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立命館宇治中学校・高等学校同窓会
鳳凰会●会報
2017年9月発行
〒611-0031

京都府宇治市広野町八軒屋谷33-1

立命館宇治中学校･高等学校事務室内

http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/
Tel: 0774-41-3000 Fax: 0774-41-3555

今年は2年に１度の
「大学生同窓会」
との同時開催となります。
企画内容については下記 鳳凰会HPでご確認ください。
（随時更新）

日時
日
場

場所

時：11月11日(土)16時～19時（受付開始15時30分）
所：京都タワーホテル 9F 八閣の間（JR京都駅烏丸中央口より徒歩2分）
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel/
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル 東塩小路町721-1

申 込 先：ritsuujidousoukai@bluelagoon-inc.co.jp
締
切：10月27日(金)
そ の 他：キャンセルの場合は11月1日(水)までに
ご連絡ください。
当日の服装は自由です。
問合せ先：立命館宇治中学校・高等学校事務室内
鳳凰会事務局0774-41-3000

参 加 費：５,０００円
現在大学生・院生である同窓生 １,０００円
申込方法：下記アドレスにメールまたは
FAX
（0774-41-3555）にて申込
※タイトルを｢鳳凰会同窓会｣として、
①氏名 ②よみがな ③卒業年度 ④卒業時の担任の先生名
⑤携帯電話番号 ⑥メールアドレス（普段使用しているもの）
をお知らせください。

同窓会実行委員会

実行委員の募集！
！

今回、
「同窓会実行委員会」を立ち上げ、その中心メンバーを、特に立命館宇治第１
～３期卒業生から募集いたします。メンバーとして参加希望の方は、10月25日
までに、下記までご連絡ください。
連絡先：
「お問い合せ」 http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/inquiry/ に
立命館宇治中学校・高等学校HP【左】⇒ 鳳凰会（同窓会）⇒
■連絡先の「メールによる連絡先はこちらへ」
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2017年度

幹事会を開催しました。

議

題

(１) 2016年度 活動報告
(２) 2016年度 決算
(３) 会計監査報告
(４) 2017年度 活動方針(案)
(５) 2017年度 予算案(案)
(６) 役員選出(案)

その他議題
(１) 鳳凰会活動助成金制度の
見直しについて
(２) クラブ・サークル活動報告

5月27日(土)、立命館宇治中学校・高等学校にて、
2017年度幹事会を開催しました(出席者8名、委任
2017年

5月27日(土)

状98名)。新立会長挨拶の後、出雲副会長を議長と
して議事をすすめ、2016年度活動報告・決算と会
計監査報告、2017年度活動方針・予算・役員選出
について提案され、全て原案どおり承認されました。

2016 年度決算
一般会計

■収入
新会員会費、総会収入、繰越金、利息その他で合計 7,834,969 円
の収入となりました。
■支出
活動助成金……… 430,000 円（11 件）の執行でした。

●収入

●支出

1. 会費収入… 5,130,000
2. 繰越金…… 2,704,870
収入計……… 7,834,969

1. 事業経費
活動助成金………… 430,000
ｸﾗﾌﾞ・ｻｰｸﾙ補助金…… 41,866
顕彰制度…………… 350,000
在校生支援………… 87,992
その他支援金………… 80,000
小計………………… 989,858
2. 企画経費
事務経費……………………… 0
その他雑費…………………… 0
小計…………………………… 0
3. 会務経費
印刷費……………… 507,528
郵送費……………… 984,337
名簿整備費………… 167,886
会議渉外費…………… 10,000
交通費……………… 231,470
一般消耗品費………… 77,820
その他雑費…………………… 0
小計……………… 1,979,041
4. 記念事業積立金
500,000
支出計……………… 3,468,899
収入・支出差引残 4,366,070

クラブ・サークル補助金 41,866 円（1 件）の執行でした。
顕彰制度………… 社会的に顕著な活躍をした同窓生を顕彰する制度
ですが、2016 年度は「該当者なし」でした。在
校生に贈る「激励賞」については、6 団体・個人
に贈呈しました。
在校生支援……… 7 月に開催した高校 2 年生・3 年生を対象とした
「キャリアナビ①」での講演会講師（卒業生）へ
の謝礼等を補助いたしました。
その他支援金…… 大学や附属校同窓会組織へのお祝い金、本校全国
大会出場クラブ祝い金です。

特別会計

■収入
記念事業積立金…5,261,901 円になりました。
記念事業収入……500,000 円を積立いたしました。

■支出 周年記念のイベント関係での支出はありませんでした。
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●収入

●支出

積立金
記念事業繰越金…… 4,761,901
記念事業収入………… 500,000
収入計………………… 5,261,901

積立金
記念事業費…………………… 0
支出計…………………………… 0
収入・支出差引残 5,261,901

2017 年度の活動方針と予算

一般会計

基本方針
(1) 学年・クラス・サークルなど様々な形態の同窓会開催を促進し、同窓生
同士の交流と親睦を深める活動を積極的に進める。
(2) 大学生を中心に交流する機会を創出し、鳳凰会会員として意識付けを行
う。
(3) 本部役員とともに常任幹事の役割を明確にし、各種イベント企画・運営
や広報活動などを強化する。
(4) 各クラブ、サークルのOB・OG会との連携を強化する。
拡大していく同窓生に対する広報経費や活動助成金の増加についての課
題について具体的検討を行う。

●収入

●支出

1. 会費収入………5,415,000
2. 総会収入………… 40,000
3. 繰越金…………4,366,070
4. 利息その他………… 3,000
収入計…………… 9,824,070

1. 事業経費
活動助成金…………… 800,000
ｸﾗﾌﾞ・ｻｰｸﾙ補助金…… 100,000
顕彰制度…………… 1,000,000
在校生支援…………… 200,000
その他支援金………… 200,000
小計………………… 2,300,000
2. 総会経費
事務経費……………… 200,000
その他雑費…………… 100,000
小計…………………… 300,000
3. 企画経費
事務経費……………… 200,000
その他雑費…………… 600,000
小計…………………… 800,000
4. 会務経費
印刷費…………… 1,000,000
郵送費…………… 3,000,000
名簿整備費………… 200,000
会議渉外費………… 100,000
交通費……………… 250,000
一般消耗品費………… 100,000
その他雑費…………… 200,000
小計……………… 4,850,000
5. 記念事業積立金………500,000
6. 予備費………………1,074,070
支出計……………… 9,824,070

具体的な取り組み

活
報 動
告

(1) 今年度は3年に一度の「総会」と2年に一度の「大同窓会」が同時に開
催される年である。初めての試みとして「総会」と「大同窓会」を同時
に開催することにしており（11月11日（土）16：00～＠京都タワー
ホテル）、卒業生には積極的な呼びかけを行う。なお、今回は立命館宇
治1期生が中心となって企画・運営を行う予定である。
(2) 今年度予定されている「大同窓会」の開催の機会を利用し、クラブ、
サークル補助金の活用と同窓生によるクラブ・サークルづくりの呼びか
けを行う。
(3) 各クラブ、サークルのOBOG会との連携を強化し、同窓生によるクラ
ブ・サークルづくりを促進する。
(4) クラス同窓生の中心的役割を担う幹事に対し、同窓生に対する各種イベ
ント企画・運営や広報などに対し、活動しやすい環境作りのための制度
策定の検討を行う。
(5) 在校生支援の一環として、大学生による学部紹介や各種講演会などに対
して、鳳凰会として財政的支援を行う。
(6) 会報誌「鳳凰」を利用し同窓生の活躍などを伝えるとともに、母校の教
育活動を知ってもらえる機会とする。
(7) ＨＰ・Facebook・メールマガジン等を利用した各種案内のペーパレス
化や会報誌「鳳凰」の配布方法の検討・見直しに着手し、効率的な予算
運営に努める。

特別会計
●収入

●支出

積立金

積立金 記念事業費… 0
支出計………………… 0

記念事業繰越金 5,261,901
記念事業収入…… 500,000
収入計…………………… 5,761,901

私たちは活動助成金を活用して同窓会を開きました。 ＊以下は2017年3月10日以降開催分です。

■3月10日

■3月23日

た。またこの度は、活動助成金に

再び始まる大学での学びに向け

よりこの会を応援して頂きあり

て、気持ちを新たにすることが

がとうございました。

出来ました。実習中は、授業の方

2010年中学卒業（第5期生）

2013年高校卒業（3年7組）

2017年3月10日(金)午後6時

13年卒の7組女子で、学生最後

より、立命館宇治中学校5期生が

の同窓会をしました。学部の違

同窓会を行いました。
仕事の話や

い等から日頃はなかなか会えま

学生生活の話で盛り上がったり、

せんが、制服を着ていないだけ

中学・高校時代の写真をスライド

で高校の時と同じ様に笑い、話

2017年6月5日から24日にか

の温かい励ましやご指導のお蔭

ショーにしたり、
メンバーで思い

し楽しい時間が過ごせました。

けて立命館宇治中学校・高等学

で、全員が無事に2週間および3

出を振り返りました。
中学を卒業

この春から就職や院進など、環

校にて、11人の卒業生が教育実

週間の日程を修了することがで

してから7年が経ち、私たち5期

境もがらりと変わりなかなか会

習を行いました。実習最終日に

きました。教育実習生一同、大変

生も4月から社会人になります。

えなくなるかもしれませんが、

は、指導教員をはじめとするお

感謝いたしております。ありが

おかげ様で一大イベントを無事

次はお盆休みに集まろうと話し、

世話になった先生方に感謝の意

とうございました。

に終えることが出来ました。
あり

こうして会って話せる友達がい

をお伝えする会を催させていた

がとうございました。

ることがとても嬉しく思えまし

だき、11人もの先生方にお集ま

法や生徒との関わりの点で力不
■6月23日
2017年度教育実習生

りいただきました。定期考査前
のお忙しい時期にもかかわらず
実習生と楽しくお話ししてくだ
さり、先生方の変わらぬお人柄
に触れることが出来たひと時で
した。実習後に待ち受けている
教員採用試験や就職活動、また
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足を感じたり、悩んだりするこ
とも多くありましたが、先生方
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年々高まっていると感じました。
今年の体育大会は例年になく、
中学１年生から中学３年生まで学年を
超えて１つになる団結した素晴らしい雰囲気の体育大会になりました。

中学校体育大会
晴天の中、各団のオリジナリティ溢れた入場行進から始まり、団長
の熱い選手宣誓で2017年度立命館宇治中学校体育大会が始まりま
した。最初の種目である50m走・ハードル走から応援テントは大盛り
上がりで、自分たちの団を応援する姿が見られました。時にはテント
の前に出て、各クラスが作成した旗を一生懸命振る生徒もおり、終始
大盛り上がりでした。
今年の中学２年生の演技発表は新たに「ボディスラップ」を取り入
れ、全てを生徒主体で考え、取り組みました。迫力のある演技で２年生
らしく元気に踊りきりました。中学３年生の発表では、こちらも新し
く流行りの「フラッシュモブ」からダンスが始まり、見ている人たちを
楽しませてくれました。ソーラン節もさすが３年生と思わせる素晴ら
し演劇でした。また運営面では、各委員会の生徒たちを中心に道具準
備、審判、放送などスムーズに運営することができ、生徒の自主性も

猛暑日が続き熱中症などが心配される中、当日は体育祭を行うのに
とても良い天気となり最高の体育祭となりました。一ヶ月もない短い
準備期間でしたが、団長の想いが全校生徒を動
かし、協力し合って当日を迎えることができま
した。全力で走って、競技に取り掛かっている姿
はみんな輝いていました。各団、一致団結して切
磋琢磨し合ったために良い勝負ができたと思い
ます。
特に応援合戦は、応援団長、副団長を中心とし
た三年生たちで伝えたいテーマなどを含め、一
から考えました。各団、朝や昼、放課後に短い時
間の中で練習を積み重ね、様々な工夫がされた
パフォーマンスであったため、どの団が応援優
勝しても納得のいく結果であったと思います。
今年は初めて女団長が袴を着た体育祭となり、
立宇治の歴史に新たな１ページが生まれました。
協調性や団結力、多くのことを学び笑顔、涙溢れ
る体育祭となりました。

高校体育祭

さくらサイエンスで IM・
理科コース生徒が大活躍！

第 27 回関西高校模擬国連に
参加しました！

科学技術振興機構（JST）主催による「日本・アジア青少年サイエン
ス交流事業」(さくらサイエンス)が7月16日～17日、立命館大学びわ
こくさつキャンパス（BKC）で開催されました。立命館附属3校（長岡
京・宇治・守山）から各9名合計27名のサポーターが、各国の高校生
（中国100人、パキスタン20人、スリランカ10人）をお迎えし、日本
文化の紹介や、宇治平等院・稲荷大社を英語で案内。最後には長岡京
キャンパスでお別れパーティを行い、食事・ゲーム等で親交を深めま
した。本校からは理科コース２名、IMコース７名の生徒が校内の厳し
い選考を通過して参加。持ち前の積極性と英語力で、海外から引率さ
れた先生方や生徒たち、主催者側からも「さすが宇治の生徒はずば抜
けて高いパフォーマンスを発揮している。」と高い評価を頂きました。

20名の生徒が第27回関西高校模擬国連大会（Model United
Nations; MUN）に参加しました。2017年6月20日～22日の3日
間で行われたこの大会には11校から262名の高校生が参加し、
「Reducing inequality through Sustainable Development/持
続可能な開発を通じて不平等を減らす」をテーマに討論を行いました。
また、英語を用いたプレゼンテーションやディベートを通して交渉な
どのスキルを駆使し、国際政治のシステムや国連などをはじめ貧困や
飢餓、エネルギーや気候変動、教育などについての問題を考えました。
このMUNを通し、英語のスキルアップだけではなく国際政治や国連
の仕組みを学ぶよいきっかけとなりました。
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茶摘み

福島ひまわり里親プロジェクト
in Rits-Uji
６月１７日に行われたオープンキャンパスで、中学校環境委員会は
「福島ひまわり里親プロジェクト in Rits-Uji」を取り組みました。
「福島ひまわり里親プロジェクト」は、福島県の復興のシンボルとし
てひまわりを植えようと2011年5月から始まったプロジェクトで
す。プロジェクトの参加を通して、福島と全国の絆作りとして、教育対
策・雇用対策・観光対策に役立っています。
本校ではプロジェクトの趣旨に賛同し、
昨年度から取り組んでいます。
今回オープンキャンパスでは参加された児童の皆さんにひまわり
の種を植え付けてもらい、それを環境委員会で育て、花が咲いたらそ
の様子をはがきで送るという企画を考えました。
参加された児童の皆さんは環境委員の説明を真剣に聞いて楽しん
で種を植え付けていました。
夏には見事な花が咲きました。

5月22日（月）午後、夏を思わせるような晴天の中、中学１年生は学
校から太陽が丘を越えたところに位置する宇治白川において、茶摘み
と製茶工場を見学する農業体験を実施しました。
茶摘みは、立命館宇治中学校が始まって以来、毎年、服部製茶場の服
部さんにお世話になっています。まずは、服部さんからお茶で有名な
宇治の地にどのよう にしてお茶が入ってきたのかなど、お茶の歴史
についてお話を頂きました。そして、お茶の香りに包まれながら製茶
工場を見学し、お茶がどのような工程を経て できるのかについて詳
しく学びました。
お茶についての知識を頭にいっぱい詰めて、いよいよ茶摘みの体験
です。
茶葉はつやのある新芽の部分を摘むというアドバイスのもと、
み
んな一生懸命摘んでいました。
「見て見て、
こんなに摘んだ！」
と袋いっ
ぱいに摘んだ茶葉をお互いに誇らしげに見せ合う姿もありました。
生徒たちが摘んだ茶葉は、服部さんが製茶してくださり、後日、生徒
一人ひとりに配布します。中学１年生みんなで摘んだ新茶の味、どん
な仕上がりか楽しみです。

2017 年度
（4 月～7 月）
生徒の活躍

◉第70回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会

女子1500m 第2位 西内彩恵
女子1500m 第6位 又村菜月
女子3000m 第4位 西澤咲乃
◉秩父宮賜杯第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会
女子1500m 第7位 西内彩恵
◉第72回京都陸上競技選手権大会
女子1500m 第2位 片山弓華

■高校【クラブ活動】
ラクロス部 …………………………………………………………………………………
◉第12回春季ラクロスリーグ戦 準優勝
水泳部 ………………………………………………………………………………………
◉第70回京都府高等学校総合体育大会
女子 200m自由形 第6位 岡原真結（1年）
女子 400m自由形 第4位 岡原真結（1年）
◉平成29年度京都府高等学校選手権水泳競技大会
女子 400m自由形 第6位 岡原真結（1年）
女子 800m自由形 第6位 岡原真結（1年）（近畿大会出場）
柔道部 ………………………………………………………………………………………
◉平成29年度全日本カデ柔道体重別選手権大会
女子-57kg級 ベスト4 岡田恵里佳（1年）
◉第72回国民体育大会柔道競技京都府選手選考会
第2位 神田澄香（3年）
、第３位 髙木彩名（3年）
、第３位 山下紗月（2年）
◉全日本ジュニア体重別選手権京都府予選会
準優勝 神田澄香（3年）、優勝 西村瑞穂（1年）2名とも近畿大会出場
◉第70回京都府高等学校総合体育大会
女子一部 第3位 神田・河島・山下・岡田、女子二部 準優勝 髙木・山西・
西村・吉村
◉第66回全国高等学校総合体育大会柔道競技（個人試合）京都府予選
優勝 神田澄香（3年）（インターハイ出場）、準優勝 髙木彩名（3年）、
第3位 山下紗月（2年）、準優勝 岡田恵里佳（1年）
第3位 百々鈴那（1年）、準優勝 吉村帆夏（1年）
◉第66回全国高等学校総合体育大会柔道競技（団体試合）京都府予選
女子団体 優勝 神田・髙木・山下・岡田（インターハイ出場）
陸上競技部 …………………………………………………………………………………
◉平成29年金栗記念選抜陸上中・長距離熊本大会
女子高校3000m 優勝 片山弓華（3年）
◉第52回京都府高等学校春季陸上競技大会
女子3000m 第2位 高橋栞奈（2年）
◉第70回京都府高等学校総合体育大会
3年女子3000m 第2位 西澤咲乃
3年女子1500m 第2位 西内彩恵 記録賞 4分34秒59（大会新記録）

■中学【クラブ活動】
陸上競技部 …………………………………………………………………………………
◉宇治市民総合体育大会
中学女子８００ｍ 2位 津熊莉菜
中学女子１５００ｍ 2位 津熊莉菜
◉宇治市中学校陸上競技大会
共通女子８００ｍ 優勝 田渕愛実
共通女子１５００ｍ 2位 津熊莉菜
1年生男子１００ｍ 優勝 中川 蓮
◉宇治市中学校夏季陸上競技大会
男子砲丸投げ 優勝 関戸裕基
女子砲丸投げ 優勝 栢本 涼
◉山城地方中学校体育大会
陸上競技の部 男子砲丸投げ 2位 関戸裕基
アメリカンフットボール部 ………………………………………………………………
◉アメリカンフットボール NFL FLAG 2017年 春季オープン中学生関西大会
Ａブロック 優勝
女子バスケットボール部 …………………………………………………………………
◉宇治市中学校夏季バスケットボール大会 3位
男子テニス部 ………………………………………………………………………………
◉京都府中学校総合体育大会団体の部 優勝
◉京都府中学校総合体育大会男子個人の部 ダブルス 2位 森下・服部ペア
女子テニス部 ………………………………………………………………………………
◉京都府中学校総合体育大会女子個人の部 ダブルス 2位 森下・渡邉ペア

05

同窓生のみなさんへ

皆さまからの
投稿を
お待ちして
います

近況報告、同窓会の開催案内等、
お知らせください。
ただし、下記注意事項および投稿要領をご参照ください。
現在、会報紙「鳳凰」の定期号は年２回発行しています。

投稿される場合は1月および６月の各末日までにお送りください。
◆600字以内、写真がある場合は２枚以内でお願いします。
◆いただいた原稿そのままを掲載します。誤字・脱字にご注意ください。
◆卒業生本人が作成した記名記事とします。
卒業生本人が作成した記名記事とします。匿名、
偽名、
ペンネームはお断りします。
◆営利目的、
営利目的、特定の個人・団体等に対する誹謗・中傷、人権侵害、
セクシュアルハラスメントなどに繋がると思われる
不適切な表現がある場合は掲載しません。また、
「鳳凰会」の不利益となると判断される場合も掲載しません。

“同窓会”
開催に「祝い金」をお贈りします。クラブ、クラス、学年などで同窓会を大いに
開き、親睦と交流を深めましょう！
！
申請要項
鳳凰会（同窓会）では、各種同窓会の開催を奨励す
■活動助成金のお知らせ

るため、卒業生10人以上で同窓会を開いた場合、
人数に応じて「活動助成金」として祝い金をお贈り
しています。
【申請方法】
同窓会開催の前に
（２週間前までに）、所定の申請書を
事務局に提出してください。
申請書は、立命館宇治中高ホームページの「卒業生」
コ
ーナーにアクセスしてダウンロードしてください。
必要事項を記入したら、
メールまたは郵送し、事務局か
らの連絡を待ってください。
「卒業生」
コーナーのアドレス
http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/
なお、事務局あてに「申請書」を添付してメールで送り
たい場合、その方法については上記同窓会コーナーの
一番最後にある
「メールによるご連絡はこちらへ」をク
リックしてお問い合わせください。

１．同窓生10名以上の出席者があり、出席人数によって以下の金額を支出
同窓生10名以上の出席者があり、出席人数によって以下の金額を支出
します。
・10名～15名＝1万円
・16名～25名＝2万円
・26名～50名＝3万円
・51名以上＝本部役員会で決定いたします。また、同窓会終了後に代
表者による本部役員会での報告をお願いします。
なお、同一の学年、クラブ、クラスの同窓会への支給は年2回までとしま
す。ただし、出席者の4分の3以上が同じ場合は同一の申請とみなします。
また、冠婚葬祭による会合は対象外とします。
２．同窓会開催2週間前までに、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、開
催要項(日時・場所・内容・代表者は必ず2名記入)を添えて事務局へ申
請し、会長が決裁します。決裁後、事務局から連絡しますので、祝金
を事務室まで取りにきてください。
３．同窓会終了後、1週間以内に会報紙「鳳凰」へ掲載する写真一葉以上と
記事原稿（400字以内）および出席者名簿(別紙の所定用紙)、領収書
を必ず提出してください。

が15名、在籍人数総勢31名
の様々な年齢層（19歳～34
歳）
、
職種の者が集まり活動し
● クラブ・サークルを3名以上の鳳凰会会員で設立したら、
クラブ・サ
ました。設立9年目の2016
ークルを届け出てください。
「申請書」はホームページからダウン
年 度 は 、京 都 フットボ ー ル
ロードできます。
リーグ
（社会人）の1部におい
● クラブ・サークルに対して、
「一人当たり年間6千円分」または「クラ
て11位（最下位、2部降格）
ブ・サークルの年間経費の10％」のいずれか金額の低い方を上限
R（アール）
クラブ
という結果となってしまいま
として補助します。ただし、
この補助金を受けたクラブ・サークルは
年1回「決算報告」
「構成員名簿」
「鳳凰」掲載記事を提出し、総会 した。これまで、1部に昇格してからは年々順位を上げてきた流れであったこともあり、非
常に残念な結果となりました。チーム設立当初のメンバーが少なくなり、チームとして世
またはそれに代わる幹事会に出席して活動報告をしてください。
代交代の時期に来ており、試合でもそのことが影響したのではないかと感じております。
2017年度になり、新たにメンバーが加わり、2部の初戦において大量得点で勝利という
■クラブ・サークル報告
好スタートを切ることができています。今年度中に、再び1部昇格を果たし、
さらなる高み
●R
（アール）
クラブ：京都フットボールリーグ
（社会人）の1部に所属
を 目 指した い と思 い ま す 。2 0 1 6 年 度 からホ ー ム ペ ー ジ を 開 設して おりま す 。
「週末に高いレベルのサッカーを」をコンセプトに2008年に設立 http://r-club-soccer.jimdo.com/
しました。2016年度では、
立命館宇治高校卒業の元サッカー部員 【成績】第51回京都フットボールリーグ2016 1部 11位
（11チーム中）

い

事

務
お から 局
願

■クラブ・サークル補助金制度について

◆住所・氏名の変更、幹事
（クラス代表）
交代の場合は、必ず事務局までご連絡ください。
◆学校のHP上に
「卒業生」
コーナーがあります。ここから事務局へメールが送れます。

http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/

学校の様子、後輩（生徒）達の活躍ぶりは、
こちらのアドレスへアクセス！！

http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/

〒611-0031京都府宇治市広野町八軒屋谷33-1 立命館宇治中学校・高等学校事務室内
T e l：0774-41-3000 Fax：0774-41-3555
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鳳凰会事務局

