
















　卒業生同士が交流・親睦を深め、同窓会活動への積極的
な参加を促進するための支援制度を設けています。より利
用しやすい制度となるよう検討を重ね、「申請期間を開催
1ヶ月前から開催後2週間までに延長」「1人あたりの支援金
を1,000円から2,000円に増額」となっています。学部・学
科やゼミはもちろん、クラブ、同好会、サークル等の定例
会や、なつかしい仲間との再会にご活用ください。

新型コロナウイルスの影響による
同窓会イベント等の中止・延期情報
　今後は新型コロナウイルスの蔓延状況に応
じて、卒業生や関係者の皆様の安全・健康を
第一に考え、支部総会をはじめとする同窓会
イベントや、龍尾祭などの大学行事が中止・
延期・内容変更となる場合があります。最新
の情報は随時、同窓会ホームページ上で更新
していきます。何卒、ご理解とご協力を賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。

https://www.gakuendai.com/
同窓会ホームページ

令和2年度 同窓会運営協力金寄付のお願い

 

【 令和元年度同窓会運営協力金寄付者 】

　同窓会事業を維持していくために、同窓会運営協力金（寄付金）
を導入しています。詳細は同封の「京都学園大学・京都先端科
学大学同窓会運営協力金のお願い」に記載しておりますので、
ご一読くださいますようお願い申し上げます。なお、令和元年
度は  53名の皆様からご寄付をいただきました。ご協力心より
感謝申し上げます。

鉄道研究会ＯＢ会有志、熊澤 健次、北岡 大一、金森 秀樹、深尾 一広、浅野 
眞実、高間 清彦、中江 好春、中桐 龍治、大城 伸也、森 英彰、大橋 章男、
金子 昌弘、小林 滋弘、森川 智行、柴田 康徳、豊田 善明、吉川 孝二、小林 康
隆、武田 満、磯部 大地、松浦 康之（※希望者のみ掲載、順不同、敬称略）

　東京オリンピック・パラリンピック開催の年を迎
えて間もない2020年の幕開け早々、世界中に広がっ
た新型コロナウイルス感染症は私たちの日常生活を
脅かし、これまでのライフスタイルを一変させました。
会員の皆様におかれましても、その惨禍に直面され
不自由な生活を送られてきたことと、ここに改めて
お見舞い申し上げます。

　私たちの母校では、卒業式に続き入学式も中止され、その後も対面授業が行え
ない状況となる中、同窓会活動におきましても、理事会や支部総会の開催が困難
となったところです。今後の各事業の開催につきましても、ウイルスの感染状況
により変更を余儀なくされるかもしれません。会員の皆様には、ＨＰ等を通じて
お知らせしてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
　さて、こうした中ではありますが、会報誌「Cheer」No.33をお届けするこ
とができました。
　本号では、「卒業生親子レポート」のコーナーにおいて感染症対策として一部
リモート取材を試み、また情報発信として新たにオープンした京都スタジアム
や大河ドラマゆかりの地である亀岡のニュースを盛り込んでいます。
　また、同窓会設立50周年を目途とした、母校「京都学園大学」と「京都先端科
学大学」をつなぐ『総称名』の制定について、皆様のご意見をお寄せいただくア
ンケートをお願いしております。
　先を見通しづらい世の中ではありますが、今後の同窓会事業を通じまして、
本会の活動を前へと進めてまいる所存ですので、今後とも皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。
　最後になりましたが、コロナ禍から得られた新たな生活様式のもと、会員の
皆様のご健勝を切に祈念いたします。

～コロナ禍を乗り越え
　　　同窓会は50周年への歩みを～

京都学園大学・
京都先端科学大学同窓会
会長 中村 正孝

ごあいさつ

退職のお知らせ
【健康医療学部】
中野 雅子
平川 和文
山田 豊子
能登谷 晶子
滝澤 寛子
外山 稔
熊谷 知実
眞里谷 隆司
中野 涼子
太田 千代美
【総合研究所】
吉松 加雄
【教育開発センター】
山下 哲
佐藤 亜紀子

【教務センター】
寒川 陽子
村上 ゆい
【学生センター】
八木 為総
阿部 慎子
【学生相談室】
野津 友美枝
【国際オフィスセンター】
井筒 周
【入学センター】
竹内 浩
木村 言葉
澤 由紀子
【研究・連携支援センター】
野浪 成介

令和元年度教職員退職者

【経済経営学部】
翁長 朝英
諸戸 樹一
上川 芳実
中川 雅博
田中 秀樹
【人文学部】
川畑 隆
橋本 尚子
【バイオ環境学部】
河田 尚之
若村 定男
松原 守

教育職員
【学長室】
森 若菜
【総務課付】
佐藤 竜二
【財務課】
前田 明香
【広報課】
長井 絵美
山本 幸徳
【施設課】
大澤 重広
田中 智彦

事務職員
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京都先端科学大学
大学の現状と新型コロナ対策
　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影
響で４年間の集大成である卒業式や人生の節目
である入学式は中止となりましたが、休校中は
学生への影響を最小限に抑えるべく、教職員が
一丸となって自宅学習によるオンライン授業へ
の転換や、行事の再編成などに取り組んでこら
れました。また、ホームページ等には相談窓口
も設け、学生の悩みや相談にも対応されていま
した。今後も学生、保護者の皆様、そして教職
員の安全と健康を守ることを第一に、勉学が円
滑に進められることを願います。

工学部がフェイスシールドを製造
京都府健康福祉部に2,500個を寄付
　京都先端科学大学工学部は株式
会社キャステムと連携し、本学京
都太秦キャンパス南館１階「機械工
房」に導入された教育用３Dプリンタ
を活用して新型コロナウイルス感
染拡大で不足する簡易型医療用
フェイスシールドを製造しました。
完成した2,500個のフェイスシー
ルドは、京都府健康福祉部を通じ
て京都府内の医療機関に届けられ
ました。

同窓会 交流会支援制度
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同窓会

広場
の

年に2回のペースで同期会を
開催しています。毎回、お互い
の近況報告や学生時代のなつ
かしい思い出話に話が弾み、
あっという間に時が過ぎてしま
います。

1971E同期会

入学35年を記念して、鉄道研
究会のメンバーを中心にした
12名が集合。卒業生が経営す
る和食店「いそべ」、旅館「なご
みの輪」で旧交を温めました。

84E有志同期会

卒業後初めての出会いも数年
ぶりの再会もあり、充実したひと
ときを過ごすことができました。
次回は家族も一緒に楽しめる和
やかな会にしたいと思います。

ゴリラサークルOB会

95Eの井川くんのご結婚を祝う
ため、硬式野球部OBが集結！お
世話になった岩本さんにもご参
加いただき、笑顔が絶えない楽
しい時間を過ごしました。

硬式野球部OB会

龍尾祭に参加するために8年
ぶりに集まり、在学中にはなか
った校舎を見学しました。当時
の思い出話に花が咲き、今後も
定期的に集まろうと盛り上がり
ました。

三黒ヒロシと愉快な仲間たち

合宿と称して、いろんなところ
に出かけた名ばかりの“釣研究
会”。今年も皆で集い、自由な
時代とハプニングいっぱいのか
けがえのない青春を振り返りま
した。

釣研究会

“京都学園大学 法学部お別れ
会”の1周年を記念して、準備
委員会のメンバーが集いまし
た。よく冷えたビールで再会
を乾杯し、思い出話を愉しみま
した。

法学部お別れ会 準備委員会

今年も高木くんを囲んで、参加
メンバー全員が元気に過ごし
ていることを祝いました。次回
は新たなメンバーを迎えて、さ
らに盛り上げたいと思います。

おいー高木生きてるか～い

交流会支援制度の利用方法の詳細については、
同窓会ホームページ「京都学園大学・京都先端
科学大学同窓会 交流会支援制度」をチェック！

南館１F 機械工房で製造

製造中のフェイスシールド 完成したフェイスシールド

最新情報は
同窓会ホームページを
ご確認ください

同窓会広報委員会がFacebookページを開設
　京都学園大学・京都先端
科学大学同窓会広報委員会
のFacebookページを開設
しました。支部総会の様子
や母校の近況など、最新の
情報をリアルタイムでお届
けします。
　皆様の「いいね！」やフォ
ロー、コメント欄へのメッ
セージをお待ちしています！

　例年、秋の龍尾祭開催中に京
都亀岡キャンパスで開催していま
す定時総会ですが、本年度の開
催については、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、龍尾祭
の開催共々に不透明な状況にあ
りますので、決定次第、同窓会
HPにてお知らせします。

  第４８回  

同窓会定時総会「Kgu・Kuas 同窓会 
広報委員会」
で検索！






