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 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、資料配付をもって、

  総会に替えさせていただきます。
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会長あいさつ 

会員の皆さまには、日頃より滋賀県立大学同窓会「湖風会」の活動にご支援、ご協力をい
ただきまして誠にありがとうございます。 
令和 2年（2020年）、新型コロナウイルス感染症が瞬く間に世界中で流行し、生活のあら
ゆる方面に影響を及ぼしました。 
滋賀県立大学では、令和２年度の前期授業の全てが遠隔ではじまりました。8月より実験

や実習の一部で対面授業が再開され、10 月からの後期授業は感染防止対策が徹底され、全
面的に対面となりました。しかし今年 1 月には全国的に感染が拡大したことから、再び遠
隔授業となり、3月 20日の学位記授与式や 4月 7日の入学式は、感染防止の観点から規模
を縮小して実施されました。刻々と変わりゆく状況をにらみながら、臨機応変に対応いただ
いた大学当局の皆さまのご尽力により、無事に卒業生を送り、新入生を迎えて新年度が始ま
りました。前期授業は様々な対策を講じた上で、対面で行われております。また、課外活動
も感染防止対策を検討した活動計画書の提出により、許可された団体から活動が再開され
ています。マスク姿ではありますが、キャンパスに元気な学生の皆さまの姿が戻ってまいり
ました。 
同窓会「湖風会」では多くのイベントを中止する中、10 月に新型コロナウイルス感染症
の影響を受ける大学・学生を支援するために 300万円を寄付いたしました。学内 12か所に
非接触式顔認識温度検知器が設置され、図書館の電子書籍の充実といった学修環境の整備
に活用いただきました。また、例年通り、学位記授与式の際に、各学科の成績優秀者 1名ず
つ計 13名を表彰させていただきました。 
この 1年、授業をはじめ、就職活動、離れた家族や友人との会話など、多くのコミュニケ
ーションが「対面」から「画面越し」へと代わりました。情報技術の進化によって画面越し
でつながる事のできる時代が来ていて良かったと思う一方で、やはり対面で集いたいとい
う気持ちが募ります。滋賀県立大学同窓会「湖風会」のホームページには「同窓会・交流の
広場」にクラス会の集合写真を掲載しています。思い出を胸に集った皆さまの笑顔をみるた
び、人と人とのつながりを育む場としての同窓会「湖風会」の大切さを痛感しています。 
いよいよワクチン接種がはじまりました。皆さまに集っていただくことのできる平穏な
日々が一日も早く訪れることを願いつつ、再び「湖風会」でお出会いできますことを楽しみ
にしています。  
末筆ながら、今年度は通常総会開催の年にあたりますが、まだ感染拡大に予断を許さない

状況であることから、書面にて総会資料を送付させていただきました。何卒ご理解を賜りま
すよう、お願い申し上げます。 
                  「湖風会」会長  矢吹 安子 
                                  (2021.6 記) 
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議案第1号

年月 日 日

H31 4 大学入学式  矢吹会長　列席

13 14 工学部学友会第45回理事会

  ・2018年度活動報告収支決算報告 20 第1回環境科学部支部役員会

　・2019年度活動計画(案)・収支予算(案)

　・2019年度総会の日程について

11 第1回　総務委員会 18 第1回滋賀支部役員会

19 25 第1回近畿支部役員会

　・総会の次第および役割分担について

　・ 次回役員会について

8 8 第1回 名簿管理委員会 8 第2回環境科学部支部役員会

　・2019年度活動計画・予算案 15 第5回環境科学部支部総会

　・総会の議事進行担当者について 　・会員名簿の発行について 23 工学部学友会第46回理事会

15

1 第1回　広報HP小委員会

　・運営状況の確認・システムの見直と確認

11 　就職支援委員会会社訪問

13 第2回　総務委員会

　・新役員の専門委員会への所属について

　・今年度の活動計画、予算(案)について

　・今後の同窓会活動のあり方について

10

　・新役員の専門委員会への所属について 3 第2回滋賀支部役員会

　・湖風会報第7号の発行に向けて 10 第1回人間看護「湖畔の会」役員会

　・学生表彰について

18 工学部学友会第47回理事会

25 第2回近畿支部役員会

R元年度入学生の会費未納付者へ督促通知

14 第3回　総務委員会

　・湖風会報第7号の発行について 14 第2回近畿支部役員会

　・ 次回役員会について

19 第4回 役員会№73（湖風会館） 19 第2回 名簿管理委員会 19 第3回環境科学部支部役員会

　・湖風会報第7号発行について 　・名簿学部支部別別冊発行の検討 26 第1回東海支部役員会

　・ 学生表彰会について 　・本部、支部役員にクラス会依頼 27 工学部学友会第48回理事会

　・住所不明者50％以上のクラス情報収集

R2年度入学生へ終身会費受入開始

11 第2回　広報HP小委員会 9  環境科学部就活セミナー

　・運営状況の確認・システムの見直と確認 9.10 人間文化学部支部活動

 23 第4回　総務委員会 　　　　　　　(湖風祭)

　・県立大学役員との意見交換会について 23 第3回近畿支部役員会

　・「湖風会」のしおりの作成について 30 第3回滋賀支部役員会

　・文書保存管理規程(案)について

　・名簿発行について

7 第5回 役員会№74（湖風会館） 1 湖風会報第7号発行 7 第2回人間看護「湖畔の会」役員会

　・県立大学役員との意見交換会について 22 工学部学友会第49回理事会

　・「湖風会」のしおりの改定について

　・文書保存管理規程(案)について

　・名簿発行について

R2 11 第5回　総務委員会

　・県立大学役員との意見交換会について

　・「湖風会」のしおりの作成について

　・ 次回役員会について

15 第6回 役員会№75（湖風会館） 15 第3回 名簿管理委員会 1  第2回東海支部役員会

　・県立大学役員との意見交換会について 　・2019年度活動報告、決算報告 15 第3回人間看護「湖畔の会」役員会

　・各委員会・支部からの報告等について 　・2020年度活動計画・予算案 23 工学部学友会第50回理事会

　・令和2年度活動計画(案)について 29 第4回近畿支部役員会

県立大学役員と「湖風会」役員との意見交換会

2 第3回　広報ＨＰ小委員会

20 県立大学・大学院学位記授与 　・運営状況の確認・システムの見直と確認 7  第4回滋賀支部役員会

　　　矢吹会長　 「湖風会」学生表彰実施 28 第4回環境科学部支部役員会
3月

10月

11月

12月

1月

2月

7月

8月

第3回 役員会№72（湖風会館）

　・今後の同窓会活動のあり方について

9月 　・学生表彰について

5月
会計監査 　・令和元年度通常総会の議案について

6月

第2回 役員会№71（湖風会館）

　・2019年度通常総会について

令和元年度通常総会(湖風会館)

「湖風会」　 令和元年度(2019年度)　　活動報告 (平成31年4月1日～令和2年3月31日)
湖　風　会 活　動　委　員　会 支　部　他

4月

第1回 役員会№70（湖風会館）

～ 4 ～
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年月 日 日

R2

7  大学入学式  

23 第1回環境科学部支部役員会(web)

14 会計監査

31 工学部学友会第51回理事会

15 第6回環境科学部支部総会

　　　　　(資料配布及びHP掲載)

8 第1回 名簿管理委員会

8 　・名簿管理規程、名簿管理用パソコン

　・令和元年度収支決算について 　　の改定案

　・令和2年度活動計画及び収支予算案 　・会報7号連絡先不明者の結果集計

　・コロナ禍に対する学生への支援 　・連絡先不明者回復作業の立案

　・2021年会員名簿の発行について

6 工学部学友会第52回理事会

R3年度入学生へ終身会費受入開始

 

5 第1回　総務委員会

　・学生表彰について 13 工学部学友会第53回理事会

　・大学役員との意見交換会について

　・今後の活動について

R3 16 第2回　総務委員会

　・総務委員の交代について

　・今後の会議について

　・ 卒記念品等について

20 県立大学・大学院学位記授与 27 第2回環境科学部支部役員会(web)

　　　矢吹会長　「湖風会」学生表彰実施 28 工学部学友会第54回理事会
3月

10月

11月

12月

1月

2月

7月

8月

9月

第1回 役員会№76（湖風会館）

5月

6月

「湖風会」　 令和2年度(2020年度)　　活動報告 (令和2年4月1日～令和3年3月31日)
湖　風　会 活　動　委　員　会 支　部　他

4月

～　5　～
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新型コロナ禍に対する大学支援について 

 

〇令和 2年 8月 8日の役員会において新型コロナウイルス感染症の影響を受け

て困窮している大学・学生たちへの支援について検討を行い、「湖風会」の

一般会計から 300万円を大学に寄付することを決定いたしました。 

〇10月 13日、矢吹会長と植田総務委員長が廣川学長を訪れ、コロナ禍に対処

した有効な活用をお願いし、寄付目録を贈呈いたしました。 

 

〇大学では湖風会の寄付を受け、下記のとおりコロナ禍における学修環境の 

整備が行われました。 

① 非接触式顔認識温度検知器の設置（12か所） 

 学内においていつでも体温を測り体調管理が行えるよう、学生支援センタ

ーや講義棟、生協食堂前や図書館のほか、各学部棟にも設置されました。 

② 電子書籍の購入 

 遠隔授業になった際に備え、電子書籍の利用範囲を拡大し電子図書の充実

が図られました。  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

←生協食堂前 温度検知器 ↑図書館       

からの寄

付により電子書籍の利用

可能タイトルが増えまし

た！ 

贈呈式 （学長室にて） 
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議案第2号

　「湖風会」　令和元年度(2019年度)   総括一般会計    収支決算書
令和2年3月31日現在

収入の部 (単位：円)

予算額 決算額 説　　　明

会費 6,520,000 6,220,000      2020年度   548件　　　2019年度  38件　　＠10,000

収入 2019年度以前未納者　 36件

雑 　預金利息 10                

収入 50,000 55,971          H.P.広告料他

1,200,195 1,199,331      湖風会館修繕積立金より

7,770,195 7,475,312      

11,182,894 11,182,894

18,953,089 18,658,206    

支出の部
予算額 決算額 説　　　明

100,000 150,777        案内送料、出欠葉書、講師謝礼

10,000 4,718           

100,000 95,800          

800,000 731,010        卒業記念品　(学位記ケース、不織布バック)

 学生表彰費 130,000 130,000        

50,000 65,186          貸金庫手数料、振込み手数料

100,000 114,440        同窓会負担金

小　計 1,290,000 1,291,931      
H.Pシステム保守料 240,000 239,760 ドメイン、サーバー、テクニカルサポート

10,000 13,200 パソコンメンテナンス

小　計 250,000 252,960

 事務職員人件費 1,500,000 1,494,106      

 事務職員交通費 43,320          2019/12～2020/3

30,000 3,040           会長支部総会出席費用

200,000 169,143        役員会案内、インフラ通信費

 湯茶接待費 10,000 10,368          会館内茶葉代　

100,000 268,212        パソコン買替、プリンタ買替、インクカートリッジ、コピー用紙他

小　計 1,840,000 1,988,189      

10,000 5,164

2,500,000 2,662,438 会報第7号発行(23,276通)

170,000 52,919          名簿管理葉書(卒業生)

10,000 5,400

湖風会館管理委員会 10,000 0

委員会交通費補助 50,000 31,800          

小　計 2,750,000 2,757,721      

滋賀支部 30,000 30,000          

東海支部 165,000 165,000  総会開催

近畿支部 72,000 72,000          

54,000 54,000           総会開催

工学部 50,000 50,000

87,000 87,000

0 0

支部交通費補助 300,000 304,880        

小計 758,000 762,880        

400,000 307,887        大学内設備分担金

400,000 320,000         クラス会(29)、同好会(3)

200,000 109,559        湖風祭パンフ広告代、「湖風会」のしおり

7,888,000 7,791,127      

11,065,089 10,867,079    内定期預金　\500万

18,953,089 18,658,206    

平成31年 4月1日～令和　2年 3月 31日

収　入　科　目

新入生会費受入金

@10,000.-

  その他

収入の部　小計

　繰入金

前年度　繰越金

収入の部 合計

支　出　科　目

一
般
経
費

 総会費

 役員会費

 交通費補助　本部

 記念品費

 雑  費

 会費振込手数料

設備費 パソコンメンテナンス

事
務
管
理
費

 旅費交通費

 通信費・電話料

 事務用品・備品費

委
員
会
活
動
費

総務委員会

広報委員会

名簿管理委員会

就職支援委員会

支
部
活
動
費

環境科学部

人間文化学部

人間看護学部

　同窓会館維持管理費

　諸活動助成金

　予　備　費

支出の部　　合計

次年度　繰越金

支出の部　　総計

～　7　～
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　「湖風会」　令和 2年度 (2020年度)   総括一般会計    収支決算書
令和3年3月31日現在

収入の部                                               (単位：円)

予算額 決算額 説　　　明

会費 6,360,000 5,350,000       2021年度  521件　　　2020年度  8件　　＠10,000

収入  2020年度以前未納者　 6件

　預金利息 2                 

50,000 47,719           三井住友カード手数料他

10,000          

6,410,000 5,407,721      

10,867,079 10,867,079

17,277,079 16,274,800    

支出の部
予算額 決算額 説　　　明

10,000 3,300           

100,000 9,900           

800,000 715,550         卒業記念品　(学位記ケース、不織布バック)

 学生表彰費 130,000 130,000        

50,000 25,654           貸金庫手数料、振込み手数料

100,000 99,579           同窓会負担金

小　計 1,190,000 983,983        
H.Pシステム保守料 240,000 244,200  ウェブサイト保守管理、コンテンツ更新代行

10,000 0

小　計 250,000 244,200

 事務職員人件費 1,500,000 1,423,103      

 事務職員交通費 130,000 127,620        

30,000 0

200,000 149,361         インフラ通信費

 湯茶接待費 10,000 859               会館内茶葉代　

250,000 231,618         パソコン買替、インクカートリッジ、コピー用紙他

小　計 2,120,000 1,932,561      

70,000 56,913  「湖風会」のしおり印刷代他

10,000 0

100,000 455              

10,000 0

湖風会館管理委員会 10,000 0

委員会交通費補助 50,000 9,200           

小　計 250,000 66,568          

滋賀支部 70,000 70,000          

東海支部 10,000 10,000

近畿支部 125,000 125,000        

120,000 120,000        

工学部 65,000 65,000

60,000 60,000

80,000 80,000

支部交通費補助 300,000 38,640          

小計 830,000 568,640        

400,000 312,627         大学内設備分担金

400,000 40,000            クラス会(1)　クラス会計画未開催(3)

200,000 3,000,000        新型コロナ禍による大学への寄附

5,640,000 7,148,579      

11,637,079 9,126,221        内定期預金　\500万

17,277,079 16,274,800    

          令和2年 4月1日～令和　3年 3月 31日

収　入　科　目

新入生会費受入金

@10,000.-

  その他

収入の部　小計

雑
収
入 コロナ禍寄付基金

前年度　繰越金

収入の部 合計

支　出　科　目

一
般
経
費

 役員会費

 交通費補助　本部

 記念品費

 雑  費

 会費振込手数料

設
備
費

パソコンメンテナンス

事
務
管
理
費

 旅費交通費

 通信費・電話料

 事務用品・備品費

委
員
会
活
動
費

総務委員会

広報委員会

名簿管理委員会

就職支援委員会

支
部
活
動
費

環境科学部

人間文化学部

人間看護学部

　同窓会館維持管理費

　諸活動助成金

　予　備　費

支出の部　　合計

次年度　繰越金

支出の部　　総計

～　8  ～
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（単位：円）

科　　目 収　入 支　出 差　引 説　　　　　明

　前年度繰越金 17,902,398 0 17,902,398

　利息 37 0 37 　令和元年・2年度

　合　　　　計　 17,902,435 0 17,902,435

（単位：円）

科　　　　目 収　　入 支　　出 差　引 説　　　　　明

　前年度繰越金 1,200,195 1,200,195

1,199,331 864 令和元年度一般会計へ

　振込み手数料 864 0

　合　　　　計 1,200,195 1,200,195 0

「湖風会」〔旧単位同窓会寄附金〕令和元年・2年度特別会計

「湖風会」令和元年度湖風会館修繕積立金会計

　平成31年4月1日～令和3年3月31日

※　17,902,432円は定期預金へ

　　　　　　　　　　　 ※　3円は令和2年度一般会計雑収入へ
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議案第3号

西暦 和暦

会　　長 矢 吹　安 子 1967 昭和42 短大家政部保育科 留　任

副 会 長 松 下　恭 明 1965 昭和40 短大工業部工業化学科 留　任

副 会 長 中川　富美江 1973 昭和48 短大看護部看護学科 留　任

副 会 長 田 中  靖 志 1974 昭和49 短大農業部農学科 留　任

副 会 長 戸 田  雄 一 2002 平成14 県大人間文化学部地域文化学科 留　任

副 会 長 小 林　匡 哉 2005 平成17 県大環境科学部環境生態学科 留　任

会　　計 大 森  晢 夫 1966 昭和41 短大工業部機械科 留　任

役　　員 長 谷  正 勝 1965 昭和40 短大工業部工業化学科 留　任

役　　員 辻 　ひとみ 1967 昭和42 短大家政部家政科 留　任

役　　員 日 置　靖 男 1967 昭和42 短大工業部建築科 留　任

役　　員 大 川　俊 一 1968 昭和43 短大農業部農業経済学科 留　任

役　　員 寺 脇　文 子 1970 昭和45 短大農業部農学科 留　任

役　　員 植田  儀一郎 1970 昭和45 短大農業部農学科 留　任

役　　員 田 中　郁 子 1975 昭和50 短大看護部看護学科 留　任

役　　員 中 村　正 豊 1976 昭和51 短大工業部機械工学科 留　任

役　　員 五坪　千恵子 1978 昭和53 短大看護部看護学科 留　任

役　　員 古 川　光 子 1979 昭和54 短大看護部看護学科 留　任

役　　員 松 井　傳 夫 1980 昭和55 短大農業部農業経済学科 留　任

役　　員 早 川  幸 代 1989 平成01 短大家政部幼児教育科 留　任

役　　員 伊 垣   剛 1994 平成06 短大農業部農学科 留　任

役　　員 阿 閉  順 子 1996 平成08 短大家政部食物学科 留　任

役　　員 杉山　こず恵 1996 平成08 短大家政部食物学科 新　任

役　　員 馬  場   文 2010 平成22 県大人間看護学部修士 留　任

役　　員 岸本　希実洋 2009 平成21 県大環境科学部生物資源管理学科 留　任

役　　員 邊 見  将 史 2010 平成22 県大人間文化学部地域文化学科 留　任

役　　員 柳 沼　勇 多 2011 平成23 県大環境科学部環境生態学科 留　任

監　　事 高瀬　藤一郎 1964 昭和39 短大農業部農業経済学科 留　任

監　　事 安部　八重子 1968 昭和43 短大家政部保育科 留　任

役　　職 氏　名
卒業年

学部学科

            役 員 改 選  に つ い て

　　　　　　　　　　　　　(令和3年度～令和4年度)   
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議案第4号

　　　　　　　　　　　　  　令和3年度(2021年度)　活動計画　

年月 日 日

R3 7  大学入学式  

4月

5月 15  環境科学部支部役員会

22　東海支部役員会

6月 19 第1回　総務委員会 12　第7回環境科学部支部総会

22 　　　　(資料配布及びHP掲載)

第1回役員会 20  工学部支部理事会

7月 5 第1回　広報HP小委員会

8月

第2回役員会 14 第2回　総務委員会 21  東海支部連絡会議

22  工学部支部理事会

9月 18  環境科学部支部役員会

25  近畿支部役員会

10月 第3回役員会 3 環境科学部支部就活セミナー

17  工学部支部理事会

11月 第2回会員名簿発行 1 第2回　広報HP小委員会 25  東海支部役員会

第3回　総務委員会

12月 第4回役員会 　  滋賀支部役員会

11 環境科学部支部役員会

19  工学部支部理事会

R4 第4回　総務委員会 22  東海支部役員会

1月

2月 第5回役員会 5  近畿支部役員会

20　工学部支部理事会

3月 20 学位記授与式 会長列席 7 第3回　広報ＨＰ小委員会 26  環境科学部支部役員会

　「湖風会」学生表彰実施 第5回　総務委員会

会計監査

湖　風　会

令和3年度通常総会

　　　　(資料配布及びHP掲載)

活　動　委　員　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

支　部　他
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議案第5号

　

収入の部 （単位：円）
予算額 前年度予算額 説　　　　　明
6,390,000 6,360,000 　新入学生数    @10,000　

50,000 50,000   三井住友カード手数料他
6,440,000 6,410,000
9,126,221 10,867,079   コロナ禍寄付基金を含む

15,566,221 17,277,079

支出の部 （単位：円）
予算額 前年度予算額 説　　　　　明

 総会費 200,000            -  総会資料、送料
 役員会費 10,000 10,000
 交通費補助　本部 50,000 100,000  本部役員会交通費補助
 記念品費 800,000 800,000  卒業記念品 (学位記ケース・バック）
 学生表彰費 130,000 130,000
 雑  費 50,000 50,000
 会費振込手数料 100,000 100,000  湖風会負担分

小　計 1,340,000 1,190,000
 H.P.ｼｽﾃﾑ保守料 245,000 240,000 ウェブサイト保守管理、コンテンツ更新代行

 パソコンメンテナンス 10,000 10,000
小　計 255,000 250,000

 事務職員人件費 1,500,000 1,500,000
 事務職員交通費 130,000 130,000
 旅費交通費 30,000 30,000  会長支部総会訪問出張旅費
 通信費・電話料 200,000 200,000 　
 湯茶接待費 10,000 10,000  会館内茶葉代　他
 事務用品・備品費 150,000 250,000   プリンター買替、コピー紙、インク他

小　計 2,020,000 2,120,000
 総務委員会 70,000 70,000 「湖風会」のしおり作成
 広報委員会 2,700,000 10,000  会報発行を仮定
 名簿管理委員会 10,000 100,000
 就職支援委員会 10,000 10,000
 湖風会館管理委員会 10,000 10,000
 委員会交通費補助 30,000 50,000

小　計 2,830,000 250,000
 滋賀支部 0 70,000
 東海支部 0 10,000
 近畿支部 0 125,000
 環境科学部支部 37,000 120,000
 工学部支部　 19,000 65,000
 人間文化学部支部 0 60,000
 人間看護学部支部 0 80,000
 支部交通費補助 150,000 300,000

小　計 206,000 830,000
400,000 400,000  大学内設備分担金・光熱水費
200,000 400,000  クラス会・同好会助成金
200,000 200,000

7,451,000 5,640,000
8,115,221 11,065,089

15,566,221 18,953,089
次年度繰越金
支出の部　総計

  諸活動助成金　
  予備費

支出の部　合計

    「湖風会」　　令和3年度(2021年度)　　　 総括一般会計    収支予算 (案)
　　　　　　（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

　雑収入

収　入　科　目
　会費収入

収入小計
　前年度　繰越金

収入の部　合計

支　出　科　目

  同窓会館維持管理費

設備費

一
般
経
費

委
員
会
活
動
費

支
部
活
動
費

事
務
管
理
費
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