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新入会員入会式および第 37 回大津支部定期総会 

日時：2021(令和３)年４月 22日(木） 
    13時 00 分～14時 00 分 大津支部「新入会員入会式」 
     14時 30 分～16時 15 分 第 37回大津支部定期総会 
 

会場：滋賀県立長寿社会福祉センター 大教室 

   （レイカディア大学草津校１階） 
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私と災害ボランティア活動との付き合い 

石山地域副支部長 河嶋 文雄(35期 陶芸･南郷) 

 

 災害ボランティア活動との出会いは 1995 年１月に発生した「阪神・淡路大震災」でした。当時

は（株）西友大阪本社に勤務していた時に、東京本社外商部を通じて救援物資を大型トラック２台

で搬送することになり、私は関西代表として受け取り立ち合いのため約５時間かけて三ノ宮の神戸

市役所に向かいましたが、残念ながら午後５時まで待っても物資が届かず引き上げました。また、

兵庫県内の店舗を巡回し、「水のいらないシャンプー」をかき集めて持参しました。また、会社仲

間と連携し何回か「炊き出し活動」に携わりました。 

 2012年初頭に退職後、レイカディア大学で学びながら、時間と身体と金銭が許す限り、遠方へは

夜行バスやボランティアバス等を活用し、近辺へは公共交通機関を利用し 2012 年から 2019 年まで

の期間（2020年はコロナの関係で参加せず）に「災害ボランティア活動」に合計 21回・54 日間参

加してきました。 

 ・東日本大震災（2011年３月発生・福島県、宮城県）に 10 回 40日  

 ・台風 18号豪雨災害（2013 年９月発生・滋賀県）に５回５日 

 ・関東・東北豪雨被害（2015 年９月発生・茨城県）に１回４日（連続宿泊） 

 ・大阪府北部地震被害（2018 年６月発生・茨木市、高槻市）に３回３日 

 ・西日本豪雨被害（2018年７月発生・倉敷市）に２回２日 

 現在は体調を崩していますので、無理をしないように続けていきたいと考えています。 

  

押し寄せた津波のすごさを残した 
「青いプレート」 うしろは海 

毎年ボランティアに訪れている所に 
建立されている「慰霊塔」 うしろは海 

津波により破損し、時間が止まった時計 津波により流され破損した車の集結場所 
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第 37回大津支部定期総会 

◆ 日時：2021(令和３)年４月 22日(木）14時 30分～（受付開始：14時） 

◆ 会場：滋賀県立長寿社会福祉センター 大教室 

(レイカディア大学草津校１階） 
 

◆ 議案： １．2020年度事業報告   

２．2020年度収支決算報告及び監査報告 

３．会則の一部改訂（案） 

       ４．2021年度事業計画(案)  

       ５．2021年度収支予算(案) 

 

＊昨年は新型コロナウイルス感染拡大中でしたので、 

新・旧執行役員と議長・司会者のみで開催しましたが、 

今年は例年通りの開催とします。  

 

 ★支部定期総会に先立って、13 時より新入会員入会式を挙行しますので、 

多数ご参集ください（詳細は 11頁）。 

 

★同窓会年会費（2,000円）は、領収書と引換えに地域の役員にお支払い下さい。 

 

2021(令和３)年度本部定期総会 

◆ 日時：2021(令和３)年５月 26日(水）13 時～（受付開始：12時） 

◆ 会場：滋賀県立長寿社会福祉センター 大教室 

(レイカディア大学草津校１階)      
 

◆ 議事：１. 2020年度事業報告・決算報告  

２. 2021年度事業計画・予算計画（案） 

 

＊昨年は新型コロナウイルス感染拡大中でしたので、 

定期総会は中止とし、限定役員による文書での議案審議に 

変更されました。 

本年は同窓会設立 40周年になっています。  

 
 

★お願い：支部定期総会及び本部定期総会への出欠について、別途配布文書にご記入の上、 

至急、地区の担当役員へお渡し願います。 

支 部・本 部 総 会 案 内 

昨年度の支部定期総会の様子 

同窓会会長 

  堀江 勇夫氏 
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[部会だより] 

「健康部会」     ～たのしく なかよく 元気よく！～ 

 

１．2020 年度の事業報告 

 2020 年度は新型コロナウイルス感染症のため８月まで活動ができず、感染第２波と第３波の間

の９月から 12 月迄しか活動できなかった。また３月に予定した第２回室内スポーツ大会は、県の

コロナ対応が２月 17 日現在で警戒レベルのままだったためやむ無く中止。以下に実施順に概要を

報告する。 

１）第１回室内スポーツ大会 

新型コロナウイルス感染症の対策で春以降、長い自粛生活

を強いられていたが、９月に入り感染の第２波が収まり社会

活動も認められる風潮が出てきたため、思い切って９月 16 日

（水）の午後、皇子が丘公園の体育館で第１回の室内スポー

ツ大会を開催した。 

 会場は換気のため開放し、参加者には入場時に体温測定を

し、マスク着用のうえソーシャルディスタンスを意識してプ

レーしてもらった。在校生５名を含め 32名が参加した。皆さ

ん心地よい汗を流した様だった。 

２）第１回グラウンドゴルフ大会 

第１回グラウンドゴルフ大会は大雨による１週間延期の後、10 月 30 日(金)午後にびわこ文

化公園多目的広場で開催した。当日はまずまずの天候の下、マスク着用ではあったが 39 名の参

加者には元気にプレーして頂いた。 

３）第２回グラウンドゴルフ大会 

 12月４日(金)の 13時から、矢橋帰帆島公園グラウンドゴルフ場に於いて、第２回グラウンド

ゴルフ大会を開催した。当日は午前中に第５回執行役員会があったため、一部の方々には忙しい

思いをさせたが、30名の会員が参加され、初冬の陽光の下、屋外でのプレーを楽しんで頂いた。 

 コロナ禍のもとでの大会のため、今回も事前の体調ヒアリングとマスク着用、集合時のソーシ

ャルディスタンス維持に配慮した。この大会の後、全国でコロナ感染者が徐々に増え始め、第３

波がやって来た。思えばきわどい開催であった。 

 

 

２．2021 年度の活動計画 

  コロナ禍の影響はないという前提で、以下の６事業を計画している。ご期待下さい。 

①グラウンドゴルフ大会３回（５月、９月、11月） ②室内スポーツ大会２回（７月、３月） 

③研修部会との共催事業１回（６月） 

例年行っていたディスコン大会は、室内スポーツ大会の中で実施する。 

第１回室内スポーツ大会 

スタート前にマスクを外し、大急ぎで撮影した集合写真 表彰式の様子 
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「文化部会」    ～趣味をふかめて  たのしく学ぼう！～ 

 

1. 2020 年度活動実績 

計画した行事で作品展と２回の市民陶芸体験講座が新型コロナ感染の影響で残念ながら実施で

きなかった。また令和２年度大津市生涯学習推進会議研修会に出席予定していたが、同様に中止と

なった。唯一開催された第３回生涯学習推進フォーラムには出席でき、有意義な講演を聴講できた。 

いずれにしろ、新型コロナウイルス感染に大きく左右された１年となった。 

 

① 作品展 ４月 16～18日：場所（大津市生涯学習センターギャラリー）の 

予約が済み、準備を行う途中でコロナ感染が広がり中止を余儀なくされた。 

② 市民陶芸体験講座 

 ５月８日：場所（大津市生涯学習センター美術工芸室）の予約が済み、 

準備を行う途中でコロナ感染が広がり中止を余儀なくされた。 

 10月 16日：場所（大津市生涯学習センター美術工芸室）の予約が済み、 

準備を行う途中でさらにコロナ感染が広がり中止を余儀なくされた。 

③ 第３回生涯学習推進フォーラム ９月 12日 出席者２名（栗山悟、橋爪一雄） 

場所：大津市生涯学習センターホール     

第一部 大津市民による生涯学習推進のあゆみ 

       報告者：大津市生涯学習推進会議事業部会長 植田公威氏 

第二部 講演「女と男（ひととひと）豊かな生き方」  

       講師：ジャーナリスト 小宮山洋子氏 

④ 令和２年度大津市生涯学習推進会議研修会 １月 26日 

場所：大津市役所    

出席者：４名を予定 

  講演：「人生を豊かに楽しく素晴らしく」 

講師：フカキヨ（深尾浄量）氏 

 １月 13日に中止の連絡を受け参加できなかった。 

⑤ 平和堂石山での展示会 １月 15～17日 

３階のテナント予定空きスペースで展示 

 書道 12作品、ほのぼの絵手紙 15作品、竹灯籠 16作品 

 陶芸 65作品（現役生 33作品、卒業生 32 作品） 

 紙芝居 午前２作品とマジック数種類、午後も２作品とマジック数種類実施 

展示品参観者：267名 紙芝居・マジック参観者：子供 11 名、保護者 13 名 

⑥ サークル活動状況  

サークル名 活動回数 参加人数 内在校生 一般市民 

マジックサークル（出前演技） 0 0 0 0 

書道同好会 20 170 0 2 

パソコン同好会 16 213 0 48 

ほのぼの絵手紙同好会 9 119 0 0 
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２. 2021 年度活動計画 

① 作品展 ５月 27～29日 場所（大津市生涯学習センターギャラリー）の予約済 

② 市民陶芸体験講座 １回目 ４月７日  

場所（大津市生涯学習センター美術工芸室）予約済 

           ２回目 10月予定 

③ 大津市生涯学習推進会議関係 

   日程は不明だが昨年同様の依頼が来れば文化部会員中心に対応予定 

④ アル・プラザ堅田（６月４～７日）、平和堂石山（７月 23～25日）等での 

展示会を支援する。 

 

  

平和堂石山での展示会の様子（2021 年 1月 15～17 日） 
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「研修部会」      ～参加して 味わおう 知る楽しさを～ 

 

 

１.  2020 年度活動報告 

 2020 年度は新型コロナウイルス感染の渦中での活動に

なり、数々の計画の中止を余儀なくされました。 

 ９月 29 日（火）生涯学習センターに於いてワークショ

ップ「大津市における再生可能エネルギーについて」を開

催（かけはし 71 号で既報）。この１回のみの開催となりま

した。尚、３月に予定されていました見学会も中止が決定

しました。 

 

 

２. 2021 年度活動予定 

 2021 年度はオリンピックも予定されており、夏以降

コロナの影響も薄らいでくるのではないかと希望を持

って計画をたてました。以下の通りです。 

 

 〇６月上旬（健康部会と共催） 

  仰木の里・棚田の水循環システム 

   成安造形大学で受講 

  昼食後、仰木の棚田見学会 

   上仰木地区・平尾地区の棚田を訪れます。 

〇９月下旬～10月 

彦根地方気象台見学会 

滋賀の気象環境・大気環境 

彦根城とその周辺の見学 

〇12月中旬 

リニューアルオープンした琵琶湖博物館の見学会 

〇３月 

検討中 

 

  

彦根地方気象台 

仰木の棚田 

森口行雄氏による講演『大津市における

再生可能エネルギーについて』 

 

琵琶湖博物館 彦根城 



8 

 

「地域活動部会」 

     ～無理しない！ 出来る時に、出来ることを、出来る範囲で！～ 

2020 年度活動報告 

小学校支援活動とまちなか支援活動を中心に活動を行いました。しかしながら、今年度は主要活

動がコロナウイルスのために中止となり、大津支部としての参加は瀬田川クリーン作戦（10 月 25

日・６人）とスッキリ士隊（11 月５日・６人）のみとなり残念な結果に終わりました。 

 

第 76回びわ湖毎日マラソン自主整理員 ２月 28日 8：30～11：00 

 滋賀県で実施される毎日マラソンは本年度が最終回で、来年度からは大阪毎日マラソンとして

舞台を大阪市に移して実施されることが決定されています。最終年度となる今年度は新型コロナ

ウイルスの関係でスタート・ゴール会場は無観客、沿道では応援自粛にての開催となりました。 

 大津支部では会員 31名・在校生８名の計 39 名の整理員参加となり、JR高架下付近・石山寺付

近・瀬田川東側付近の３か所に分かれて配置に着きました。そのような状況の中、驚異的な日本

新記録が生まれたことはみんなの心の中に喜びの記憶として残り、事故もなく無事ゴールを迎え

られましたことは喜ばしい限りであります。 

 

  

びわ湖毎日マラソン（2021 年 2 月 28 日） 
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各地域活動状況（2020年 12月～2021年 2 月） 

◇比叡地域 
 〇校庭美化活動：日吉台小学校 12月３日 10 名 

 〇陶芸支援：やよい作業所 12 月 15日８名、１月 12日６名、１月 29日 10 名、２月 22日８名 
 〇除菌作業：真野北小学校 12 月６回６名、１月３回３名、２月１回１名 
◇中央地域 
 〇校庭美化活動：平野小学校 12月 22日２名 
 〇図書整理：平野小学校 12月 14日５名、１月 20日４名、２月 17日４名 

◇石山地域 

 〇除菌作業：晴嵐小学校 12月 15回 41名     
◇瀬田地域 
 〇校庭美化活動：瀬田東小学校２月 16日９名 
 〇校庭花づくり活動：瀬田東小学校 12月 10 日 10名、１月 14日８名 
 〇図書整理：瀬田南小学校 12 月 15日３名、12月 22日 18 名、１月 14日３名   
 〇植木剪定作業：建部大社 12 月１日 12名 
 〇ノートテイク支援：滋賀短期大学 12月３日１名 

 

今後の活動計画 

 現時点で例年企画の実施についてはまだまだ検討段階には上っていませんが、連絡が入り次

第、皆様にご案内させていただきますので、是非参加いただけますようにお願いします。 

 ４地域の活動については、今後地域ごとに実施の方向で計画を進めていきますので連絡をお待

ちください。また、参加される人が限定されてきている傾向が強くなってきていますので、会員

相互のコミュニケーションを深めるためにもたくさんの参加を待っています。 
 

「広報部会」     ～会員間の交流と情報交換･発信の広場～ 

１. 2020 年度の活動報告 

今期は新型コロナウイルスの感染予防対応で各部会を含めた大津支部の活動は自

粛を余儀なくされた中、予定通り年４回支部会報誌「かけはし」を会員各位の協力の

もと発行出来ました。 

 発行に際し、誌面構成会議では出来るだけ対面会議を避け、

リモート会議で要点を決め、誌面の編集は数回のメールやり

取りでの編集と、１回の対面編集で、それぞれの意見を集約

して作り上げました。そして印刷・製本は３密を避け最少人

数で対応しました。淡海ネットワークセンターの閉鎖もあり

急遽代替え施設を探し当て対処した事もありました。 

 

２. 2021 年度の活動計画 

 期の前半は新型コロナ禍の影響は避けられないと考えており、下記内容を推進いたします。 

⚫ 会員の要望、他支部の会報などの現状からカラー化を推進する 

オールカラー版を年１回発行する（ページ数の多い月号）、他の月号は従来通り白黒版 

⚫ 字体を見やすい UDP明朝、UDPゴシックに置き換える 

⚫ 継続的発展の為「かけはし」作成マニュアルを制定して運営する 

⚫ カラー化に伴う経費増大の為、年間予算を現状の￥60,000 から￥80,000を申請する  

⚫ ホームページについては、行事の中止や変更の情報を速やかに掲載することで掲示板の役

割を果たしていき、会員の閲覧機会の向上を考えている 
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校庭美化

木戸小、仰木の里小、仰木の里東小、
仰木小、真野北小、真野小、坂本小、
堅田小、小松小、小野小、雄琴小、
伊香立小、日吉台小、和邇小、唐崎小、
真野北児童クラブ

22 158 25 2

校庭花づくり

真野北小、堅田小、和邇小、小野小、
伊香立小、仰木小、仰木の里小、
仰木の里東小、雄琴小、日吉台小、
坂本小、下阪本小、唐崎小、
真野北児童クラブ

47 57 2 11

パソコン教室 真野北小 2 2 0 0
小学校除菌 真野北小 25 25 0 0

96 242 27 13

校庭美化 長等小、逢坂小 2 29 4 0
図書整理 平野小 5 27 4 0
校庭花づくり 平野小 6 15 2 0

13 71 10 0

校庭美化
南郷小、石山小、青山小、晴嵐小、
南郷幼稚園

5 51 12 0

小学校除菌 晴嵐小 59 158 0 0

64 209 12 0

校庭美化
瀬田小、瀬田南小、瀬田東小、
瀬田北小、瀬田幼稚園、瀬田北幼稚園

13 87 15 0

校庭花づくり 瀬田東小 7 47 7 18
縫製授業 瀬田東小 13 19 0 2
図書整理 瀬田南小 21 71 10 14

54 224 32 34

227 746 81 47

回数 参加者数 内在校生 内協力者

16 16 0 0

1 6 0 0

2 21 0 0

1 6 0 0

7 46 19 1

1 33 8 0

1 3 0 2

29 131 27 3

2020(令和２)年度 小学校支援活動実績表（４月1日～２月28日）

地　域 応援項目 学　校　名 回数 参加者数 内在校生 内協力者

比　叡

比叡地域合計

中　央

中央地域合計

石　山

石山地域合計

瀬　田

瀬田地域合計

大津支部　小学校支援活動　総合計

2020(令和２)年度　まちなか支援活動実績表（４月１日～２月28日）

応　援　項　目

滋賀短期大学ノートテイク支援活動　

スポーツゲームボランティア(びわ湖毎日マラソン)

スッキリ士隊（違法広告物除去）

境内美化（建部大社）ボランティア

瀬田川クリーン作戦ボランティア

唐崎やよい作業所ボランティア

大津社協支援ガーゼマスク縫製

大津支部　まちなか支援活動　総合計
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【事務局からのお知らせ】 

・大津支部事務局の 2020 年度の活動総括と 2021 年度の計画 
  2020年度は新型コロナ感染拡大で大津支部として４月から８月まで活動休止とした。 

レイ大も半年間休校となり、41 期生卒業は 2021 年３月末となったため、「新入会員歓迎会＆レ
イカ大津の集い」のイベントは 10月に予定していたが延期とした。また 2021 年２月に予定して
いた新年会は中止とした。支部としての 2大イベントを延期・中止することになり、会員の士気
低下にも繋がったが、９月からの各種支部活動に感染対策を徹底し積極的に取り組むことで実績
を残すことが出来た。 

  2021年度は、支部運営と５部会活動支援・全体行事支援を積極的に行い、飛躍の年にしたい。 
 
・39期、40期会員の地域活動調査アンケートについて 
  54名からアンケートを頂き、現在事務局で集約・分析をしている。 
  個人的趣味・サークル活動をされておられる方も多く、そこから仲間を集め支

部活動に展開できないかを検討していきたい。また知名度向上策も提案頂いて
いるので知名度向上プロジェクトチームで検討する。 

 
・知名度向上プロジェクトについて 
  2019 年６月から検討を開始し、２年が経過した。成果が出た項目と未達項目

含めて整理して今後のプロジェクト体制・活動方針含めて報告する。 
 
・大津支部「新入会員入会式」のご案内 
  日時：2021 年 4 月 22日（木）13時～14 時（その後、支部定期総会を開催します） 
  会場：レイカディア大学 大教室（受付：12:30～) 
  対象：同窓会への加入を申し込みされた大津市内在住の方や、加入を検討中の方 
  内容：支部長挨拶、支部の組織や活動内容の説明、新入会員の紹介など 

 ※例年は、歓迎会と一緒に「レイカ大津の集い」を開催し、新入会員と先輩会員の交

流を行っておりましたが、今年はコロナ禍のため、「集い」は延期して、入会式の

みの開催とします。 

皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。 
 
・同窓会大津支部 新入会員（27名) 

 
 
・役員会と執行役員会の日程 
 ５月７日（金）執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 
 ５月 17日(月) 役員会 レイカディア大学大教室 ９時 30 分～ 
 ６月３日（木) 執行役員会 生涯学習センター ９時 30分～ 
 ６月 23日(水）役員会 レイカディア大学大教室 ９時 30 分～ 
  （役員会会場はレイカディア大学との調整で予定が変更される場合があります。） 

氏　　名 ヨ　　ミ 地域 地区 学科 氏　　名 ヨ　　ミ 地域 地区 学科
近藤　 明 コンドウ　アキラ 比叡 堅田 地文 岡田　健二 オカダ　ケンジ 石山 南郷 園芸
関谷　 進 セキヤ　ススム 比叡 堅田 陶芸 野村　清美 ノムラ　キヨミ 石山 南郷 健づ
矢野　 修 ヤノ　オサム 比叡 堅田 地文 大國　順之 オオクニ　ジュンジ 石山 田上 地文
山本　敏夫 ヤマモト　トシオ 比叡 堅田 陶芸 西村　正治 ニシムラ　マサハル 石山 田上 園芸
福永　延子 フクナガ　ノブコ 比叡 唐崎 陶芸 成子　邦夫 ナルコ　クニオ 石山 青山 び環
志村　恵子 シムラ　ケイコ 中央 皇子山 陶芸 稲田　伸子 イナダ　ノブコ 瀬田 瀬田 健づ
泉　  朋子 イズミ　トモコ 中央 打出 陶芸 梅村　則雄 ウメムラ　ノリオ 瀬田 瀬田北 健づ
竹田　鈴美 タケダ　スズミ 中央 打出 園芸 大塚　志津子 オオツカ　シズコ 瀬田 瀬田北 陶芸
廣原　美照 ヒロハラ　ヨシテル 中央 打出 園芸 青木　 司 アオキ　ツカサ 瀬田 月輪 び環
水口　政和 ミズグチ　マサカズ 中央 打出 園芸 加藤　照子 カトウ　テルコ 瀬田 月輪 健づ
北中　喜美子 キタナカ　キミコ 中央 平野 園芸 藤村　弘美 フジムラ　ヒロミ 瀬田 一里山 び環
野村　久司 ノムラ　ヒサシ 中央 膳所 園芸 前田　賀屋子 マエダ　カヤコ 瀬田 瀬田南 健づ
大平　恭文 オオヒラ　ヤスフミ 石山 晴嵐 地文
西田　一夫 ニシダ　カズオ 石山 晴嵐 地文
山口　 修 ヤマグチ　オサム 石山 晴嵐 陶芸

＊地文：地域文化、 健づ：健康づくり、
　 び環：びわこ環境
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【会員動向】 

会員数  
大津支部会員数 246 名（３月２日現在）  

 
訃報 

志賀地区の中村 次郎様（16 期・スポ－ツ）が２月 28日に逝去されました。満 88歳でした。 

ここに謹んで哀悼の意を表し､心からご冥福をお祈りいたします 
 
★メールアドレス開示のお願い 

レイカ大津での諸連絡には、Eメールを活用しています。メルアドを開示されていない方には

FAXや訪問で連絡していますが非効率的です。是非メルアド開示にご協力をお願い致します。 

連絡先：河村事務局長 E-mail: ryo-hiro280103@nike.eonet.ne.jp 
 
広報部会からのお知らせ  

会報誌「かけはし」は年４回発行しており、次号（73号）はカラー版の予定で、６月下旬に発

行いたします。 

投稿の要領は下記の通りです。 

・原稿締め切りは５月 15日（厳守）です。 

・内容は支部全体の活動、各部会の活動報告、各地域の活動、および一般投稿などです。 

・テーマは自由で、ボランティア活動、随想、紀行文、趣味のサークル活動などのほか、 

短歌、俳句、川柳などの投稿をお願いします。 

特に、新入会員諸氏の投稿をお待ちしています。 

・原稿をパソコンで作成される場合は Word で用紙は A４、本文の字体や大きさは 

MS 明朝体・12 ﾎﾟｲﾝﾄ、表題の文字の大きさは 14～16 ﾎﾟｲﾝﾄです。 

・原稿の文字数は 1,200 文字以内を厳守下さい。 

・表題の下部に氏名（卒期、学科・地区名）をご記入下さい。 

・写真や図があれば是非添付して下さい。  

《原稿送付先》 自筆・ワープロ打ち原稿は郵送で 
〒520－0043   大津市中央４丁目１-11 
住 若 富 子 宛 TEL 077－525－7398 

メールは 佐 瀬 章 男 宛  sase@opal.plala.or.jp 

中 村 健一郎 宛 knakamura4097@gmail.com 

［編集後記］ 
2020年度はコロナ・コロナに振り回された１年でした。「かけはし」はなんとか予定通り発行

できましたが、１日でも早く活発に活動できるようになってほしいものです。引き続き皆様方の
ご協力をお願いいたします。 

 
編集委員 
岩田和彦 藤田順一（以上､志賀) 福井かおる（唐崎）和田紀久子（日吉) 清水初美（皇子山） 

大塚庸行 住若富子（以上､打出）松岡克実（晴嵐）脇田 進 遠藤修一 河野安明（以上､南郷） 
中村 登（瀬田）佐瀬章男（瀬田北) 河村良一 中村健一郎（以上､瀬田月輪) 

 
レイカディア大学同窓会 大津支部会報「かけはし」72号 

発行責任者 大津支部長 藤田 順一 
編集責任者 広報部会長 住若 富子 

2021(令和３)年３月 24日発行 

 

 
＊投稿･応募･申込み等の個人情報について 

レイカディア大学同窓会大津支部宛の投稿･応募･申込み等(電子媒体含む。以下原稿と言う)で得た個
人情報は事前説明無く、当該投稿等に関する用途以外に使用せず、適宜、適切に破棄します。投稿内
容及び氏名、年齢、生年、域・地区、卒期・学科名は当会発行媒体に掲載することがあります。 


