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学 校 長 佐 々  康 浩

綾紡会会員の皆様には平素より本校教
育活動及び綾紡会活動に対し、温かいご
支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、コロナウイルス感染症は、第7波から第8波へと移行し、
未だ大きな脅威を私たちに与え続けております。一方、新た
な行動制限は設けられず、様々な行事も少しずつではあります
が開催をされてきております。学校でも3年ぶりとなる、体育
祭やバス旅行など、工夫をしながら開催することができました。
この原稿を書いている現在は、コロナ禍の中でできることを、
生徒会を中心として考え、文化祭（翔綾祭と呼んでいます）が
午前のみとなりますが2日間にわたって開催されているところ
です。また、全日制や定時制の修学旅行も来年2月に控え、ど
うにか高校時代の素敵な思い出が残せるよう、開催できればと
考えております。

ところで、本年5月には「綾紡会会員名簿」が発行され、懐
かしいお名前を見るに付け、元気にされているかなぁ、などと
感傷に浸っておりましたが、会報においても社会において活躍
されている卒業生の紹介をしていただくなど、綾紡会の役員の
皆様には楽しい企画も考えていただいております。

どうかこの会報が、皆様方一人ひとりを糸のように紡ぐ糧と
なることを、そして皆様にお目にかかることができる日が一日
も早く来ることを祈念してご挨拶とさせていただきます。

綾紡会会長 石 原  一 憲

会員の皆様におかれましては、コロナ禍
にあってもますますご清祥のこととお慶び
申し上げます。平素は綾紡会の活動にご理
解とご協力いただき誠にありがとうございます。

コロナウィルスの流行から約3年が経過し、少しずつ日常が戻っ
てきてはおりますが、第8波が押し寄せている中、まだまだ予断
を許さない状況です。綾紡会においても活動に制限がかかって
いますが、昨年から皆様にご協力いただいておりました綾紡会名
簿を約20年ぶりに昨年5月に発行する事ができました。事前調
査にご協力いただき厚く御礼申し上げます。

行事関連についてはコロナウィルス感染の状況、過去に行わ
れた同窓会行事で会員の皆様からいただいたご意見や課題を考
慮しながら、本会の名称に込めた想いである「綾羽高校卒業生
の縁を紡いでいく」行事ができないか現在、役員で検討してい
ます。

この会報についても、母校の近況報告だけではなく会員の皆
様にスポットをあてた紙面づくりに取り組んでおります。これは紙
面を通じて交流のきっかけにしていただきたいとの想いからきて
おります。3年前から始めています、「お店・団体の紹介」の他
にも新たに「在校中の思い出・エピソード」を募集します。詳細
はこの会報内に掲載していますので皆様のご投稿をお待ちして
おります。

最後になりますが会員の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
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毎年ソフトテニス部員により、卒業生への想いを込め、毎年ソフトテニス部員により、卒業生への想いを込め、
テニスコートいっぱいにサンドアートが描かれます。テニスコートいっぱいにサンドアートが描かれます。
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石田  祐介さん

岡﨑  雅史さん

現在のお仕事について教えてください。
産業用機械部品などで使用される製缶・板金などの金属加工。業務内容としては、お客様から頂いた図面
をもとにCAD/CAM・レーザー加工・曲げ加工・溶接など各工程を経ていろいろな形状の製品を製作して
います。多品種少量生産・短納期を得意としています。

在学中に印象に残った思い出を教えてください。
午前中は社会実習、午後は授業と今思えばなかなかハードな毎日でしたが忍耐強さやあきらめない気持ち 

（心）を鍛えられたと実感しています。

現在のお仕事について教えてください。
メンズ専門の美容室で店長をしています！
最近流行りのスタイルから、昔からあるスタイルまで幅広く、お客様に提供し日々努めております！

在学中に印象に残った思い出を教えてください。
在学中では迷惑しかかけて来なかった印象があるので、（そんなこともないかもです。）先生方も大変だっ
たと思います。笑　とくに修学旅行とかが楽しかったですね！

平成6年度卒業（26期生）

平成22年度卒業（42期生）

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

有限会社イシダ製作所
工房いし田株式会社
☎075-922-0435
京都市伏見区久我西出町10-2　http://ishida-seisakusho.co.jp/
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現在活躍中の場所現在活躍中の場所

HOMME HAIR 4
（オムヘアーフォー）

☎03-5280-1199
東京都千代田区西神田1-3-7 HOMME HAIR 4
https://www.m-taro.co.jp/shop/hommehair-4/

仕事において気をつけている事を教えてください。
得意先への営業活動。
会社内の工場・従業員の労働環境の改善・技術指導。

卒業生・在校生にメッセージをお願いします。
学校生活思い通りに行かないこともあると思いますが楽しい趣味など見つけ
るのが生きがいにつながると思います。成人されて生活環境の変化があって
も同じことが言えると思います。人生楽しみましょう。

その他何かございましたらお願いします。
機会があれば新卒者募集なども考えたいと思います。

仕事において気をつけている事を教えてください。
常に楽しむ気持ち！！
そして、いち社会人として、美容師として、他人を盛り上げる喜ばせられる気持ち！他者躍動！
この言葉のように自分だけでなく他者もどれだけ巻き込んでいけるか！常に気をつけています！

卒業生・在校生にメッセージをお願いします。
勉強はしっかりしましょう！でも 友達との遊びや付き合いはもっと
しっかりしましょう！かけがえのない時間はあっというまです。
楽しむことを忘れずに！

その他何かございましたらお願いします。
皆さん体にはお気をつけて！

リゾネーターギターも製作しています!

卒業生 の活躍
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日髙  結夢さん

現在のお仕事について教えてください。
タルト専門店、ネット販売、マルシェメインで活動してます。
季節ごとの旬のフルーツや出来るだけ地元の食材を使い、見た目も味も楽しめるタルト作りを心掛けてます。
ホールケーキ等工房受け渡しで対応してます。

在学中に印象に残った思い出を教えてください。
一番印象に残った思い出は、卒業制作です。班で意見を出し合って決めた、飴細工の構成で飴の透明感
を活かしたステンドグラスと任されて作ったペガサス。一度しか作成できませんでしたが、班員と協力して
イメージ通りできたのが楽しく、とても印象に残ってます。

平成25年度卒業（45期生）

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

小さなお菓子屋さん
yumu
滋賀県東近江市中小路44
https://chisanaokashiya-yumu.com/
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仕事において気をつけている事を教えてください。
何事にも向上心を忘れないことです。同じ仕事をしてると作業になりがちで
すが、“こうしたらもっと良くなる”　“こうしたら効率良くなる“　など向上
心をもつと仕事も楽しく、お客様の笑顔に繋がると思ってます。

卒業生・在学生にメッセージをお願いします。
辛いこと沢山あると思いますが、それを乗り越えたとき同じ事は簡単に乗り
越えられます。不安はあるでしょうが経験しないとわからないことだらけな
ので、何事にもチャレンジして欲しいです。

マルシェにも出店しています

卒業生 の活躍

2022年9月30日から10月9日にかけてトルコ共和国イスタンブールで
開催されたWAFF WORLD CUP 2022（アンプティサッカーワールド 
カップ2022トルコ大会）に出場しました！
※アンプティサッカー（amputee soccer = 切断者サッカー）とは・・・
　主に上肢、下肢の切断障害を持った選手がプレーするサッカーです。

上野  浩太郎さん

平成29年度卒業（49期生）

アンプティサッカー
日本代表 GK

サッカー部の卒業生が世界の舞台で大活躍！！

これからも
がんばります！

©JAFA©JAFA



各種大会・コンクール結果 （2022年4月〜11月中旬）

ソフトテニス
令和3年度 近畿高等学校ソフトテニス選抜インドア大会
⃝団体戦 3位
  ⇒第47回全日本高等学校選抜
	 　ソフトテニス大会	出場
令和3年度 滋賀県高等学校ソフトテニス選抜インドア大会
⃝シングルスの部 優勝
 ⇒	第51回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ
ソフトテニス2022

	 　⃝シングルス ベスト32

令和3年度 滋賀県高等学校ソフトテニス選抜インドア大会
⃝ダブルスの部 準優勝
 ⇒	第51回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ
ソフトテニス2022

 　⃝ダブルス 2回戦敗退

令和4年度 滋賀県高等学校春季総合体育大会
ソフトテニス競技
⃝団体戦 優勝 インターハイ出場
⃝個人戦 4ペア インターハイ出場（優勝、4位、5位、6位）

令和4年度 近畿高等学校ソフトテニス選手権大会
⃝団体戦 3位

令和4年度 全日本高等学校ソフトテニス選手権大会
⃝団体戦 ベスト16（滋賀県勢約20年ぶり）
⃝個人戦 3ペア：2回戦敗退、1ペア：1回戦敗退

第75回滋賀県民体育大会
⃝団体戦 3位
⃝個人戦 優勝

令和4年度 滋賀県高等学校秋季総合体育大会
⃝団体戦 優勝（2024年1月近畿大会出場）
⃝個人戦 3位、ベスト8、ベスト12（3ペア）
 ⇒個人戦5ペア（近畿大会出場）

野　球
令和4年度 春季近畿地区高等学校野球滋賀大会
⃝3位

第104回全国高等学校野球選手権滋賀大会
⃝ベスト4

サッカー
プリンスリーグ 関西 2022
⃝出場（今年度より県リーグ1部より昇格）

令和4年度 滋賀県高等学校春季総合体育大会
⃝3位

令和4年度 滋賀県高等学校秋季総合体育大会
⃝3位

バレーボール
令和4年度 滋賀県私立高等学校バレーボール選手権大会
⃝3位

令和4年度 滋賀県高等学校秋季総合体育大会
⃝3位

柔　道
令和4年度 滋賀県ジュニア柔道体重別選手権大会
⃝男子個人階級別 ベスト8
⃝女子個人階級別 準優勝・3位・4位・ベスト8

令和4年度 滋賀県高等学校春季総合体育大会
⃝女子団体 準優勝
⃝男子個人階級別 3位・ベスト8
⃝女子個人階級別 準優勝・3位・ベスト8

令和4年度 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
⃝女子個人階級別 出場

令和4年度 全国高等学校定時制通信制大会
⃝女子個人 優勝
⃝女子個人階級別 ベスト8

令和4年度 滋賀県高等学校秋季総合体育大会
⃝女子団体 準優勝
⃝男子団体 5位
⃝女子個人階級別 準優勝
⃝男子個人階級別 3位

第58回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会
⃝女子団体 優勝
⃝女子個人 3位

第75回滋賀県民体育大会 全国高等学校選手権大会予選
⃝男子団体 3位
⃝女子団体 準優勝
⃝男子個人 3位
⃝女子個人 3位

弓　道
令和4年度 滋賀県高等学校春季総合体育大会
⃝男子・女子団体 優勝 近畿大会・インターハイ出場
⃝男子個人 優勝 近畿大会・インターハイ出場
⃝男子個人 4位 近畿大会出場
⃝男子個人 6位 近畿大会出場
⃝女子個人 優勝 近畿大会・インターハイ出場
⃝女子個人 2位 近畿大会・インターハイ出場

近畿大会
⃝団体男女ベスト8

令和4年度 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
⃝女子個人 2位

令和4年度 滋賀県高等学校秋季総合体育大会
⃝女子団体 優勝 近畿・全国選抜出場
⃝女子個人・男子個人 優勝 近畿・全国選抜出場

空手道
令和4年度 滋賀県高等学校春季総合体育大会
⃝女子個人（形の部） 準優勝 インターハイ出場
⃝男子個人（形の部） 4位 

令和4年度 滋賀県高等学校秋季総合体育大会
⃝男子個人（形の部） 4位 近畿大会出場

バスケットボール女子
令和4年度 全国高等学校定時制通信制体育大会
⃝出場

卓　球
令和4年度 滋賀県秋季定通総合体育大会
⃝女子団体（合同滋賀県チーム） 出場
⃝女子個人 2位

近畿大会
⃝女子団体 3位

食物調理科
【食調】全日本高校生WASHOKUグランプリ（石川）
⃝審査員特別賞

【食調】全国高校生料理選手権2022（北海道）
⃝3位入賞

製菓コース
【製菓】ザ・地産地消家の光料理コンテスト（東京）
⃝スイーツ部門 優秀賞

綾羽高校
初出場



綾紡会役員体制綾紡会役員体制令和4年度

■理事
役　職 氏　名 校 舎 卒業年度

理 事

小坂　俊喜

草津

H8
梅本　智志 H11
小薗　真矢 H13
長瀬茉梨花 H23
鈴木　　智 H26
村田ほのか H26
下山　将平 H27
今井のぞみ H28
岩切　麻穂 H28
安枝　汐香 H29
白石　　舞 H29
高垣　唯人 H29
小西　俊伸 H30
川添ともみ H30
南　　果帆 H30
小西伊吹輝 R1
水上　空玲 R1
梅田あゆみ R1
平山　結菜 R2
平田　蒼太 R2
高畑　偉月 R3
橋爪　大樹 R3

■参与
役　職 氏　名 校 舎 卒業年度

常 任 参 与

奥谷亜由美

草津

H13
日野　孝昌 H14
千代　純平 H18
上口　貴士 H20
大西沙耶花 H23
西川　大貴 H24

■本部
役　職 氏　名 校 舎 卒業年度

会 長 石原　一憲

草津

H11

副 会 長 小薗　功義 H11
竹下みゆ希 H23

会 計 木村　　愛 H24

会 計 監 査 田中　恵理 H16
金子　　栞 H23

庶 務 町矢　紘基 H24
相 談 役 重信　重美 S51

■高島支部
役　職 氏　名 校 舎 卒業年度

支 部 長 住友　米子

湖西

S49

副 支 部 長 平田ます子 S49
中西　寿乃 S51

会 計 吉田　和枝 S52

理 事 多胡　三義 S46
政　　玲子 S51

■九州支部
役　職 氏　名 校 舎 卒業年度

支 部 長 中川ひとみ 湖西 S50

副 支 部 長 長野　暢子 S50
松山　桂子

草津

S51
会 計 池田　悦子 S51

理 事

松井　順二 S51
吉永　弘信 S51
白水富士子 S51
山下　礼子 S51
大塚喜代美 湖西 S50
田中　千鶴 S50
矢田　真穂 草津 H25

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下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？

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）

必要
事項

次回の会報から皆様の在学中のエピソード（思い出）コー
ナーをスタートする予定です。嬉しかった事、悔しかった事、
今だから明かせる事などぜひご応募ください。ご応募いた
だいた方から抽選で粗品を進呈させていただきます。下記
の QR コードからご応募ください。郵送でも受け付けてお
りますので必要事項を記入の上、下記へご郵送ください。

卒業生の数だけ思い出がある…卒業生の数だけ思い出がある…

在学中エピソード在学中エピソード
募集募集

郵送先
〒525-0025
滋賀県草津市西渋川一丁目 18 番 1 号
綾羽高等学校綾紡会事務局

①氏名　②卒業年度　
③住所　④連絡先
⑤エピソード

必要
事項

ご応募お待ち
しています♪



■綾羽高等学校綾紡会における個人情報の取扱いについて
綾羽高等学校綾紡会は、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 

・綾紡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 
綾紡会事務局で登録管理している、個人情報の項目は下記の通りです。
・氏名 / 卒業年度 / 自宅住所 / 電話番号

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。転売が発覚した場合は調
査を実施し場合によっては法的措置をとる事もあります。 

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、綾紡会からの
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	

事業報告事業報告会計決算報告会計決算報告
期　日 事 業 内 容

4月  9日（金） 第57回入学式

4月16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16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 綾紡会・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29日（水） 翔綾祭（体育会）
＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止

10月  1日（金） 第2回役員会（Zoom）
11月  9日（火）
　　 10日（水）

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、支援中止

12月  8日（水） 第3回役員会（Zoom）

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）
綾紡会入会式
＊ 新型コロナウイルス感染拡大防止の為、後日書面にて通知

3月16日（水） 第4回役員会

〈収入の部〉 単位（円）
項　目 予算額 執行額 備       考

綾 紡 会 費 3,804,000 3,804,000 令和2年度卒業生317名×12,000円
雑 収 入 4,164 17 50周年記念事業精算差額、普通預金利息
繰 越 金 501,836 501,836 令和2年度繰越金
合     計 4,310,000 4,305,853

〈支出の部〉 単位（円）
項　目 予算額 執行額 備       考

卒業記念品代 420,000 376,137 卒業証書ホルダー

綾紡会員管理費等 900,000 3,300 新入会員管理費、会員登録費、
サーバー利用料、名簿作成費

綾 紡 会 報 費 1,330,000 858,575 綾紡会報費
事 務 通 信 費 100,000 15,106 役員会等案内発送費、封筒印刷代

会 議 費 100,000 64,406 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 200,000 118,650 全国大会等支援費、サッカー部決勝放映料、
横断幕、ホワイトボード

HP開設維持費 0 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 2,500,000 長期事業計画基金
予 備 費 110,000 0 予備費
小     計 4,310,000 3,936,174
繰 越 金 369,679
合     計 4,310,000 4,305,853

〈長期特別基金〉 単位（円）
年　度 金　額 年　度 金　額

H20 〜 23 0 H29 2,000,544
H24 3,003,542 H30 2,500,467
H25 解約× 2,302,021 R 元 500,052
H26 2,001,563 R2 2,000,034
H27 2,001,139 R3 2,500,000
H28 1,500,538 合計 18,007,879

令和
3年度

令和
3年度

訃 報
本校開校より勤務され、昭和 63 年から平成 6 年まで学校長を勤められた、
𠮷澄哲惠先生が 7 月に逝去されました。ここにご報告させていただくと 
ともにご冥福をお祈りいたします。

　日頃の活動として、年に一回の会報誌の作成、
翔綾祭（運動会・学園祭）の支援また、綾紡会
行事を運営しています。
　現在、綾紡会会員は10,000名を超え、現在
の役員・理事では運営が難しくなっています。
ぜひ、参加したい・やってみたい
という方がいましたら、QRコード
から連絡お願い致します。

綾紡会理事綾紡会理事
（スタッフ）募集（スタッフ）募集!!

皆さん、我々と一緒に皆さん、我々と一緒に
綾紡会を盛り上げませんか？綾紡会を盛り上げませんか？


