として
株式会社サラト（兵庫県姫路市）に委託しています。

問い合わせ先：
0120-975-816

綾紡会名簿発行について綾紡会名簿発行について2022年版

before

after
校舎の色を校舎の色を一新しました！
一新しました！

卒業生へお知らせ



全国高等学校総合体育大会
⃝[弓道]　男子団体 4位

全国高等学校総合文化祭
⃝[将棋]　女子個人 5位

近畿大会
⃝[弓道]　男子団体 3位

近畿高等学校総合文化祭
⃝[将棋]　3位

近畿高等学校弓道選抜大会
⃝[弓道]　女子団体 優勝

春季近畿高校野球滋賀県大会
⃝[野球]　優勝

全国高校将棋選手権滋賀県大会
⃝[将棋]　女子個人 優勝

滋賀県春季高等学校総合体育大会
⃝[サッカー]　男子 2位
⃝[ソフトテニス]　男子個人ベスト4・ベスト6
⃝[柔道]　男子個人 ベスト8（3名）・女子個人2位・3位
⃝[弓道]　男子団体 優勝 / 女子団体 2位
  男子個人 優勝 / 女子個人 3位

滋賀県秋季高等学校総合体育大会
⃝[ソフトテニス]　団体 優勝 / 個人 2位・3位
⃝[柔道]　女子団体 準優勝 / 男子個人 準優勝・3位 
  女子個人 準優勝
⃝[弓道]　男子団体 優勝 / 女子団体 優勝
 女子個人 優勝・2位 / 男子個人 4位

⃝[空手]　女子組み手競技 優勝
 女子形競技 準優勝

滋賀県シングルス新人大会
⃝[ソフトテニス]　優勝・3位

第100回全国高校サッカー選手権大会 滋賀県予選
⃝[サッカー]　準優勝

全国高等学校定時制通信制体育大会
⃝[卓球]　女子団体ベスト8

近畿定時制通信制体育大会
⃝[柔道]　女子個人 3位
⃝[卓球]　女子団体 優勝・女子シングルス 3位

滋賀県高等学校定時制通信制春季総合体育大会
⃝[バスケットボール]　全国大会出場（男子・女子）
⃝[柔道]　全国大会出場（男子個人 1名・女子個人 1名）
⃝[卓球]　全国大会出場（男子個人 1名・女子個人 3名 ・ 女子団体)

滋賀県高等学校定時制通信制秋季総合体育大会
⃝[卓球]　男子個人 優勝 / 女子団体 優勝 / 女子個人 優勝・3位
⃝[バスケットボール]　男子 優勝 / 女子 優勝
⃝[柔道]　女子無差別級 優勝

近年の少子化問題は滋賀県でも深刻であり、2026 年度以降は減少傾向が大きくなっていきます。本校では未来を見据え、学科・コース 
を見直すことで、幅広い受験生に対応できるよう、生徒募集を行うことにしました。

以下に全日制・定時制の改変点を図示させて頂きます。

2021年度

全
日
制
課
程

2022年度

定
時
制
課
程

食物調理科 食物調理科

普通科

普通科

製菓コース

美容コース

情報ビジネスコース

美容コース

普通コース

福祉科

普通科 普通科 情報コース

製菓コース

普通コース2022年度より募集停止

課程が変更
されました

学校改編について学校改編について2022年度

主な各種大会結果（2021年4月〜12月）

みなさん素晴らしい

結果を残してくれました！！



卒業生の活躍

一緒にお
店を盛り上

げてくれる
人

募集中で
す！！

綾紡会では様々なジャンルでご活躍されている卒業生の皆さんの 
お店・企業・団体を紹介したい方を募集しています。自薦・他薦は
問いませんので右記の必要事項をメールにてお送りください。尚、
取材をお願いする際は綾紡会事務局よりご連絡させていただきます。

綾紡会会報綾紡会会報にてにて卒業生卒業生ののお店・会社お店・会社をを紹介してみませんか？紹介してみませんか？
必要
事項

同窓会メールアドレス : ayaha.doso.1965@gmail.com

①自薦か他薦　②投稿者の氏名　③投稿者のメールアドレス・電話番号　④推薦される方の氏名
⑤企業・団体名　⑥現在取り組まれている内容　⑦その他（会社のHPなどあればURLも記入）

山本  亜紗子さん
 （旧姓：木村）

現在のお仕事について教えてください。
主人（オーナーシェフ）と小さなフレンチレストランを経営しています。
私は営業中は調理補助からパティシエ、サービスなど、ほかには予約
の管理や発注なども店の運営に必要な事を全般しています。

在学中に印象に残った思い出を教えてください。
卒業制作に作るケーキをウエディングケーキにし、お皿選びやレシピの勉強など最初から最後の仕上げま
で初めて自分でした事がとても印象に残っています。時間配分や作品に関してもまだまだうまくいかない事
も多かったですが、全てを一人でする事がとてもいい勉強になり仕事につながったと思います。

平成19年度卒業（39期生）

チームの
1番バッター頑張ってます！

泉　祐介さん

平成24年度卒業（44期生）

現在活躍中の場所現在活躍中の場所

現在活躍中の場所現在活躍中の場所

卒業生へインタビュー卒業生へインタビュー

卒業生へインタビュー卒業生へインタビュー

il fera jour（イルフラジュール）
☎075-746-4505
京都府京都市中京区新京極通六角下ル桜之町438-1 辨天堂ビル2F 南側
https://www.ilferajour-kyoto.com/

伯和ビクトリーズ
広島県東広島市八本松西1丁目3－4
http://www.victorys-hakuwa.com/

現在のお仕事について教えてください。
午前中は業務を行い、午後から野球の練習を行っている。

在学中に印象に残った思い出を教えてください。
高校最後の夏の野球大会で近江高校に逆転負けをしてしまい、今でも悔しい思い出にある。

仕事において気をつけている事を教えてください。
高校時代に学んだ、挨拶や礼儀などを大切にしている。

卒業生・在学生にメッセージをお願いします。
一生に一度しかない3年間の高校生活、悔いのないように過ごして下さい。

1

1

2

2

3

3

4

4

定休日
水曜

◦ランチ・カフェ　11:00〜17:00◦ディナー
　17:00〜19:00（最終入店）

営業時間
◦ランチ 15:00◦カフェ 16:00

L.O.

仕事において気をつけている事を教えてください。
お客様に誠意を伝える事です。シェフが作ってくれたお料理や私のデザート
もあまり馴染みのないフレンチですが、しっかりと料理説明をして、堅苦し
くならないように、お料理を楽しんでもらえるような空間づくりも必要と思
います。お値段以上のお料理とサービスを心がけています。

卒業生・在学生にメッセージをお願いします。
良い事も悪い事も色々な事を経験し、全てを自分の力にできるように頑張っ
てください。周りにいる家族や友人、職場の人を大切にすると力になってく
れると思います。

日曜日も営業中！



■綾羽高等学校同窓会における個人情報の取扱いについて
綾羽高等学校同窓会は、適正かつ公正な手段によって、会員の情報を収集し

ます。また、個人情報保護法等の法令を遵守し、適切に取り扱うとともに正確性・
機密保持に万全を尽くすよう努めてまいります。 
1．会員の個人情報の利用目的 

・同窓会からの各種案内等の発送
・会員名簿の作成
・その他、会則に定める事項の遂行に必要と判断された諸事業

2．個人情報の登録項目 
同窓会事務局で登録管理している、個人情報の項目は「氏名 / 卒業年度 /
自宅住所 / 電話番号」です。

3．第三者への開示・提供について 
会員本人の同意が有る場合と、法令に基づく請求の場合以外は会員の個人
情報は、学校・同窓生以外の第三者へは開示・提供はいたしません。 

4．個人情報の適切な管理ついて 
会員の個人情報は、正確かつ最新のものに保つよう努めるとともに、その

機密保持には万全をつくします。事業遂行上の必要性から外部業者へ業務
委託等を行う場合につきましても委託先に機密保持義務を課す等、その管
理・監督に努めます。 
また、名簿の発行・配布した場合、受け取った会員は盗難・紛失に十分気
をつけ、商業目的などで転売してはいけません。 

5．会員からの開示等の求めに応じる方法 
ご自分の情報について照会したい場合は下記までご連絡ください。本人で
ある事が確認できた場合に限り開示します。その際にご自分の情報の訂正
または削除を希望される場合はそれに応じます。 
会員自身の提供は任意です。ただし提供されない場合は、同窓会からの各
種ご案内ができなくなる場合があります。 

【問い合わせ先】綾羽高等学校綾紡会事務局

TEL. 077-563-3435　FAX. 077-565-5820 

会計決算報告会計決算報告令和
2年度

令和
2年度

期　日 事 業 内 容

4月10日（金） 第56回入学式
＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止

4月10日（金） 総会・新役員歓迎会
＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、歓迎会中止

7月17日（金） 第1回役員会

7月〜8月 全国大会応援
＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止

8月 同窓会・PTA 合同研修旅行
＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止

9月18日（金） 第2回役員会
11月23日（月） 同窓会報発行

12月 4日（金） 翔綾祭（文化祭）支援
＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止

12月11日（金） 第3回役員会
2月24日（水） 同窓会入会式

2月26日（金） 第52回卒業証書授与式、
卒業記念品贈呈（卒業証書ホルダー）

3月12日（金） 第4回役員会

〈収入の部〉 単位（円）
項　目 予算額 執行額 備       考

同 窓 会 費 3,492,000 3,492,000 令和元年度卒業生 291 名×12,000 円
雑 収 入 516,373 515,154 50 周年記念事業精算差額、普通預金利息
繰 越 金 356,627 356,627 令和元年度繰越金
合     計 4,365,000 4,363,781

〈支出の部〉 単位（円）
項　目 予算額 執行額 備       考

卒業記念品代 400,000 397,217 卒業証書ホルダー

同窓会員管理費等 900,000 452,430 新入会員管理費、会員登録費
サーバー利用料

同 窓 会 報 費 1,500,000 902,156 同窓会報費
事 務 通 信 費 35,000 19,632 役員会等案内発送費、封筒印刷代

会 議 費 100,000 5,010 新役員歓迎会費、役員交通費
会議お茶代など

慶 弔 費 20,000 0 慶弔費
研 修 費 30,000 0 PTA合同研修旅行助成費

各 種 支 援 費 200,000 85,500 全国大会等支援費・サッカー部決勝放映料
横断幕

HP開設維持費 30,000 0 HP変更・追加など
クラス会補助費 100,000 0 同窓会補助費
長期事業計画基金 1,000,000 2,000,000 長期事業計画基金
予 備 費 50,000 0 予備費
小     計 4,365,000 3,861,945
繰 越 金 0
合     計 4,365,000 3,861,945

（収入合計）￥4,363,781 -（支出合計）￥3,861,945 ＝ ￥501,836
よって￥501,836 を次年度に繰り越します

〈長期特別基金〉 単位（円）
年　度 金　額 年　度 金　額

H20 〜 23 0 H29 2,000,340
H24 3,003,236 H30 2,500,212
H25 × 2,302,021 R 元 500,000
H26 2,001,359 R2 2,000,000
H27 2,000,935 合計 15,506,466
H28 1,500,384

【会計監査報告】
上記の報告に基づき監査した結果、適正に処理されていることを認め報告します。
令和3年4月16日　会計監査 / 竹下 みゆ希　町矢 紘基

事業報告事業報告

令和
3年度

期　日 事 業 内 容
4月9日（金） 第56回入学式
4月16日（金） 同窓会総会

7月中旬 第1回役員会
同窓会報発行

7月〜8月 全国大会応援

9 月29日（水） 翔綾祭（体育祭）支援
第2回役員会

11月10日（水）
 11日（木） 翔綾祭（文化祭）支援

12月中旬 第3回役員会
2月25日（金） 同窓会入会

2月28日（月） 第53回卒業証書授与式
卒業記念品贈呈（卒業証書ホルダー）

3月中旬 第4回役員会

事業計画事業計画


