
新 理 事 紹 介 笠縫東学区 田川久夫（38期園芸B）

この度､笠縫東および常磐地区の学

区理事を柴田さんより引き継ぐことに

なりました。在学時には様々な知識と

経験を持たれた沢山の方々と交流を持

つことができ、大変刺激になりました。私自身は大学

祭実行委員として多くの皆様のご協力をいただき､大

学祭を無事開催できたことが一番の思い出です。

卒業後は４カ所のボランティア活動や地域での活動

に力を入れており､在学中にご縁をいただいた皆様と

のお付き合いが続いていることに感謝しています。

今回、会報の配布のみと思い軽くお受けしたところ

「理事にもなる」との事で戸惑っていますが､皆様の

ご指導の下微力ながら頑張りたいと思いますので宜し

くお願いいたします。

１. 新年度の会費集金が終了、退会者ゼ

ロを目標にしていますが残念ながら12

名が退会され、結果現在の支部会員総

数は166名です。

２. 草津学区①の石田はま子理事が北川

勝理亊に、常盤学区の柴田茂寿理事が

田川久夫理事に交代されました。

３. 42期生募集案内の店頭配布を実施。

4/22にアル・プラザ草津で13名、

5/12にアル・プラザ栗東で12名が配

布に参加しました。

4. 支部で支部のネーム入りビブス50着

を購入することを決定、６月には納入

の予定です。

令和元年６月 №１－２号

総務広報部会発行草津・栗東支部だより
レイカディア大学同窓会

同窓会ホームページを閲覧ください。ＵＲＬ http://lacadia-dousoukai.com/ レイカディア大学同窓会

支部理事会(４/22)藪支部長報告

今年は52名出席のもと総会を開

催、前年度実績、今年度計画が

審議され無事承認されました。

総会後、特別講演として39期

びわ湖環境学科の一色 実氏に

よる「海洋ゴミ汚染と琵琶湖の

ゴミ汚染」のテーマで特別講演

がありました。マイクロプラス

チックごみの種類や原因など、

そしてこれらを減らす取り組み

についての講演で、大変参考に

なる興味深い内容でした。

（大西隆夫）

支部総会(4/8)報告

「平成」 から 『令和』 へ ： 改元が明るく飛躍の新時代に！
レイカディア大学同窓会 草津・栗東支部の益々の発展を目指し頑張りましょう

総会終了後に参加者の集合写真を撮影

(1) 第139号 草津・栗東支部同窓会だより 令和元年6月24日

１. 7月8日の三日月知事の講演会について打ち合わせました。

午後１時受付開始、２時から１時間の予定で「人生100年時代を

生きる ～長寿の力を地域の力に～ 」の演題で講演があります。

当支部は会場に近いため、多数の会員の聴講をお願いします。

２. 例年12月発行の會報を今期より予算の関係で年2回「支部だよ

り」と似た形式で発行することが4月の総会で決まりました。初

回は名称を「會報 つながり」36夏号として7月中に発行予定、

もう一回は36冬号として12月発行の予定です。

３. 最近の交通事故多発を他山の石として、我々全員の事故防止

に繋がるようホームページに「皆さんの交通事故防止のためのア

ドバイス」の個所を設け、政府広報「どうしたら防げるの高齢者

の交通事故」及び滋賀県警の交通安全情報誌「ふれあい通信」の

「セフティーメール」にリンクを貼ることにしました。会員の交

通安全知識の向上と日頃の行動パターンに役立てて下さい。

本部常任理事会(6/7) 藪支部長報告

一色 実氏の講演

http://lacadia-dousoukai.com/


『人生の宝物「22」のご縁』渋川学区 野瀨 清雄さん 22期園芸学科

(2) 第139号 草津・栗東支部同窓会だより 令和元年6月24日

玉川学区 池内 才八郎さん
20期 文芸学科

① 理工系サラリーマンを卒業し、元

来好きな文系の文芸学科に入学、仕

事を離れた友人も多数できて、吟行

授業や書道などで競い合って学ぶ毎

日が本当に楽しかった。

② 「レイ大同級会」は毎年開催されて楽しかったが、残

念ながら亡くなる旧友の増加で解散に追い込まれて健康の

大切さを再認識した。 今は体力維持とボケ防止のため、

毎朝6時起床、30分の朝歩きと体操、週1回のＧゴルフ参

加、月1回のパソコン教室に参加励行中。

③ バイオテクノロジー・ＡＩ・新通信・情報技術などの

新技術の飛躍的発展により到来する令和新時代で昭和生ま

れの浦島太郎にならないよう頑張ります。

④ 限られた予算で行事活動に頑張っておられ特になし。

治田西学区 池嶋 武夫さん
27期 スポレク学科

① 2年間栗東市小柿より徒歩で出発、

9時前に到着してお茶当番等もした。

雨の日の脱いだ合羽を置く場所などが

無く大変だった。1日だけ自治会の仕

事で欠席した。

身体を動かす事が好きなので楽しく過ごしたが、授業の中

のダンスとかは苦手だった。

② 滋賀県ウォーキング協会に25年在籍した。東海道の京都

～日本橋や良寛さん(同郷) が修行で訪ねられた新潟から岡

山、倉敷まで歩いた。それらを思い出しながら今も里山な

どをボチボチ歩いている。

③ 趣味等も生かして何事にも挑戦してよい経験を積んで欲

しい。同期のメンバーのつながりは大変良いが縦のつなが

りが希薄になりがちなので工夫してほしい。

④ ③でも述べたように縦のつながりをよくするのに同窓

会の活用が必要と思う。そして他の学期の同窓生とのつな

がりを深めること、身体を動かすこと等をやってほしい。

定年後に予想以上の経験ができたレイ大はこれからの社会

には最も必要な機関と思うので大学・同窓会が共に発展す

ることを祈ります。

米寿おめでとうございます
質問項目：① 在校時の想い出 ② 近況 ③ 後輩に一言 ④ 同窓会への要望

笠縫学区(上笠) 勝西 泰三朗さん
21期文芸学科

① 温厚な女性陣との食事作り、また

古いネクタイがチョッキに変身、見る

と当時のことが思い出されます。

②「滋賀ニュースポーツクラブＬ」(通

称Ⅼスポ) に毎週参加、昨年3月で15年

になった。

③ 一歩踏み出して下さい。

④ 灯台となって、後輩のために頑張っ

て下さい。

本部定期総会(4/24)米寿慶祝者

渋川学区 中村 良三さん
17期 スポレク学科

① レイ大入学要項に2年間の学習

を生かして地域に係われるかの問

いがあった。ちょうどその頃地域

との係わりができ、レイ大での学

習を生かそうとの思いの2年間で

した。初めての出会った仲間との2年間は絆で繋がった。

② 卒業後、自治会会長を6年、その後地域老人会に転じて

会長を8年務めた。現在も社協の助成によるサロンを立ち

上げ、30数名のメンバーの代表を務めている。

③ 後輩の皆様もぜひこれから高齢社会を迎えるにあたり

、生きがい作りを2年間の学習を生かして、人の輪、暖か

い心の輪を大きな輪にしていただきたい。

④ レイ大の同窓会として地域で活躍していただきたく思

います。会員の皆様の健康と幸せを願っています。

私は22日生まれの22期生で、22×3＝66歳で入学しました。

「22」のご縁はこの世に生を受けてから今も続いています。卒業

後 ｢寿湖22会｣を結成し活動を続けてきました。その中の二つを

紹介します。

◎「近江の古木に聴く」と題する本を自作し寿湖22会の皆さんに配布、この発想は

園芸学科に学んだお陰で私の生涯に大きく関係するのです。人間とのかかわりを語る

近江の銘木の愛情ゆたかな物語で、私の人生の宝物の一つであります。

◎寿湖22会で「近江湖南二十七名刹霊場巡り」のハイキングをしました。第一番願

隆寺から第二十七番福林寺までの「近江湖南霊場名刹宝印帳」は、私の人生の宝物の

二つ目であります。

今、22×4＝88歳の米寿を元気で迎え、老人クラブの広報誌作りが生き甲斐です。

この広報誌「ふれあい」は私の三つ目の宝物になります。



(3) 第139号 草津・栗東支部同窓会だより 令和元年6月24日

立命館ＢＫＣの柔らかなみどりが一行をさわやかに

迎えてくれました。そして、女性職員の手で神秘の扉

が開かれ、ひんやりとしたクインズスタジアムの地下

階段を進むと古代の製鉄所跡が目の前に飛び込んでき

ました。７世紀末～８世紀初の木瓜原（ぼけはら）遺

跡です。地下に見事に保存されていました。

製鉄、製陶から梵鐘の鋳造までを同じ敷地内で配置

されているのはここだけとのことです。大学のコアス

テーションには出土品の展示もありました。

午後には京滋バイパスの高架下に保存された野路小

野山製鉄遺跡も見学して、この一帯が近江国庁の設置

と共に律令国家の建設に関与したものと聞き大きな感

銘をうけました。そして、南草津駅まで野路の昔をの

んびりと訪ねました。ガイドをしていただいた石田さ

んありがとうございました。（浦山増二）

前日の雪の降る寒い天気が嘘のような快晴のハイキ

ング日和で最高の条件となりました。今回は歩く距離

が19kmと健脚コースのため、女性の参加は一人でし

た。

ボランティアガイドの江角

さんが作られたコースに従っ

て9:30 近江八幡駅を出発、

白鳥川沿いの桜並木の遊歩道

のお花見ウォーキングは、

残念ながら桜は2～3分咲きで

した。桜並木に別れを告げ運動公園で昼食、本来、満

開の桜の下で食べる予定が咲き始めの青空のもと芝生

の上で食べました。午後はコースを変更、ラ・コリー

ナに行かず八幡堀に向かい、八幡堀沿いから日牟禮神

社、新町を通り近江八幡駅に15:30着、行程15km、2

万5千歩を皆さん完歩しました。

次回は距離を考慮して会員が多数参加できる計画に

します。これからも健康スポレク部会の企画に参加の

ほどよろしくお願いします。 （中橋民男）

「春の大イベント草津宿場まつりに本年も参加」

朝7時半に草津市役所に集合し、最初は行列に参加さ
れる方を２階の着替え室へ案内しました。今年は時代
行列の前にパレードが復活し、その先頭を歩く甲西高
校 吹奏楽部の警護を担当しました。

出発地の立木神社で行列を整えて、パレードをde愛
ひろば(草津川跡地公園)まで無事案内しました。 de愛
ひろばでは、ステージ演奏があり商店街から来られる
方の警備をしました。早朝から16時頃までの長時間に
なりましたが、昨年よりはお役に立てたと思います。
また、宿場祭りの数日前には、祭用幟(のぼり)を各

所に設置する作業も２日間で実施しました。参加され
た方へありがとうございました。来年はもう少し参加
者を増やせればと思います。 （佐々木奉昭）

春のハイキング（4/4） 参加10名

健康スポレク部会
草津宿場まつり（4/28） 参加９名

地域活動部会

第11回歴史探訪会（５/１３） 「木瓜原遺跡見学と野路散策」 参加２５名 文化研修部会

「近江八幡お花見ウォーキング」



(4) 第139号 草津・栗東支部同窓会だより 令和元年6月24日

春季グラウンドゴルフ大会（5/27）
帰帆島グラウンドゴルフ場 参加17名

健康スポレク部会

昨年11月2日～4日、瀬田ゴルフ

北コースで開催された全米女子プロ

ゴルフ協会公式戦「ＴＯＴＯジャパン

クラッシック」のスタッフボランティ

アに参加しました。

このトーナメントは日本で唯一実施される米国女子

プロゴルフトーナメントで、出場選手も賞金上位の全

米女子プロ43名日本女子プロ35名で 賞金総額 1億

6500万円(優勝2475万円）を争うものです。

早朝5時45分に指定駐車場からバスに乗りゴルフ場

に向かい、到着後スタッフジャンパー、帽子を受け取

り、朝食を済ませ各種業務別に分かれてのミーテイン

グ、その後バスで担当するホールへ向かいます。私は

フォアーキャディの業務で、選手に対し池に入ったボ

ールの位置を示し、打ってよいかの合図をする等で、

１、２日目は第２打目地点を、最終日はショートホ

ールのグリーン周りを担当しました。３日間を通して

感じたことは、選手は試合前の練習に多く時間をかけ

万全の態勢で臨んでおり、緊張感ある試合中であって

も私達ボランテイアに対し気軽に「グッド モーニン

グ」、「サンキュー」と声を掛け感謝の気持ちを表し

ており大変好感を持てました。

ゴルフトーナメントは大会本部、テレビ等報道関係

者、ボランテイア、学生アルバイト等500人以上の人

達の協力により運営され、特にボランテイアの人達は

60歳以上の方が大半で静岡、愛知、岡山等の遠方か

らや、ご夫婦で参加されている方も数多くおられまし

た。世界トップクラス選手のプレーを目前で見られ、

そのうえ運営の一端を担うことができ心身とも充実し

た3日間でした。本年も開催されるので是非参加した

いと思っています。

当日は前日からの暑さが続き、朝から夏日の予感。

10時からの開会式後、ホッケーと交流卓球なども行わ

れる第１アリーナでパラスポーツ車いす競技のバスケ

ットボールを体験しました。1回目は山元恵美子さん、

中橋の2名が参加して車いすの前後の動かし方、回転、

次にバスケットボールを床から車輪に引き寄せ車輪の

回転に合わせて拾い上げる、ボールをドリブルし車を

２回コグ、その後シュート練習を数回しましたが、上

半身だけの力と車が動いているのでゴールになかなか

届きません。いよいよ２チームに分かれての試合を体

験、山元さんは運動神経バツグンで初めてにしては中

々の活躍でした。２回目に先日米寿を迎えられた池嶋

武夫さんと中橋が体験、池嶋さんはその前に卓球をし

たばかりでその元気さに驚きです。女性達は２階で食

セミナーを受講、今回は中々体験できない競技に参加

でき有意義な一日でした。今後、参加者が増えること

期待します。 （中橋民男）

パラスポーツ体験会（5/26）
「エキスポーツ２０１９」
立命館大学びわこキャンパス 参加7名

健康スポレク部会

投稿： 全米女子プロゴルフスタッフボランテイアに参加して
志津南学区 大上勝彦（３１期生活科学）

5月20日が雨で27日に順延、数日前からの異常気

象により連日の夏日で10名もの不参加がでました。

当日は朝から気温が上がり皆さんの体調が気がかりで

したが、午後から曇り、風も出てきてプレーには問題

ありませんでした。今回より会場は帰帆島Gゴルフ場

に、プレーは４Ｒから３Ｒに変更して行いました。

令和元年の春季ゴルフ大会優勝

者はなんと現役レイ大41期生の

中村俊逸さん(77歳)、スコアーは

64でした。今大会のホールインワ

ンなしは初めてのことかもしれま

せん。帰帆島Gゴルフ場のコースが

難しいのか、それを64でまとめた中村さんの安定し

たゴルフに脱帽です。２位 山元譲治さん、３位 青柳

公夫さん、ＢＢ賞中村勝子さん、夫婦そろっての受賞

おめでとうございます。ラウンド終了後表彰式とお茶

菓子で喉を潤し解散しました。今回の大会に参加でき

なかった皆様も、次回の秋季大会にはぜひ参加お願い

します。 (中橋民男）

「作品展・活動展」の開催が9月6日(金)～8日(日)に決定、多数の出展をお願いします。



活動名 月日 参加人数 時間/人 時間計

草津宿場まつり準備 幟の組み立てと公園への設置 3/25（月）3/31(日) 4 + 5 1 + 2 14

草津宿場まつり パレード警備ほか 4/28(日) 9 8.5 76.5

de 愛ひろば(旧草津川跡地公園)花壇整備 4/13(土) 5/18(土) 6 + 7 1.5 + 2 23

栗東傾聴 「ＤＳすずらんの郷」 「ＤＳ 笑」 4/15(土) 5/８（水） 5 + 6 1 + 1 11

治田小学校 園芸ボランティア(花壇整備・校庭清掃) 4/15(月) 4/22(月) 2 + 2 2 + 2 8

同上 5/15（水） 3 3 9

集計(延べ) 49 名 141.5 時間

(注）表中、参加人数の( )内数値は同窓会会員の人数

＊いつでも皆様の参加を歓迎します。
＊参加連絡は、佐々木部会長まで(電話・メールは会員名簿参照)

活動 活動日時 活動場所・内容など

de愛ひろば(旧草津川跡地公園)
花壇整備

7/13(土) 8/10(土)
9:00～11:30

花壇の植栽手入れ、土壌改良など
原則、毎月第 2土曜日

栗東傾聴
（訪問先は毎月変わります）

7/15(月) 8/19(月)
13:00～14:00

デイサービス施設での傾聴(お年寄りの話
し相手をする) 原則、毎月第 3月曜日

治田小学校 園芸ボランティア 7/1(月) 8/
14:00～

花壇整備・剪定・校庭清掃ほか
原則、毎月中旬以降の月曜日

同窓会の活動・イベントスケジュールです。多くの会員の参加をお願いします。

開催日時 活動・イベント内容 場所 内容

7/8(月)
受付 13:00～
14:00～15:00

三日月滋賀県知事
「記念講演会」 レイ大草津校 大教室 本部同窓会行事

詳細は添付チラシを参照

7/10(木)
13:30～16:00

各種ニュースポーツ体験会 YMIT アリーナ (健康スポレク部会)
詳細は添付チラシを参照

7/29(月)
10:00～11:30

講習会
「認知症の予防と介護」

西一会館 (文化研修部会)
詳細は 6月号チラシを参照

8/26(月)
支部理事会 西一会館 開催時間 9:30～11:30

9/6(金)～8(日)
草津・栗東支部
「作品展・活動展」

草津市図書館 3階 (文化研修部会)
多数の出品をお願いします。
「出展申込書」を添付

9/中旬
(元 8/26)

彦根印刷局と多景島見学 (文化研修部会)
当初、8/26(月)を予定していましたが、予約の日程で9月
中旬に延期します。

10/中旬
新会員歓迎説明会 交流会

10/末
「美国会」湖岸清掃 支部会員全員対象

注）各種行事への参加申し込みは、各部会長(電話・メールは会員名簿参照)に連絡ください。

(5) 第 139 号 草津・栗東支部同窓会だより 平成 30年 6月 24日

同窓会関連活動スケジュールの案内(2019 年 7月以降)

地域活動部会 3～5月活動実績報告

地域活動部会 活動予定



令和元年５月吉日

滋賀県レイカディア大学

同窓会々員各位

レイカディア大学同窓会会長

堀江勇夫

滋賀県レイカディア大学同窓会

「記念講演会」の開催について（ご案内）

新緑の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申

し上げます。

日頃は、滋賀県レイカディア大学同窓会活動に対しまして、温かいご理解と

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、延期になっていました標記講演会を、下記の日程で開催させていただ

く運びとなりました。

会員の皆様方には公私何かとご多用のこととは存じますが、各支部ともお誘

い合わせの上、ご出席下さいます様ご案内申し上げます｡

※当日は会場駐車場の混雑が予想されるため、出来るだけ公共交通機関をご利

用の上、ご来場下さる様ご協力をお願いします。

記

1．日時 令和元年７月８日（月）

受付 １３：００～

講演 １４：００～１５：００

2．会場 滋賀県立長寿福祉センター 草津校 大教室

3．講師 滋賀県知事 三日月大造様

4．演題 「人生１００年時代を生きる～長寿の力を地域の力に」

尚、記念講演にはレイカディア大学生、一般シニアの方も聴講されますので、

予めご承知おき下さい。

以上、



健康スポレク部会からのご案内

『各種ニュースポーツ体験会』
～どなたでも気軽にできる楽しいスポーツです。～

体験種目： ペタンク(室内用) 輪投げ ビーンボウリング

ディスコン 卓球

日時：7月 11日（木）13時受付 13：30～16：00
場所：YMITアリーナ（草津市野村 3丁目 3-27）☎077-563-1465

野村グランドに建て替えられた新体育館です。

持物：上靴、飲み物、運動できる服装

申込：必要（参加費ナシ）スポーツ保険をかけるため

申込先：中橋民男まで ☎090-3038-4523 メール minato3139@yahoo.ne.jp
参加：会員、家族、友人、在校生

締切日：7月 4日（木）

※ どなたでも出来る種目です親睦とストレス発散に多くの会員、家族、在校生の皆

様のご参加をお待ちしております

mailto:minato3139@yahoo.ne.jp


文化研修部会

第２回講習会

近い将来のために気軽に講習を受けておきましょう

認知症の予防と介護

開 催 日 令和元年 7月 29 日(月) 10:00～11:30

場 所 草津市草津町 1446-1 ☎ 077-562-5448 (下図参照してください)

西一会館ＹＯＵＩセンター (理事会の開催と同じ建物の大会議室です)

テーマー 認知症についての学び・認知症サポーターステップアップ講座

1、ステップアップ講座 45 分

2、認知症の介護を知る経験からの話 30 分

3、認知症予防ゲーム 15 分

講 師 草津市・栗東市認知症キャラバンメイトのメンバーの皆さん

この講習会は草津市 長寿いきがい課の了解を頂いております

会 費 無料です

認知症について真剣に考えましょう

自分、家族、皆がそうならないために

ご家族やお友達等お誘い合わせの上多数ご参加ください

この講習会は 2回目の企画で 元支部長で文化研修部会の

谷口岩人さんの協力で実施しています

西一会館の案内図

れば幸いです

この講習会はお申し込みが無くて

も参加して頂けますが、事前に

ご連絡くだされば幸いです。

お問合せは下記まで

浦山増二

ｔｅｌ077-553-6473

メールアドレス

urayama11111@gmail.com

mailto:urayama11111@gmail.com


滋賀県レイカディア大学同窓会

草津・栗東支部

作品展示 園芸 農作物 陶芸 書 絵画

切り絵 絵手紙 俳画 大津絵 押し花 造花

短歌 俳句 写真 手芸紙芝居 工芸など

活動紹介 町内会 老人会 スポーツ

子供会 同期会 福祉など

問い合わせ先 レイカディア大学同窓会草津・栗東支部

支部長 藪 健治 598-1272

文化研修部会部長 浦山 増二 553-6473



令和元年 6月 24日
レイ大同窓会 草津・栗東支部

学区担当理事 様

草津・栗東支部長 藪 健治

文化研修部会部長 浦山 増二

作品展・活動展へのご協力依頼について

理事の皆様におかれましては当同窓会に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、恒例の作品展・活動展について別添「作品展・活動展」チラシの通り計画させて

いただきました。

つきましては、ご多用なところ誠に恐縮ですが各会員に案内チラシの配布と出展いただ

くよう声かけをお願いいたします。

併せて出展表の受付と取りまとめもお願い致します。

また本年度もレイ大の草津市・栗東市在住の在校生の方にもご出展のご案内をいたして

おりますので、理事の皆さまに問い合わせ等ありましたら対応をお願いいたします。

理事の皆様、会員の皆さま、在校生の皆様の出展ご協力をいただき会場を盛り上げてい

ただきたいと念願しております。是非ご協力をお願いします。

尚、出展表につきましては、お手数をおかけしますが、下記の通りの措置をお願い致し

ます。

記

※ 会員から学区理事への締め切り：8月 20日（火）

※ 理事から文化研修部会への送付締め切り：8月 26日（月）

※ 送付先・連絡先

〒520-3024 浦山増二 宛 （文化研修部会部長）´

FAX・ TEL 077-553-6473 栗東市小柿 5-11-1-11

メールアドレス urayama11111@gmail.com

(郵送、ＦＡＸ、メール、いずれの方法でも結構です。よろしくお願いします。)

以上

mailto:urayama11111@gmail.com


レイカディア大学同窓会 草津・栗東支部

作品展・活動展のご案内と出展のお願い

日頃の活動や作品の成果をご披露頂く絶好の機会です。出展にはなんら制約はございませんので

ご家族の作品も大歓迎です。ぜひ多くの方々のご出展をお願いいたします。

出展票は学区理事にご提出願います。

尚、出展出来ない方も会場にお越しいただき、この場を会員相互の交流・親交の機会として頂き

ますよう期待しております。 文化研修部会

１．場所：草津市立図書館 3階大ホール

２．日程：令和元年 9月 6日(金) ～9月 8日(日)
日 時 間 内 容

6日（金）

10時～10時 30分
10時～12時 30分

作品搬入はこの時間内にお願いします

会場設営・展示作業・来客準備

（出展者全員・学区理事・ご協力者・文化研修部会）

13時～17時 一般公開

7日（土） 10時～17時 一般公開

8日（日）

10時～16時 一般公開

16時～17時 会場撤収・作品搬出・（出展者全員・学区理事・文化研修

部会）（作品搬出は 16時 30分以降でお願いします）

３．お願い：会場への搬入・搬出は、上記の日程表に従い時間厳守でお願いします

-------------------------------------------------------きりとり--------------------------------------------------------

出展票 学区担当理事さま宛て 8月 20 日（火）締め切り

卒期 学科 学区 氏名

出展品 作品タイトル

1

2

3

4

5

各学区の理事さま おとりまとめをよろしくお願いします。


