
人負担増、年金減と暗い話ばかりですが、それでも私

達は生活していかねばなりません。どのように自分

を守るか、地域社会を守るか、子供達を守るかが私達

に課せられた現状です。人が人らしく生きられるよ

うに知恵を出し合っていく時期にきているのではな

いでしようか。 

 我が母校では「人間の調和と共生」を基本に学んだ

はずです。自分自身にとっても、自分の廻りの人々に

とっても生活しやすいように自分達の足元から変え

ていけたらと願っております。 

 会員の皆様、このきびしい時期を頑張って乗り越

えていきましょう。 

 県立大学の看護学部設置に伴い、事務局が使用で

きる部屋も確保できる予定になっています。同窓会

会員も現在4,470人、それに県立看護専門学校の閉校

に伴い県立看護専門学校の同窓会も一緒にとの申し

出があり、実現した場合は、県看同窓会員3,000人を

含め、合計7,000余人規模の会員になる予定です。現

在、事務局は週一日で仕事をしていますが、時代の変

化や同窓会活動の役割に充分対応できるよう、事務

局の充実を図らなければなりません。ホームページ

をつくるにしても経費がかかると思います。求人情

報、就職情報、会員、大学の情報も発信できるように

頑張って行きたいと思っています。その為には会員

皆様方の年会費の納入をよろしくお願い致します。

それでは総会でお会いするのを楽しみにしていま

す。 

福岡県田川市伊田４３９５ 

福岡県立大学内 
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 同窓会会員の皆様お元気でお過ごし

でしょうか。各分野で精一杯ご括躍の

事と思います。 

 県立大学は、今年度、大きく飛躍の年

となりました。今までの社会学科、社会

福祉学科、人間形成学科、大学院人間社

会学研究科に加えて更に看護学科が開

設されました。福岡県における総合的な福祉社会のス

ペシャリストを養成する大学になりました。私達同窓

生も後に続く後輩達のためにも気を引き締めて行動

し、視野を広く持ち誇りをもって若き後輩達と共に学

びあい、社会に貢献出来るように努力しましょう。 

 看護学部の開設に伴いすばらしいキャンパスが出

来上がりました。最新のハイテク機器を備えた立派な

建物です。私達が学んだ頃とは天と地ほどの差があり

羨望のまなぎしで見ています。今年度は田川市の本校

で同窓会総会を行います。新しくなった母校を見学

方々お誘い合わせの上多くの方のご出席をお待ちし

ております。 

 今、世界中が不安の中にいます。北朝鮮問題、イラ

ク戦争、その戦後処理等世界的な経済危機、天災飢餓

や国内に於いては失業、リストラ、税金増、医療の個

飛躍の年 大学の発展を祈って 

福岡県立大学同窓会会長  月脚 雅子 

 

 日時：平成１５年８月１７日（日） 

    10:00～15:00 

 会場：福岡県立大学講堂 

    及び福利厚生棟 

 内容：総会  講演会 

    新キャンパス探歩 

    懇親会 

 会費：5,000円  
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葉を発見します。何だろう！私はその双葉を宝物の

ように大切に育てます。ちょうど、サン・テクジュペ

リの「星の王子さま」がバオバブの木に毎日水をやっ

たように可愛がります。 

 そうこうしているうちに、立派に成長して花が咲

きます。大抵の場合、途中で名前が分かるのですが、

まったくはじめて出会う野草もあります。名前を調

べる楽しみがあります。知識を総動員して、自分が

知っている草花の特徴と一々照合し、何に似ている

かで、何科の植物か見当を付けます。例えば、花や茎

の形がナデシコに似ているとか、ノコギリソウに似

てるとかで、植物図鑑の索引を引き探します。そのよ

うにして西新のベランダで発見した野草が、熊葛（ク

マツヅラ）科の柳花笠（ヤナギハナガサ）という名前

の帰化植物でした。直径５㎜ほどの薄紫色の小さな

花を茎の先端にたくさん付ける草丈80㎝程度の目

立たない野草です。その後福岡県立大学の周囲の路

傍や、筑後の北野町の中央公民館の裏庭でも見つけ

ました。 

 ２０００年７月、私は家内を伴ってストックホル

ムでの国際心理学会議に出席していました。市内を

散歩しているとき、中央広場のロータリーで偶然柳

花笠を発見しました。西新のベランダや、田川に咲い

ていた柳花笠がストックホルムにも咲いていたので

す。福岡とストックホルムがすごく近く感じられ嬉

しくなりました。 

 みずみずしい若葉の緑が生気を発

散しています。五月晴れの晴天の中

で、福岡県立大学創立十周年・看護学

部開設記念行事が盛大に催されまし

た。看護学部開設に伴って整備され

たキャンパスには、欅、桜、銀杏、楠、

そして芝生と緑にあふれています。 

 植物の緑は私たちの気持ちを和らげてくれます。

美しい花は目を楽しませてくれます。西新の住宅で

は、毎朝ベランダを観察するのが私の日課でした。観

察は大げさで、ベランダの植物の成長や変化を見る

ことです。毎日見ていると、ベランダの植物の１本１

本の小さな変化が分かるようになります。球根の芽

が出る前の土の盛り上がりや花芽のふくらみなどを

発見すると、楽しくてわくわくします。 

 もっと楽しいことがあります。ベランダには、雀を

筆頭に、四十雀や山雀、メジロ、大きいのは、ヒヨド

リやカラスまで来ます。鳥は糞をするのであまり歓

迎しません。特に土鳩はその上に巣作りまでします

ので、招かれざる客です。しかし、鳥は糞の中や羽に

植物の種をつけて運んできます。時々、見慣れない双

クマツヅラ科ヤナギハナガサ 

学長 橋 口 捷 久 

 

 福岡県立大学は、近年、大きく変わりつつありま

す。まず、２００３年度から看護学部が開設され、二

学部体制になりました。さらに、近いうちには、国立

大学のすぐ後に独立行政法人になろうとしていま

す。これは、大学をさらに大きく変えることになるで

しょう。その意味を同窓会と大学との関係という視

点から考えてみます。 

  

 独立行政法人の特徴の１つに、意思決定の迅速化

があります。これは、今までの評議会・教授会の合議

に代わって、学長・役員会が決定権をもつことによ

り、実現されます。なぜ、意思決定を迅速にする必要

があるのでしょうか。それは、これから激しくなる大

学間競争において、各大学の特色を出す改革をより

早く実行させるためです。競争による大学の淘汰は、

早く進むものと予想されます。のんびりと改革を進

めていると、どの大学も自らの特徴をだせないまま

淘汰され、あるいは生き残っていきます。生き残った

大学は、それからゆっくりと大学改革をすればいい

ではないか、と思われるかもしれないが、それでは、

国際的水準にますます遅れてしまいます。 

 これからは、例えば、研究に重点を置き、先端技術

の開発等に結びつく成果を次々と出す大学や、教育

に重点を置き優れた人材を社会に送り出す大学な

ど、それぞれに特色をもつことが、社会的に見て望ま

しいわけです。 

 では、福岡県立大学は、どういった特色を出せばい

いのでしょうか。おそらく答えは、地域貢献と教育に

あるでしょう。 

 もちろん、看護系や福祉系では、特許に結びつくよ

うな社会的効果の分かりやすい研究もなされるで

しょうし、それ以外に地道な研究もなされるでしょ

う。しかし、それはあくまでも個人としての研究者に

よるものであり、大学としての重点的課題は、地域貢

献と人材養成＝教育にあると思われます。 

 教育を充実させるということは、授業の改善を行

うことのほか、学生の自主的学習に対する支援や学

習・進路等に対する個別指導をきめ細かくすること

も必要となるでしょう。 

 そして、学生を社会に送り出すときの就職支援も、

大学に求められます。この就職支援は、３年生後半か

変動する大学環境と福岡県立大学 

人間社会学部教授 平野 泰朗 
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1,看護学部棟完成を記念し、同窓会より寄贈 
 平成１５年４月県立大学に看護学部が設置され、看

護学部看護学科生81名が入学しました。入学式に先

駆け、講堂を含む管理棟、福利厚生棟、看護学部棟等

の新キャンパスが２月に完成、同窓会より寄贈を行い

ました。寄贈については、平成１３年度同窓会総会に

於いて承認され、具体的な寄贈の品物の選定は、三役

に一任、寄贈品にかかる費用は、特別会計より３００

万を捻出することとなっていました。なお金額につき

ましては、社会保育短期大学同窓会が、県立大学同窓

会として一本化され、平成１４年度末までの特別会計

への繰入金が３００万円であることを根拠としまし

た。 

 寄贈品の選定には、三役学長懇談会を開催し、大学

側からの要望を聞き、業者からの説明を受けるなど

し、十分に吟味した上で、平成１５年２月の幹事会に

て幹事の方々への説明を行い、講堂への難聴者磁気誘

導システムの設置を決定いたしました。 

 難聴者磁気誘導システムとは、難聴者の方が補聴器

（自分愛用のもの）または、専用の受信器（補聴器を

持っていない人用に会場で準備するもの）を使用しな

がら、講演会会場などでマイクから出てくる音を聞き

やすくするものです。紙をめくる音や咳払いなどの雑

音を避け、講演者、司会者等のマイクからの声を鮮明

に受信できるシステムです。 

 今年の同窓会総会では磁気誘導システムの体験時

間も設けたいと思います。是非、総会に参加いただき、

体感して下さい。 

 なお、今回の寄贈に対し、平成

１５年５月９日県立大学創立十

周年・看護学部開設記念式典に

於いて、学長より同窓会に感謝

状をいただいております。 

 

2,福岡県立大学十周年記念事業参加呼びかけ 
 平成１５年５月９日・１０日に福岡県立大学創立十

周年・看護学部開設記念事業が行われました。同窓会

会員全てに呼びかけることはできませんでしたが、同

窓会幹事並びに福岡県内在住の県立大学卒業生に対

して、案内状とチラシを送付し、参加を呼びかけまし

た。また、県立大学十周年を記念し、「福岡県立大学

１０年誌」を大学が発行することとなり、同窓会から

県立大学卒業生に原稿依頼をしました。また県立大

学同窓会の歩みと活動について掲載しました。 

 

3,県立看護専門学校同窓会の加入について 
 平成１３年夏、福岡県立看護専門学校同窓会総会

で、福岡県立大学同窓会との交流を願い、一緒に活動

していきたいとの意向がで決議され、本同窓会に申

し出がありました。 

 本同窓会では、その意向を受け、県立看護専門学校

の県立大学同窓会への参加を検討していくことを総

会で決議いたしました。 

 平成１３年秋には、県立看護専門学校同窓会役員

並びに同窓会あり方委員会と本同窓会三役並びに事

務局が集まり情報交換を行いました。 

 平成１５年１月、県立看護専門学校同窓会より、

「福岡県立看護専門学校同窓会を福岡県立大学同窓

会に移行することについて」の趣意書が提出され、本

同窓会では三役でこれについての回答書を作成致し

ました。 

 回答書では「県立大学同窓会は既存の同窓会であ

り、県立看護専門学校同窓会が移行を計るには、県立

看護専門学校同窓会員の県立大学同窓会への加入と

いう形での統合になる」ことを明記し、現在の県立看

護専門学校同窓会と県立大学同窓会の会則の相違点

や活動の相違点について県立看護専門学校に検討頂

きたい旨を文書で送付いたしました。 

 平成１５年５月には県立看護専門学校同窓会よ

り、この回答書への回答という形で文書がきており

ます。現在、県立看護専門学校同窓会会員の本同窓会

への加入の具体的な話し合いに入っていく段階にき

ております。 

 県立看護専門学校同窓会会員の加入には会則の改

正その他検討していく事項もありますが、まずは、同

窓会会員の皆様のご理解を得て、県立看護専門学校

同窓会会員を受け入れ、会員相互の協力、親和関係を

築くことが必要となります。出身校の違う卒業生が

看護学部設置に伴う同窓会の取り組み 

ら４年生にかけての就職活動の時期にのみ行われる

わけではありません。仕事に就くとはどういうこと

か、働く現場では何が求められるかということを、で

きるだけ早く学生に聞かせ、自分の働くイメージを

具体的に描けるようにすることも含まれます。こう

した場面で、大学は、現場の声の提供者として同窓会

に大きく頼っていくことになるでしょう。同時に、具

体的な就職情報の提供をも、同窓会にお願いするこ

とになるでしょう。とくに看護は、これまで全く伝統

のない領域であるだけに、今までの同窓会だけでな

く、県立看護専門学校の同窓会にも依存せざるをえ

ないでしょう。両同窓会ができるだけ早く統合ない

し協力をしてくださることを大学の一員としては、

希望します。 

 福岡県立大学が、地域貢献と広い意味での福祉系

人材の養成を特色とする限り、同窓会とのより緊密

な連携が必要になっていきます。大学としては、その

辺りの事情を同窓会にご理解いただき、ご協力をお

願いできればありがたいと思っています。 
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校が閉校になる寂しさは、養成所、社保短出身の会員

の方々には充分ご理解頂けることでしょう。 

 県立大学同窓会は大学変革に対応して、変革、拡

充、強化を迫られています。県立看護専門学校同窓会

会員を県立大学同窓会会員として迎え入れ、同窓会

活動の強化を図る為に、会員の皆様のますますのご

支援、ご協力をお願いいたします。 

会報アンケート結果 

 昨年会報１０号発送の折りに、会報についてのアンケートを同封いた

しました。3,655名の会報発送者のうち、255名の方より回答をお寄せ頂

きました。ご協力に感謝し、ここにアンケート結果を報告します。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1. 必ず読む　　

2. 興味あるものだ
け読む

3. 読まない
Ⅰ．会報発行期間はどのくらいが良いとお考えです

か  

  人数 比率 

1. 毎年1回     169 66.3% 

2. 2年に1回   54 21.2% 

27 10.6% 3. 3年～5年に1回  

4. 無回答  5 2.0% 

合計  255 100.0% 

Ⅱ．送付された会報に目を通しますか？  

   人数 比率 

1. 必ず読む    143 56.1% 

2. 興味あるものだけ読む  107 42.0% 

0 0.0% 3. 読まない  

4. 無回答   5 2.0% 

合計   255 100.0% 

Ⅲ．過去の会報で役に立った記事、印

象に残った記事はありますか  

 比率 人数 

1. ある 42.7% 109 

2. ない 36.9% 94 

3.無回答 20.4% 52 

合計 100.0% 255 

Ⅳ．会報の記事の量について  

  人数 比率 

26 10.2% 1. 多い         

2. ちょうどよい  215 84.3% 

3. 少ない  5 2.0% 

4. 無回答  9 3.5% 

合計  255 100.0% 

Ⅴ．10号で読んでおもしろかった又は役に立った

記事を選んでください （複数回答可）  

   人数 比率 

会長挨拶         27 10.6% 

学長挨拶   42 16.5% 

総会報告   27 10.6% 

名簿アンケート結果       41 16.1% 

追悼コーナー  84 32.9% 

同窓会ジョブネットワーク     38 14.9% 

県大の今   137 53.7% 

教員動向      46 18.0% 

55 21.6% 県大生就職状況  

サークル紹介  26 10.2% 

お仕事Ｑ＆Ａ         41 16.1% 

あれこれトピック  32 12.5% 

同窓生の声     156 61.2% 

その他   7 2.7% 

送ればいいのではないでしょうか？読んでない人も

かなりいると思います。資源の無駄ではないですか？ 

○ 養成所、短大、県大の同窓会を一体と考えてくれて

いる企画にとても感謝している。なぜならば青春時代

一生懸命かんばり、そう願ったから。 

○ アンケートの結果が来年掲載されるのですね。回

答者の背景が出ると面白かったのにと思います。①年

代②居住地③現役かＯＢか 

○ 悩みを打ち明けて語れるコーナー等もあれば、複

雑化した現代事情の中でお互い知恵を出し合いヒン

トを見つける手がかりが見つかると考えます。 

○ 在学中お世話になった田川市社協、湯山荘、手話

サークルの方々等と地域の現在の状況をレポートし

てほしいです。また神幸祭、銀天街、駅前などの懐か

しさにふれてみたいと思います。 

○ 写真付きの同窓生の声、とても楽しく拝見いたし

ました。懐かしさでいっぱいです。 

○ 県大の方から就職先等の紹介などの要望があれ

ば、情報をよせてほしいなど載せたらどうでしょう

か？研修会、催し物など載せてくださると助かりま

す。 

アンケート自由記述 

集い一つの同窓会を構成していくことになります。 

 私たちの出身校は、保育者養成校として出発し、先

輩方の短大昇格運動を経て、社会福祉科と保育科を

もつ短大そして、心理学や社会学を含んだ人間社会

学部の大学へと発展してきました。その大学が、看護

学部の設置により、大きく飛躍しようとしています。 

 この看護学部の前身となります県立看護専門学校

卒業生の県立大学看護学部設置を喜ぶ気持ちと出身

○ 同窓生の声で同期生の分が無いので、なるべく小行

でもいいので、たくさんの期生をのせれるようにして欲

しい。知らない人の分を読むより友達の声を知りたい人

が多いのではと思う。 

○ 卒業生の実践現場での近況報告（福祉職、保育職、心

理職など） 

 卒業生のネットワークで仕事の求人コーナー（フルタ

イム、パートタイムともに）、 おすすめの書籍「紹介コー

ナー」（先生方よりの）、 図書館の新刊書情報 

○ 早くホームページが開設されて、そこで卒業生同志

のコミュニケーションがとれれば思います。これからも

よろしくお願いします。 

○ 事務局からの郵便物をいただくたびに社保短の事を

思い出します。ありがとうございます。卒業後、一度も

（社保短）県大に行く事はありませんが、同窓会事務局

のおかげで、大学とつながっている事が実感できてうれ

しく思います。 

○ 会報は年会費を何年も納めてない人には送らな

くてもいいのでは？また納めている人も希望者だけに
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 「福岡県立大学１０年誌」購入希望の方は、同封の振り込

み用紙（年会費振り込みと共通）に「１０年誌希望」と記入

の上、1,200円を郵便局にてお振り込み下さい。同窓会より発

送いたします。 
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＜アンケート集計を終えて＞ 
 アンケートご協力ありがとうございました。全ての

方のご意見を掲載したく思いましたが、紙面の都合上

代表的な意見を掲載させていただくことにしました。 

 会報アンケートの結果を今後の会報編集に生かし、

○ 資格取得についての情報があるといいなと思いま

した。 

○ これからも公開講座の情報があったら載せてくだ

さい。 

○ 会報を定期的に出すことは容易でないと思います

が、同窓会の組織強化充実に欠かせない事業内容です

から、ぜひ努めてください。母校の発展にとって、同窓

生の社会における活躍は大きな力であり希望です。連

帯の輪をしっかりとつくってよい同窓会活動を行って

ください。（旧教員：松永 俊文） 

○ 学校が大きくなるのに驚いています。何れ短大設立

初期のことを投稿しようかと思っています。    

（旧教員 内海 洋一） 

＜武内先生を偲んで＞ 
社保短９期 加藤雅子 

 私と武内先生の出会いは、短大の２年の春でした。ウ

エーブのかかった長めの髪にたばこの香り。第１印象

はやっぱり芸術家！大人の男の人！という印象でし

た。その頃保育科５５名は７人の先生方とホームとい

う名前で、１ホーム７，８人のグループで分かれていま

した。私は武内ホームでした。学生寮に入っていた私は

寮生らと一緒にピアノの練習もそこそこによくホーム

に集まっていました。記憶力のない私にとって、そこで

先生と何を話したのか、一片のことばすら思い出せな

いのですが、何だかいつもあったかくて優しい先生の

そばにいるだけで和んでいたように思います。先生は

時々香りの良いコーヒーを入れてくださいました。（今

だから、明かす事実（？））木造校舎の一つの部屋で先

生のおだやかな笑顔にみんなの笑い声。時々意味不明

なことを言って自分で受け、大笑いする先生をみてお

かしくなったりしたこともありました。みんな先生の

ことが大好きでした。美術の先生であり、偉大な先生で

はありますが、私にとっては、ホームの先生、心のホー

ムの先生だったなと思います。画家武内勝彦ではなく、

先生と生徒としてめぐり会えたことに感謝したいで

す。先生ありがとうございました。ゆっくり休んで下さ

い。 

教職員追悼 
＜あの日の笑顔＞ 

    社保短２０期  森本 美津子 

 学生生活の中で、いちばん楽しかった短大時代。同

じ目的に向かって一緒に勉強した仲間たち。その中

で、私は武内先生と出会いました。まるで、映画に出

てくる「チャップリン」のような先生。それが第一印

象でした。武内先生の部屋に入ると、朝からコーヒー

のいい香りがしていて、いつも何人かの学生がソフｧに

座り、先生とおしゃべりをしていましたね。将来のこ

と、恋愛のこと、おしゃれのこと・・・・・若くて多

感な私達は、何度夜明けまで先生といっしょに語り

合ったことでしょうか。淡いパステルカラーの武内先

生の絵は、そんな先生の人柄をあらわしているかのよ

うです。もう少し、長生きしてほしかったです、先

生。今度の同窓会に先生の顔が見れないのはとてもさ

びしいです。今でも、学生達の中に座って、ニコニコ

と黙って話を聞いている先生の顔が頭に浮かびます。 

会員の方に有意義な情報、インターラクティヴな送受

信を目指し、会報の編集に取り組んでいきます。今後も

ご意見・ご感想をお寄せくださいますようお願いいた

します。 

 なお今回編集で改善した点は 

① 従来のスタイルで、好評なものは継続する。 

② 同窓生の声の他に短い近況報告を掲載する。 

名簿発行作業等で、印刷の残りがあった返信葉書を

利用して、約９００名の方に近況報告原稿を依頼しま

した。反響は大きく、紙面に掲載できないのではと思わ

れるほどの返信がありました。また、来年度の会報１２

号編集に向けて、本号送付時に近況報告返信葉書を同

封させていただくことにしました。（今回同封のものを

送信いただきますと来年の会報掲載となります） 

③ 読みやすい紙面になるようデザイン、編集を工夫

する。（これはこれからの大きな課題です） 

今回、同窓会への求人・求職情報はありませんで

した。昨年求職に掲載された情報について同窓会

事務局に問い合わせがあり、筑豊地区事務職を希

望なさった方は、現在筑豊地区で勤務中です。会

員の皆さんの情報をお持ちしています。 

同窓会ジョブネットワーク 



平成１３・１４年度同窓会事業報告 
１ 会報の発行 
  第9号(2001年)・第10号(2002年)を定期発行。 
  卒業・入学時に臨時号を発行。 
２ 会員名簿作成・発行 
  会員の住所・氏名を調査し、名簿整理を実施する。 
  住所不明者のリストを作成、会報発送時に同封  

し、会員の住所判明に努力する。 
  卒業生については、新住所報告を依頼し、通知  

により名簿を作成する。 
３ 同窓会総会の開催（北九州地域） 
４ 大学の発展に関する協力  
  大学主催の事業等に協力する。 
５ 学生の就職活動への援助 
  卒業生へ就職情報提供を呼びかける。 
６ 同窓会運営の充実 
 ①運営に関する諸規程の整備 
  常任幹事会にて、諸規程の審議・整備を行う。 
 ②会費納入の要請・徴収 

会報発送の際、年会費の振込用紙を同封すると  
ともに、会費納入の要請をする。 

７ 同窓会活動の調査・研究 
 
 
 
 

 
 
 

平成15年3月末日 
 ＜活動状況＞ 
２００１年 
4/7  大学入学式入学生に祝電・花スタンド贈る 
       入学生に向けて同窓会会報臨時号発行 
     入学式にて同窓会入会金徴収 
4/17   第３回名簿調査カード送付 
5/8  嵯峨山先生遺作展に花スタンド贈呈 
6/17 三役会・幹事会開催 同窓会会報9号発行承認 

7/1 会報第9号発行（ 同窓会総会案内・会費納入願い・      
各期連絡文書を同封） 

   平成13･14年度会費徴収開始 
8/19    同窓会総会・懇親会 
    （北九州市：八幡ロイヤルホテル） 
    平成11･12年度事業報告･決算報告･監査報告 
    平成13･14年度事業計画案・予算案審議  
10/13  福岡県立看護専門学校同窓会三役との懇談会 
11/6    学長・三役懇談会開催  
  
２００２年    
2/4   保田井学長退官記念講義を会長他会員聴衆花束     

並びに記念品の贈呈 
2/18 第３回名簿作成委員会開催 
2/18 同窓会名簿発送 
         名簿購入者に対してアンケート実施 
3/18 大学卒業証書・学位授与式に祝電・花スタンドを

贈る 
   卒業生へ向けて同窓会会報発行 
4/7  保田井前学長告別式に弔電送信・献花を行う。 
4/8  大学入学式入学生に祝電・花スタンド贈る 
       入学生に向けて同窓会会報発行 
     入学式にて同窓会入会金徴収 
6/23 同窓会三役会・幹事会開催 
   同窓会会報10号発行承認 
8/1   同窓会会報第10号発行 
    会費未納者へ向けて会費納入願い送付 
    名簿アンケートの集計結果掲載 
10/28 武内勝彦元県大教授告別式に際し弔電送信 
 
２００３年 
1/21   三役会開催 
   学長・三役懇談会開催 
2/16 三役会・幹事会開催 
3/14   県立大学看護学部棟落成式に三役出席 
    記念式典演奏費拠出 
   看護学部設置に伴う寄付贈与 
   （大講堂に難聴者支援システム設置） 
3/18   大学卒業証書・学位授与式に祝電・花スタンドを贈

る 
    卒業生へ向けて同窓会会報発行 
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同窓会年会費納入状況 

 養成所 短大 県大 大学院 全体 

納入率 44% 21% 10％ 38% 23% 

同窓会総会でこのことについて審議いたします。 

１ 会報の発行 
  第11号(2003年)・第12号(2004年)を定期発行。 
  卒業・入学時に臨時号を発行。 
２ 会員名簿の整理 

会員の連絡先・氏名等変更の際、随時会員の通                          
知により名簿整理を実施する。 

３ 同窓会総会の開催（田川：県立大学） 
４ 大学の発展に関する協力 
  看護学部設置に伴う寄附  
  大学主催の事業等に協力する。 
５ 学生の就職活動への援助 
  卒業生へ就職情報提供を呼びかける。 
６ 同窓会運営の充実 
 ①運営に関する諸規程の整備 
  常任幹事会にて、諸規程の審議・整備を行う。 
 ②会費納入の要請・徴収 
  会報発送の際、年会費の振込用紙を同封するとと

もに、会費納入の要請をする。 
７ 同窓会活動の調査・研究 
  他大学同窓会アンケート集計・分析 
   
＜活動予定＞ 
 
２００３年 
4/8    大学入学式入学生に祝電・花スタンド贈呈 
           入学生に向けて同窓会会報臨時号発行 
     入学式にて同窓会入会金徴収 
5/9･10 県立大学十周年・看護学部開設記念事業参加 
6/15  三役会議開催・幹事会開催 
     会報11号発行承認  

     会報編集委員会開催 
7/上旬  同窓会会報第11号発行・郵送 
7/上旬  平成15・16年度会費徴収開始 
7/中旬  他大学アンケート集計  
8/17    同窓会総会・懇親会開催 
     （田川市：福岡県立大学） 
     H13･14年度事業報告・決算報告・監査報告 
     H15･16年度事業計画案・予算案審議  
10/下旬 常任幹事会開催  
11/下旬  会報編集委員会開催 
 
２００４年 
2/中旬  常任幹事会開催 
3/中旬  福岡県立大学卒業式に際し、祝電・花スタ

ンド贈呈 
     卒業生に向けて同窓会会報臨時号発行 
4/上旬  福岡県立大学入学式に際し、祝電・花スタ

ンド贈呈 
     入学生に向けて同窓会会報臨時号発行 
     入学式に同窓会入会金徴収 
5/中旬  会報編集委員会開催 
6/中旬  三役会議開催・幹事会開催 
     会報第12号発行承認 
6/下旬  同窓会会報第12号発行・郵送 
7/上旬  平成16年度会費徴収開始 
11/下旬 会報編集委員会開催 
 
２００５年  
2/中旬  三役会議開催・常任幹事会開催 
3/中旬  福岡県立大学卒業証書・学位記授与式 
     祝電送信・花スタンド贈呈 
     卒業生に向けて同窓会会報臨時号発行 

平成１５・１６年度同窓会事業計画 

福岡県立大学同窓会会報 
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平 成 １３・１４ 年 度 決 算 報 告  

 ○一般会計  
平成１３年度決算   平成14年度決算 

 大項目 中項目 予算額 決算額 増減 内訳 予算額 決算額 増減 内訳 

収 

入   

１繰越金 (1)繰越金 3,823,773  3,823,773  0 2000年度繰越金 3,864,173  3,846,849  △ 17,324 2001年度繰越金 

２経常収入 (1)入会金収入 1,620,000  1,830,000  210,000 入会金（183名） 1,620,000  1,740,000  120,000 入会金 

 (2)年会費収入 2,100,000  1,428,000  △ 672,000 年会費(476名） 300,000  601,500  297,000 年会費 

３臨時収入 (1)売上金収入 0  487,500  487,500 名簿売上金（193部） 0  32,500  30,000 名簿売上金 

 (2)寄付金収入 50,000  7,000  △ 43,000  50,000  340  △ 49,660  

 (3)諸収入 500,000  360,000  △ 140,000 総会参加費(72名） 0  0  0  

 (4)雑収入 0  149,698  149,698 特別会計より（6,720)  0  28,274  28,274 口座解約(26,000)  

 収入合計 8,093,773  8,085,971  △ 7,802  5,834,173  6,249,463  408,290  

支 

出  

１事務局費  1,623,730  1,578,964  44,766  1,179,610  1,235,405  △ 55,795  

 (1)会議費 90,000  70,648  19,352 三役会・幹事会 40,000  42,148  △ 2,148 三役会・幹事会 

 (2)旅費 144,000  110,480  33,520 三役会・幹事会 64,000  95,600  △ 31,600 三役会・幹事会 

 (3)印刷消耗費 80,340  28,042  52,298 インク・用紙・文具 80,340  30,578  49,762 インク・用紙・文具 

 (4)備品費 250,000  0  250,000 ノートパソコン 30,000  203,700  △ 173,700 ノートパソコン 

 (5)人件費 892,320  1,199,290  △ 306,970 賃金 811,200  738,990  72,210 賃金 

 (6)通信費 83,070  74,451  8,619 郵便代・電話代 70,070  69,792  278 郵便代・電話代 

 (7)渉外費 74,000  87,128  △ 13,128 花代・祝電 74,000  42,627  31,373 花代・祝電 

 (8)雑費 10,000  8,925  1,075 貸金庫使用料 10,000  11,970  △ 1,970 貸金庫 

２事業費  1,985,870  2,090,158  △ 104,288  972,630  837,163  135,467  

 (1)会議費 737,000  573,100  163,900 総会打合せ・同窓会総会 7,000  0  7,000 編集委員会 

 (2)旅費 39,000  50,198  △ 11,198 総会打合せ 9,000  0  9,000 編集委員会 

 (3)印刷消耗費 287,250  459,779  △ 172,529 会報印刷 158,750  347,808  △ 189,058 会報印刷 

 (4)通信費 407,000  469,400  △ 62,400 会報送付 360,000  378,370  △ 18,370 会報送付 

 (5)人件費 165,620  390,856  △ 225,236 会報送付・総会 87,880  89,985  △ 2,105 会報送付作業 

 (6)寄付金 300,000  100,000  200,000 大学への協力 300,000  20,000  280,000 大学への協力金 

 (7)謝金 50,000  46,825  3,175 講演会講師謝金 50,000  1,000  49,000  

３予備費  620,000  570,000  50,000  620,000  502,500  117,500  

 (1)特別会計繰出 500,000  500,000  0  500,000  500,000  0  

 (2)予備費 120,000  70,000  50,000  120,000  2,500  117,500  

４繰越金 (1)繰越金 3,864,173  3,846,849  17,324  3,061,933  3,674,395  △ 605,462  
  支出合計 8,093,773  8,085,971  7,802  5,834,173  6,249,463  △ 408,290  

 ○特別会計     
平成１３年度・平成１４年度決算  

項目  予算額 決算額 増減 内訳 
収 

入  

繰越金  19,634,936  19,634,936  0  
利息   60,000  9,076  △ 50,924  
繰入金  1,000,000  1,000,000  0 一般会計より 
合計  20,694,936  20,644,012  △ 50,924  
繰出金  60,000  9,076  50,924  利息分を一般会計へ 支 

出   繰越金  20,634,936  20,634,936  0   

合計  20,694,936  20,644,012  50,924   

名簿作成決算報告     
 項目 予算 決算 増減 内訳 

収 

入  

名簿売上金 2,500,000  1,337,500  1,162,500 354冊(H12)193冊(H13) 

広告料 15,200  85,000  △ 69,800  

同窓会事業費から支出  799,680  △ 799,680  

収入合計 2,515,200  2,222,180  293,020  

支 

出  

会議費 21,000  20,500  △ 500  

旅費 30,000  20,460  △ 9,540  

印刷消耗費 239,500  233,638  △ 5,862  

名簿印刷費 614,400  788,235  173,835 800部印刷 

通信費 1,340,000  843,115  △ 496,885  

人件費 270,300  245,871  △ 24,429  

予備費  70,000  70,000 二重払い返却27名 

残金同窓会へ繰り出し  361  361  

支出合計 2,515,200  2,222,180  △ 293,020  

会計帳簿及び関係書類監査の結果、上記の通り相違ありません。 

 

  平成１５年７月１日 

    会計監査  水ノ江  久子    石本 光輝 

  平 成 １５・１６ 年 度 予算（案）  

 ○一般会計  
平成１５年度予算   平成１６年度予算 

 大項目 中項目 予算額 平成13年度予算額 内訳 予算額 内訳 平成14年度予算額 

収

入  
１繰越金 (1)繰越金 3,674,395  3,823,773  繰越金 4,218,125  前年度繰越金 3,864,173  
２経常収入 (1)入会金収入 2,420,000  1,620,000  入学者*\10,000 2,420,000  入学者*\10,000 1,620,000  

 (2)年会費収入 2,100,000  2,100,000  会員数*納入率*\3,000 450,000  会員数*年会費納入率*\1,500 300,000  
３臨時収入 (1)売上金収入 80,000  0  冊子販売単価*売上個数 0   0  

 (2)寄付金収入 50,000  50,000   50,000   50,000  
 (3)諸収入 500,000  500,000  総会参加費\5,000*参加人数 0   0  

 (4)雑収入 0  0   0   0  
 収入合計 8,824,395  8,093,773   7,138,125   5,834,173  

支

出   
１事務局費  1,550,500  1,623,730   1,523,340   1,179,610  

 (1)会議費 75,900  90,000  三役会 幹事会 76,800  三役会 常任幹事会 幹事会 40,000  
 (2)旅費 139,750  144,000  三役会 常任幹事会 幹事会 142,000  三役会 常任幹事会 幹事会 64,000  
 (3)印刷消耗費 46,070  80,340  インク 文具 42,410  インク 文具 80,340  
 (4)備品費 120,000  250,000   120,000   30,000  
 (5)人件費 1,007,240  892,320  賃金（事務日数*日額） 980,200  賃金（事務日数*\6,760） 811,200  
 (6)通信費 76,380  83,070  郵便代 電話代 76,770  郵便代 電話代  70,070  
 (7)渉外費 73,500  74,000  卒業・入学式花代・祝電 73,500  卒業・入学式花代・祝電 74,000  
 (8)雑費 11,660  10,000  貸金庫使用料 11,660  貸金庫使用料 10,000  

２事業費  2,505,770  1,985,870   1,490,280   972,630  
 (1)会議費 720,000  737,000  総会打合せ 同窓会総会 5,000  編集委員会 7,000  
 (2)旅費 37,500  39,000  編集委員会、総会打合せ 7,500  編集委員会 9,000  
 (3)印刷消耗費 571,470  287,250  印刷代 431,580  印刷代 158,750  
 (4)通信費 638,800  407,000  会報送付、返信郵便代 588,200  会報送付、返信郵便代 360,000  
 (5)人件費 138,000  165,620  会報送付作業、総会ｱﾙﾊﾞｲﾄ 108,000  会報送付作業ｱﾙﾊﾞｲﾄ 87,880  
 (6)寄付金 300,000  300,000  大学への協力 300,000  大学への協力金 300,000  
 (7)謝金 100,000  50,000  総会講演会講師謝金他 50,000  謝金 50,000  

３予備費  550,000  620,000   550,000   620,000  
 (1)特別会計繰入金 500,000  500,000   500,000   500,000  
 (2)予備費 50,000  120,000   50,000   120,000  

４繰越金 (1)繰越金 4,218,125  3,864,173   3,574,505   3,061,933  
 支出合計 8,824,395  8,093,773   7,138,125   5,834,173  

 ○特別会計  

 平成１５・１６年度予算  

   項目    予算額 内訳 
収

入   

繰越金  20,634,936   
利息  6,000  3000*2 
繰入金  1,000,000  一般会計(500,000*2) 
合計  21,640,936   

支

出  

繰出金  6,000  利息分を一般会計へ 
特別事業費  3,000,000  看護学部開設に伴う寄付 
繰越金  18,634,936   
合計  21,640,936   



ものがないため、実際を知らず理論だけが先行し、不

安定になりがちなところを、理論と実際とを結びつ

ける機会をNPOによって持つことができ、良いバラ

ンスが取れています。私自身、大学は、社会に出て行

くための準備段階だと考えています。その準備段階

で、NPOにボラン

ティアとして参加

し、あらゆる活動

を行い、地域、また

様々な社会人と触

れ合うことの場が

あるということは

○ NPO福祉用具ネット 
社会福祉学科4年生 高橋 聡明 

 福岡県立大学生涯福祉センター内には、NPO福祉

用具ネットが設立されています。 

NPO福祉用具ネットは、地域の福祉に寄与する事業

を行っています。私は、このNPOにボランティアとし

て参加しており、学生ボランティア仲間12名と一緒

に方城町のバリアフリー調査、福祉用具の活用及び住

環境の整備に関するセミナーなどの活動に参加して

きました。大学のカリキュラムには、こうした地域で

の活動の場という 

 平成１４年度の本学卒業生の就職状況は、４月１４

日現在で右記一覧のとおりです。卒業生１５７名中、

就職希望者は１１５名。就職決定者は９９名で、就職

決定率は８６％となっています。前年度は社会学科８

６％、社会福祉学科８８％、人間形成学科７８％でし

た。最近は進路未定者やフリーターも多く、早期段階

における就職意識の確立が必要と思われます。就職状

況は、依然として厳しい状況で、企業は言うに及ば

す、社会福祉職場にもその波が押し寄せているようで

す。 

 就 

職 

希 

望 

者 

民

間

企

業 

病

院 

社

会

福

祉 

施

設 

公

務

員 

合

計 

就

職

率 

(%) 

大

学

院

進

学 

専

門

学

校

等 

そ

の

他 

社会学科(50) 35 24 1 1 1 27 77 0 3 12 

社会福祉学科(54) 48 2 9 28 3 42 88 1 0 5 

人間形成学科(53) 32 11 1 11 7 30 94 6 6 4 

計(157) 115 37 11 40 11 99 86 7 9 21 

   在学生・卒業生への求人情報提供に

つきましては、同窓会活動として取り

組んでいます。職場や関係機関での求

人情報がありましたら、県大学生課ま

で、是非ご連絡下さい。 

TEL  0947-42-2118  
（福岡県立大学 学生課） 

県大生の就職状況（平成 14年度卒業生） 

サークル等紹介 

福岡県立大学同窓会会報 Page 8 

＜退職・転学された先生＞ 
   かっこ内は在職期間 

亀谷 秀樹 教授 
(H4.4.1～H15.3.31) 
興津 真理子 
（H12.4.1～H15.3.31） 
＜新しく着任された先生＞ 

かっこ内は着任日 
麦島 剛 講師(H15.4.1) 
本多 潤子 助手(H15.6.1) 

人間社会学部教員動向 看護学部新任教員紹介 
【実験看護学】 
森山 信男 教授  
小木曽 映子 助教授    
有泉 高史 助教授  
河田 みどり 講師  
飛騨 浩一 助手    
 
【基礎看護学】 
中野 榮子 教授  
永嶋 由理子 助教授  
和泉 成子 助教授    
高橋 清美 助手    
加藤 法子 助手    
佐藤 友美 助手  
 
【家族・在宅看護学】 
松原 まなみ 教授  
小路 ますみ 助教授  
渕野 由夏 講師  
大倉 美鶴 助手  

【精神看護学】 
Adlr  Collins  JE-KAN 
講師  
 
【成人看護学】 
大見 由紀子 助手    
芥川 清香 助手    
手島 聖子 助手  
   
【老年看護学】 
上村 美智留 助教授  
福田 珠恵 助手   
 
【女性看護学】 
古田 祐子 助教授  
鳥越 郁代 助教授  
浅野 美智留 講師 
石村 美由紀 助手    
 

【小児看護学】 
松尾 ひとみ 助教授  
飯島 喜子 講師    
原  知子 助手    
大森 有紀子 助手   
 
【地域看護学】 
松浦 賢長 教授  
石井 敦子 助手    
森山 浩司 助手    
伊藤 真由 助手    
樋口 善之 助手    
 
【臨床機能看護学】 
安酸 史子 教授  
村島 さい子 教授  
森 礼子 助教授   
中津川 順子 助教授  
四戸 智昭 講師  
山本 武志 講師  
中野 実代子 助手    

 昭和51年4月1日から平成10年3月

31日まで社会保育短期大学並びに福

岡県立大学で教授を務められました

武内勝彦先生が平成14年10月28日死

去されました。ご冥福をお祈りいた

します。（追悼文４頁掲載） 

 
 

 福岡県立大学では、広く地域に開かれた大学として、地域
住民の生涯学習に資することを目的に、「生涯学習」、「地
域振興」等をテーマの中心に据え、種々の公開講座を企画、
実施しています。 
日時：平成１５年１０月１１日(土)～年１１月１５日(土) 
   毎週土曜 １４：００～１６：００ 
内容：「健康づくり、からだづくり」 
場所：福岡県立大学 
※申し込みお問い合わせは 県立大学教務課まで 

公開講座情報 



○ 秋興祭実行委員会 
     秋興祭実行委員 河端 

 秋興祭実行委員会です。私達は福岡県立大学の大学

祭＝「秋興祭」の実行委員会です。毎年いろんな方の

ご協力を得て開催できることを誠に感謝しています。 

秋興祭は今回で１２回目の開催となります。今回は

もっと地域のみなさんも参加していただいて１つの

“祭り”をつくっていきたいです。なぜなら福岡県立

大学は“地域に開かれた大学”です。この秋興祭がそ

の架け橋の１つになればと思うからです。 

現在、１１月

８・９日の秋興

祭にむけて実

行委員３３名

日々奮闘中で

す！皆様のご

来場をお待ち

しています。 

を卒業した者 

（２）保育士試験に合格した者 

◇保育士登録申請の手引き 

 新規に保育士登録を申請する場合は、保育士登録の

手続きに必要な保育士登録申請書などがセットされ

ている保育士登録の手引きが必要です。 

 

登録事務処理センター 

 〒150-0002  

  東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル 

       FAX 03-3797-7892 

登録案内 

・専用電話 0120-041943 

（祝日を除く月曜日から金曜日10:00～18:00） 

・音声案内及びＦＡＸ 03-5485-3133 

・ホームページ http://www.hoikushi.jp 

※なお、保育士登録の手引きは県の保健福祉環境事務

所にもおいてあります。 

 平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する

法律が公布され、平成15年11月29日から施行されま

す。この改正により保育士資格が法定化されました。

この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用

が損なわれている実態に対処する必要があることや、

地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重

要性が高まっていることなどに対応するため、保育士

資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に

改め、併せて守秘義務、登録に関する規定が整備され

ました。  

◇保育士の定義 

 保育士とは、登録を受け、保育士の名称を用いて、

専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の

保護者に対する保育に関する指導を行うことを業と

する者と定義されています。 

◇保育士登録に必要な要件 

（１）厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校

その他の施設（以下「指定保育士養成施設」という。）

あれこれトピックス（保育士登録制について） 
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★ おもちゃとしょかん・たがわ〈ＯＴＴ〉★ 
 

おもちゃとしょかん・たがわ、通称ＯＴＴは、主に

障害のある子どもさんやその家族、未就学児、児童教

育関連機関を対象に、おもちゃの貸出や遊びの場の

提供を行っています。スタッフは、学生や社会人の方

を中心としたボランティアで構成されています。今

春新たに1年生が仲間入りし、学生スタッフは約30

名、ますます学生パワー溢れるＯＴＴになってきま

した。 

開館日には、普段な

かなかお目にかか

れないようなたく

さんのおもちゃに

囲まれ、学生も童心

に返って楽しく子

ども達とふれあっ

ています。また、ア

ドバイザーの先生

に来ていただいて

布のおもちゃの制

作も行っています。手芸が得意な人ばかりではあり

ませんが、手作りのおもちゃで楽しく遊んでもらえ

たらなぁ・・と、みんなで試行錯誤しながら制作に取

り組んでいるところです。その他、部屋のリフォーム

の実施、イベントへの参加、会議の開催、『ＯＴＴだ

より』の発行などの活動も行っています。さらに、た

こ焼き会やバーベキュー会などを開催しスタッフ同

士の親睦も深めています。スタッフは子どもたちと

関わることが大好

きな者ばかりで、子

どもたちが遊びに

来るのをいつも心

待ちにしています。

今後ますます充実

したＯＴＴにして

いきたいと考えて

いますので是非同

窓会の皆さんも遊びに来てくださいね。 

《開館日》 

第１・３水曜日(13：30～16：00) 

第３土曜日  (13：00～15：

00) 

《制作日》 

第２・４水曜日(13：30～16：00) 

《場所》 

福岡県立大学生涯福祉研究セン

ター内  

有難く、非常に充実した準備ができていると感じま

す。この思いを忘れず、今後もNPOの活動に参加し

ていきたいと思います。 

福岡県立大学同窓会会報 



＜遠きあの頃、四十数年＞ 
 保母養成４期  平間 多喜子 

 希望に胸を膨らませ少々不安もあり、

福祉の道へ第一歩を入れたのは遠い四

十数年前のことだった。 

 福祉の勉強はもちろんの事、ピアノの

練習を一生懸命し就職すると、ピアノの

曲に合わせ幼児達が歌い、動き、曲を変えると次の行

動にうつり、手を洗ったり、食事の準備をした等々、

あの頃は幼児との毎日が楽しかった。今も思い出され

る。入園まもない一人の園児が園から飛び出し、追っ

かけている新米先生の私を見て、自転車で通りかかっ

たクリーニング屋さんが助け船、「先生この袋に入れ

川に捨てましょうか。」それを聞いた園児は慌てて園

の中に入っていったことなど。 

保母の仕事は四年間だけで家庭に入ったが、あの頃に

学んだことが私の人生の基盤になり生きてきたよう

に思われます。 

大学の今後の発展と同窓会の皆様の健康をお祈りい

たします。 

＜あの頃、そしてあの人＞ 
保母養成３期 村上百合子 

 保母養成所創立時、月謝無料、奨学金月800円支

給という入学案内は、魅力あるものでした。高校卒

業後、就職するのが一般的でしたから、校舎のあっ

た藤崎界隈は、すっかり変わり、公的施設、住宅の

建ち並ぶ、緑豊かな街となりました。 

 短大昇格運動に力を尽くされた原田文枝先生（当

時保母養成所所長）、学生指導の村上昇先生も既に

亡くなられ、クラス会も途絶えています。 

 先日、奈良を訪れた時、Hさん

（同期）に40年ぶり会いました。

彼女は知的障害者のためのボラ

ンティア活動中で、その法人化に

ついて熱っぽく語ってくれまし

た。 

 卒業生は各々の職場その他で

活躍し、既に定年まで勤め上げた

人もいます。 

 学生時代、グループワーク実習

で「保母の社会的地位を高めるには？」などと語っ

たことも夢のようです。今では「保母」は女の子の
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同窓生の声 

先生方からのメッセージ 
＜お世話になりました！＞ 

前人間社会学部教授 亀谷秀樹 

 この3月に福岡県立大学を退職し、埼玉工業大学に

転職いたしました。思えば、県立大学には10年間お世

話になったことになります。県立大学の教職員の皆

様、在学生、卒業生の皆様、そして里子として学生達

に貰われていったネズミの諸君、本当にお世話にな

りまして、誠にありがとうございました。 

 私は、県立大赴任以前、国内外の研究所で研究生活

を送っていたので、大学で教えるのは、県立大が初め

ての体験でした。そんなわけで、新しく講義ノートを

作成したり、新しい実験室でのネズミの手術やデー

タ分析など、いろいろと苦労もしましたが、今ではみ

なセピア色の楽しい思い出です。埼玉で教育・研究

を順調に立ち上げることができたのも、こうした県

立大の経験のお陰と

感謝しております。 

 看護学部との2学

部制になり、新たな

飛躍を迎えようとし

ている県立大学の明

るい未来をお祈りし

ております。 

 こちらにお越しの

折は、是非お立ち寄

り下さい。 

SCD友の会（患者会設立の報告） 

    県立大6期  平畑ふみ 

 私は在学中から脊髄小脳変性症（以下、SCDとい

う)と付き合ってきました。SCDは、厚生労働省が指

定している特定疾患（難病）の1つです。この病気は現

在治療法もなく、身体的な障害をともない、進行性の

ために将来に対する不安がつきまといます。同じ

SCDの患者さんがどこにいるかもわからず、だれに

も相談できず不安が強くなり、うつ状態になる方もい

ます。 

 そこで、SCDの患者同士が交流できる場がほしい

との思いから、今年4月に患者会「福岡県SCD友の会」

を設立しました。活動内容は、当面筑豊地区（田川年

2回・飯塚年2回、直方年2回、日曜日に設定）で交流

会等を催し、県内の患者会員に対して会報を年4回発

行します。 

 患者・家族だけでなく、活動を手伝ってくれるボラ

ンティアも探しています。 

関心のある方は、ぜひ連絡をして下さい。お待ちして

います。 

  福岡県SCD友の会事務局 

  〒820-0081 嘉穂郡穂波町枝国527-8 平畑方 

   FAX O948－28－6408 

   fumi.hirahata@h2.dion.ne.jp 

 



＜日光・群馬同期旅行報告＞   
保母養成４期 中林淑子（原田） 

 定年退職後７年を迎えます。昨年、４期生２０名は

１０月１５日より２泊３日の旅程で日光と群馬の冨

弘美術館を訪れました。宇都宮の吉尾国子さん、横浜

の梶原京子さんの献身的なお世話で奥日光のすばら

しい紅葉を賞で、星野冨弘さんのほのぼのした原画に

出会い心豊かな気持ちで旧交をあたためることがで

きました。中には４０数年振りにお会いする方もあ

り、一瞬どなただろうかと思っても、挨拶を交わすう

ちに声、表情から目の前の６０代の友が学生時代の２

０代に戻るのはなんとも不思議な思いでした。北九

州、岡山、高知、そして昨年の日光・群馬と修学旅行

さながらの度も来年は元神戸市立保育所に勤めてい

らした河毛淑子さんのお世話で神戸と有馬温泉を予

定しています。

今まで参加で

きなかった同

期の方々、神戸

でお会い致し

ましょう。再会

を楽しみにし

ています。 

＜ふれあい事業を通して＞ 
保母養成７期 佐東恵子（北山） 

 皆様お変わりございませんか。私は平成１４年５月

より出水市高齢者ふれあい事業の一つとして月に４

回程、私立保育園の年長児さんに水墨画と生花、時に

は手作りお手玉や折り紙などを教え、いっしょに遊ん

でおります。子ども達は、はじめての体験にドキドキ

しながらも達成する喜びも知ったようで、出水市主催

の絵のコンクールにも入選、特選と入り、子ども達の

底力に驚いております。生花はオアシスの入った空カ

ンの中に園が準備した色とりどりの花をハサミで

切ってさすのですが、その事が最初はなかなかできな

かったのですが、回

を重ねるとできる

ようになるのです。 

 水墨画は、水、筆、

タオル、墨汁を準備

された中に最初は

正座をして紙面一

杯に描くのがのが

とても大変らしく

＜手話との再会＞ 
社保短９期 平野加代子 

 同窓生の皆さん、お元気で日々ご

活躍のことと思います。9期生の皆

さん、お元気ですか。社保短を卒業

して早や26年が経とうとしていま

すが、今ひとりひとりに与えられた

場で、日々、前進されていることと

思います。私は思春期に入って何か

と難しいふたりの男の子と反抗期かなと思わせる小

学生の男の子の三人と日々向かい合っています。時に

はしんどくなることもありますが、そんな時には、今

取り組んでいる“手話”のテキストを拡げてみたりし

ています。 

 社保短時代には手話サークルに入って活動してい

ましたが、卒業と同時に離れてしまっていました。長

男が保育園に通っている時、ろうあ者のご夫婦に出

会って以来、再び指で話すことの魅力に引かれて、数

年後の今やっと、又学び始めています。手話通訳士に

なれればと思っていますが、なかなか難しいです。ぼ

ちぼち頑張っていきたいと思います。9期生の皆さん、

お会いしたいですね。 
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＜あふれるような社保短の思い出＞ 
社保短16期 畔川智子 

 昭和38年生まれの私はめでたく（？）今年から介

護保険の2号被保険者になりました。 

 私は社会福祉科卒業後大阪の金剛コロニーで働

き、その後しばらく北海道で遊んでいましたが、実家

の熊本に戻ってからは、共同作業所ホープ印刷（障害

者は多かったが、普通の会社みたいでした）で働きま

した。結婚後現在の富山県に住み、しばらくは子育て

にかこつけて家にいたのですが、2人目の子供がl歳

になった平成8年から自宅近くの老人保健施設の相

談員として社会復帰、スタートしました。現在は同事

業所の居宅支援事業所のケアマネージャーとしてわ

からないながら、毎日毎日仕事と家事（ほとんど家政

婦状態。男女共同参画はいずこへ）に追われて暮らし

ています。（現在子供は3人です） そのような毎日

の中で同窓会会報に寄稿できることを感謝していま

す。 

将来なりたい職として上位ランクを占めています。

縁あって夫は九大退職後県立大の非常勤講師を務め

ています。 

拒絶反応を示す子どもも居ましたが、描き方を教え

るうちに興味を示してきました。紙面にもF6、B4、

はがき大と描き方を変

え、色彩も加え、自分に

配達される年賀状作り

や卒園式の壁面制作ま

で発展し、親子共々満

足そうで、本当に嬉し

い１年間でした。今年

も続けております。 

福岡県立大学同窓会会報 



＜近況について＞ 
県大２期 今村美穂（教授田） 

 大学を卒業後、北九州市内の急性期病院にMSWと

して就職しました。前任の方の退職に合わせて採用さ

れ、わずか２週間の引き継ぎを経て一人になった日、

保険も所持金もない男性が救急車で運ばれてきまし

た。新人で何も分からず、オドオドしながら面接した

ことが今でも忘れられません。それからはとにかく必

死で、怖い先生や恐ろしい看護婦長さん方に厳しく、

そしてとても温かく励まされながら患者さんに向き

合う毎日でした。そのうち病院もおおきくなり、老健

や療養型病院、回復期リハ病院での相談業務を経験さ

せていただきました。私生活では結婚、出産を経て今

年の３月主人の実家のある熊本県荒尾市に転居しま

した。現在は穏やかな自然と優しい両親、夫、娘に囲

まれて暮らしています。絵を

習いに行くなどして今の生活

を楽しみながら就職先を探し

ています。また新たに、やりが

いのある仕事をみつけて家庭

と仕事をがんばって両立させ

ていきたいと思っています。 

＜先輩・後輩・つながりの中で＞       
県大１期   久門 なほこ 

 福岡県立大学創設１０周年、看護学部開設おめでと

うございます。 

 私が入学した平成４年度は、社会福祉保育短期大学

から四年制大学に移行した年でした。 

先生方をはじめ、多くの地域の方や社保短の先輩方、

級友に支えられ、楽しい充実した４年間を田川市で過

ごすことができました。 

 社会人になって７年目の現在、高齢者・障害者在宅

福祉サービスの仕事をしています。わからないこと、

失敗が多く利用者から学ばせてもらうことがたくさ

んあります。近くの他事業所や私の職場では、級友、

社保短の先輩や県立大学の後輩が、すばらしい仕事を

して地域に貢献しています。自分の足りない部分をい

＜面白い関係＞ 
県大２期 山田敦子 

 卒業生の皆様におかれましては、そ

れぞれの場所でご活躍のことと存じま

す。現在、私は神奈川県の福祉職として

知的障害児者施設の児童課に配属され

ています。毎日パワーあふれる子ども

達と共に楽しく、元気に過ごしており

ます。 

 学生時代、私は社保短最後の卒業生であり、県大最

初の編入生でした。２年次に編入となりましたので、

県大１期生からみると、私は社保短の先輩であり県

大の後輩であるという面白い関係となりました。県

大での同期は２期生ですが社会福祉学科３期生とも

机を並べて学んだ経験のある私は２期生だけでなく

彼らとも同期のような感覚で同窓会にも参加させて

頂きました。先生方にも本当にお世話になったこと

を感謝しています。素晴らしい友や先生方との出会

いは私にとって大きな財産となっています。遠く神

奈川まで来てしまいましたが、今後ともよろしくお

願いいたします。県大の益々の発展をお祈りいたし

ます。 
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 たくさんある社保短時代の思い出の中でも印象深

いのはつくしんぼ・障問研（しょ～も無い研究会では

なく障害児者問題研究会）湯山荘・すずかけ寮・木造

校舎（私達は木造と新築の丁度建替え期に学生でし

た）と浜省でしょうか。私の所属していなかったアッ

プル（人形劇）やポテコ（歌声コーラス）も印象深い

サークルでした。一つ一つ説明をしていると会報す

べてを埋め尽くすことになりますので控えますが、

学生時代はとにかく、色んなことに悩み、先輩方につ

れられて活動し、楽しい思いもしたし、社会の色々な

問題にも触れ、先生方には親切に教えていただいて、

何よりたくさんの仲間が出来て、又昔みたいにみん

なで西原先生の家でコンパしようよって感じです。

平野先生も呼んでねって。 

 現在では福祉系の学校も軒並み増えて、専門学校

で介護などのコースを設けている学校も多くありま

すが、実習学生などを見ていると就職としての福祉

という観点が強く（不景気ですから何とか安定し

た？仕事にということもわかりますが）自分の向き

不向き・意欲・人間をみつめる暖かさなど、基盤がで

きているのかなぁ等、老婆心も働かせています。 

 老人福祉分野は福祉の中でも注目度が高く医療

や、介護、住宅、ひいては家族間の問題まで幅広く関

連しており一層の知識と、自己の研鑽が要求され、利

用者・家族・他の専門職種と連携する機会も多く人間

関係の上でもうまく立

ち回れるかなど課題も

多様ですが、社保短で築

いたたくましさとおお

らかさで何とか社会の

役に立って行ければと

思っています。（校歌み

たいになりました） 

 末筆になりましたが、

同窓会の益々の御発展

をお祈りいたします。 

かに周囲に支えられているか痛感する毎日です。２

年ほど前に故保田井先生から「本質的なものを大切

に働いていくこと」と言葉をいただきました。何かつ

まずくと思い出してもうちょっと努力しようと思い

ます。 
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ＨＯＴ ＭＡＩＬ 私のこの頃 
 
 
＜保母養成所＞ 
 
養成１期  渡邊エイコ（白土） 
 公立保育所に４０年勤務し、退職して１０年、地域の
家庭教育で学びつつ、４月に古希を迎え、人生を楽しん
でいます。高２の孫が喜びの一言、私も福岡県立大学に
いこうかしら・・・と。皆様お元気でご活躍ください。 
 
 
養成１期 浦谷冨士子 

保母養成所を卒業して、早や半世紀を迎える今日こ
の頃、社会機構の大きな変化に戸惑いを感じながらも、
次代を担う子ども達に夢をかけて、日々保育に専念い
たして居ります。後輩のみなさんのご活躍を同窓会情
報の中から拝見したして居ります。なおいっそうのご
躍進のほどを祈ります。 
 
 
養成２期  西福江 
 高取保育園の園舎を５０名増員、増築の為３月末に
工事完了、目下２００名定員をオーバーしながら、賑や
かな保育を楽しくやっております。二期生稗田美知子
さん去る４月１８日に亡くなられております。 
 
 
養成２期  仲野道子 
 趣味の手品を生かして、老人館で指導したり、保育園
や各センターで招待され披露させてもらっています。 
 
 
養成２期  村上みさ枝（葛山） 
 保育の前線を離れて、より膨大な年月が流れました。
周辺の子ども達のすさまじさや或いは暖かく善意の子
ども達の成長に日本の未来を予感しています。私も夫
を亡くし、子や孫も遠くに住み、同窓生の訃報も聞き、
残された自分の人生をどう生きるかに腐心し、若い頃
からの趣味を続け、この地での文化活動に携わってお
ります。夫に転勤により、北九州、大阪とまわりこれが
最後のすみかになる水巻で、静かに暮らしております。
母校の教育内容の充実や社会への貢献を知るにつけ、
前身である保母養成所に学んだことを誇りに思ってい
ます。ますますの御発展をお祈りいたします。 
 
 
養成２期 久保山節子（田中） 
 保育所勤務２７年にして、特養大刀洗幸生苑を設置、
施設長として７年目に浮羽郡吉井町に特養を設置、施
設長として現在に至っていますが、生涯現役で頑張り
たいと思っています。社会福祉法人ふたば会の理事長
である主人が協力してくれますので保母養成所で培っ
た学問等が生せ幸に思っています。卒業して５０年目
かなと数字にうとい年になり、痴呆になりませんよう
にと毎日心で願っていますが、思いはなつかしい百道
の浜が目に浮かびます。 
 
 
養成２期 小田美知枝（宇戸） 
 母の介護のため、４年前に専業主婦になりましたが、
１月に母を見送ったので今はのんびりと時間を過ごし
ています。数年間は供養のために
心を注ぐことになりますが、幸い
実家の母がまだ元気にしていま
すので、親孝行を今のうちにして
おこうと心に決めています。子供
３人のうち、２人がまだ学生です
のでなにかとお金がかかります。
それで家事に影響のない勤めは
ないかと思いめぐらしている今
日このごろです。 
 

養成２期 篠崎友子 （万谷） 
 卒業後保育所（公立）に勤務。３８年間無事勤め退職。
昨年古稀を迎えました。在職中から趣味を（詩吟、舞踊）
などして過ごしたおかげで、現在も趣味仲間が沢山。第
２の人生は幸せです。元気な間、人の為、自分の為にか
んばりたいと思います。 
 
 
養成２期 岸上美智子（岸上） 
 “添え木して直ぐ育てよ、稚児桜”をモットーに保育
所に３８年、養護老人ホームに二年、保母として主任、
園長、所長と４０年に亘り勤務、その時々の出会い、ふ
れあいの中で学んだものを今度はお返しの番と、退職後
は温めていた手作り玩具等をその心を若き母親や保育
士さん達に啓蒙しようと乞われるまさに東奔西走の今
頃です。又ボランティア団体に入り、フイリッピン方面
に植林の旅に出かけます。黒崎のコムシテイ子どもの館
でも、遊び工房等、子どもとのふれあいを求め楽しんで
います。年２回、全国童話人協会の全国大会に出席して
交流の中で、学習し実施しています。老いてなお、好奇
心いっぱい、何事にも挑戦、生甲斐を感じてるこの頃で
す。 
 
 
養成２期 梅崎昭子 
 いま、子供たちにとっては、受難な社会状況にありま
す。私は以前、児童相談所や、児童施設に勤めていまし
たので、その経験を生かし、子供の悩み相談のボランテ
イアをしていますが、大半は高校生年代の非行相談で、
〝どこに相談に行っていいのか、子供を殺して自分も死
のうと思っていた〟と悩んでいる親御さんばかりでし
た。この年代の子供たちは、社会の受け皿がなく、放置
されている状態ですから、非行児対策も後
手にまわり親御さんはパニックになって本
当にお気の毒に思いました。私は悩みを
しっかり聞き、私個人で対応できない事は、
警察や関係機関に連れ立って、即解消に努
めました。また、ストーカーに追われていた
娘さんの件も救ってやれることができまし
た。他にも困っている親御さん方に手をさ
しのべようと思っても、非行問題はむづか
しいです。世の中の人が、もっともっと、児童福祉のこ
と知ってもらえば、少年非行も虐待も少なくなるのでは
ないでしょうか。特に非行問題は「ケースワーク（個別
処遇）が一番の決め手だと思います。「少年法の前に児
童福祉法で子供は守られます」と今後も強く訴えていき
たいと思っています。 
 
 
養成２期 佐山幸子（古澤） 
・市立永犬丸市民福祉センターボランテイア代表として
月１回子育てわいわいルーム（市保健福祉局主催）。 
・市立子ども館にて祝日、土日曜日、夏休み冬休み春休
み期間のイベント企画実施（紙芝居、手作り工作、うた、
手遊び、ゲーム）。 
・北九州児童文化連盟理事として年間行事（児童文化劇
場大人、子どもの語りべ） 
・北九州市立図書館協議会委員 
・全国童話人協会会員として（春、秋に２回）東北から
沖縄まで小学校、幼稚園、保育園での無料出前公演。１
５年度、７／１８～１９八戸、１１／２１～２２北九州
門司港で開催。※北九州子ども館でのボランテイアには
同窓生も多く活動しています。上記の件興味のある方は
どうぞお出かけ下さい。お待ちいたしております。 
 
 
養成２期 井上壬子（大月） 
 ５９歳で退職してすでに９年がたちました。現在健康
第一をモットーとしてグランドゴルフ、ダンス、健康体
操、舞踊、古典に親しむ民生児童委員会等を通して、地
域に根をはって楽しんでいます。時には地域からお呼び
があり、子育て等について講師をおひきうけすることも
あります。孫と重なり勉強になります。保育ひとすじに
歩いてきてよかったわ・・・。私の息子たちもお母さん
はいつみても明るいねと喜んでいます。 

福岡県立大学同窓会会報 
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養成２期 田尻真智子（田尻） 
 熊本市役所保育課を３７年勤務、退職後１１年にな
りました。現在の市の児童館で造形教育の講師として、
子供達と楽しく遊んでいます。又ボランテイアとして
奉仕をしています。事務局の皆様にお世話になり感謝
しています。 
 
 
養成３期  松田幸子（加藤） 
 卒業して早４０数年たっていますが、職種は違いま
すが、博多駅の名店街でお茶の販売員として元気で働
いております。 
 
 
養成３期  宮原千恵 
 保育現場をとりまく人々の変化におどろくやら、む
なしいやらと感じつつ、子供の本質は変わりませんの
で、時を楽しんで仕事してます。 
 
 
養成３期  木村博子（貞永） 
 学校法人 木村学園茶山幼稚園理事長、園長 
 
 
養成３期  村上百合子（飯島） 
 退職してやがて２０年近くになります。月１回の絵
本の研究会に出席する以外、保育のこととは遠ざかっ
ています。乳幼児のおもちゃ、絵本には関心をもって集
めつづけています。３人の子どもも独立し、夫も退職し
２人暮らしの静かな毎日です。保育関係の本のあふれ
ている様子の今、就職した当時は楽譜も思うようにな
く、主任保母から楽譜を借りて手書きで写したことな
ど、うそのようです。毎週１回の中国語教室へ通った
り、月１回の朗読の勉強会に参加したりしています。 
 
 
養成３期 川村正子（阿部） 
 離職して早や、１４年目、一病を宥め乍らマイペース
で籠り勝ちの日々です。５月に一茶を訪ねる旅に参加、
諸々の風土や歴史上の事物を見聞でき、心新たにしま
した。世の中の変化に自嘲気味乍ら、感心したり、驚い
たりしています。しかし今迄素通りして来た自然の草
花や、見馴れぬ鳥の訪れに心楽しむ、極平凡な今日この
頃です。それにしても物忘れは加速、始終物捜ししてい
る状態で、体の衰えと共に変化とはこういうものかと
実感を持って認識中です。 
 
 
養成３期 金崎正子（木下） 
 同窓会の役員及び編集委員の皆様お世話様です。感
謝。卒業して早や半世紀近くになり、卒業生名簿の物故
者の数も多くなり淋しくなりました。同期生との電話
の中、保育士の「登録をどうしようか」など・・・・。
７０歳近くになっているので、考えてしましましたが、
やはり登録することにしました。保育所約４０年、現在
は特養老人ホーム勤務介護職をしています。自分が老
人なのにまだまだ意欲満々・・・。入所者に感謝されて
いる毎日です。 
 
 
養成３期 管英子（管） 
 ５年間保育園に勤務したあと、出産退職いたしまし
たが、その後現在に至るまで主婦を努めております。原
田先生、村上先生、菅先生など懐かしく思い出しており
ます。 
 
 
養成４期  真隅泉都子（大里） 
 細々とガーデニングを始めました。 
 
養成４期 宝蔵寺福子 
 福岡県立大学と同窓会の発展をお祈り致します。名
簿の作成にお疲れ様です。 
 
養成４期  関口スミ子（高城） 

 私幼を経営（学校法人 稲築幼稚園 園長） 
 
 
養成４期  重冨篤子（小島） 
 結婚４３年目を迎え、二人の子ども達も嫁ぎ、老人夫
婦二人の生活です。嫁いだ娘達は遠い地で、先輩に地域
の人たちに助けられながら子育て真っ最中です。子育
ての応援に行きたがっても遠くて行けません。娘達が
お世話になっている分を、今住んでいる我が地で子育
て支援をと思って、子育て支援のボランテイア活動を
しています。「遠くの親戚より近くの他人」を合い言葉
に、子育て真っ最中の母親に寸暇を与え、息抜きをさせ
てあげて、地域で子育てをと頑張っています。かわいい
子ども達と若い母親から元気をもらっていつまでも若
く、輝きたいと思っています。 
 
 
養成４期  仲吉千代子（高安） 
 保母を天職と思い、３０年余人生の半分を楽しく送
りました。今おつりの人生？と思っていますが・・・。
保育科が発展的解消となり、淋しさを禁じえません。母
校の発展を祈りつつ、残り少ない人生を私らしく生き
ていくつもりです。 
 
養成４期 川村千佐子（毛利） 
 ４０年間保育所に勤務し、平成９年３月定年退職し
ました。現在は菜園や書道、華道を学びながら田舎暮ら
しを楽しんでおります。先日福岡ドームへ出かけまし
たが、遠く志賀島や能古島を眺めていると百道の海岸
を散歩したりした松美寮での生活や学生生活が急にな
つかしくなりました。卒業して早４６年の歳月が流れ
ました。長いようで短く短いようで長かった４６年で
した。同窓会の益々の御発展をお祈り致します。 
 
養成４期 河毛淑子（井口） 
 ３８年間保育に携わってきた中で、思いがけない出
来事がありました。阪神淡路大震災です。幸い保育所は
大きな被害はなく、子供たちも職員も無事だったので
すが、保育所は避難所となりました。児童館の一部を借
りての保育でしたが、多くの方からたくさんの励まし
とご支援をいただきました。今でもあの地震が１～２
時間後だったらと思うと胸がつぶれるおもいがしま
す。その翌年退職し、脱都会！芭蕉の生誕地の近くで生
涯学習教室の墨絵や伊賀焼を学び、点字図書館で盲人
の方のための録音図書づくりのボランテイアをしなが
ら田舎の自然を満喫しています。 
 
養成４期 溝部美祢子（中田） 
 保育園の正職員としては１６年前に退職いたしまし
た。が現在は１日３時間、週４，５日程度のパートとし
て、保育園でお手伝いをさせていただいております。保
育所も昭和３２年頃に比べると給料にしても労働時間
にしてもずいぶん変わったと思います。 
 
養成４期 糸静子（山本） 
 会長さんはじめ役員の皆様ご苦労さまです。看護学
部の設置にともない同窓会の業務も多くなったと思い
ます。私は九州保健福祉大学を３月で定年退職しまし
た。（担当は保育論、児童福祉論、保育実習でした）４
月から当大学と聖ウルスラ短大に非常勤で勤めていま
す。福岡教育大学には「人間関係の指導法」の集中講義
で毎年行っています。元気で働けることに感謝してい
ます。 
 
 
養成４期 北川伸子（樗木） 
 そろそろ、梅雨の時期に入ります。会員の皆様お元気
にお過ごしの事と存じます。お陰様で私も無事過ごし
ています。現在会社の託児室で幼稚園前のお子様のお
世話をしています。しばらくのお手伝いと思って始め
たのでしたが、早や１０年今年の夏は６８歳になりま
す。こんなに長く続くとは思っていませんでしたので、
自分でもおどろいていますが、若い頃に何か職を身に
つけて社会の役に立つ事が出来たらと思い、養成所で
学ばせていただけた事が、今こんな年齢になってもお
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仕事させて頂いて、可愛いお子さん達から大きなパ
ワーをいただきながら、頑張っています。 
 
 
養成４期 地頭所洋子（地頭所） 
 退職して７年目、染色織物教室に通って６年目にな
ります。全くの別世界に飛びこんだ感じで、まだまだ戸
惑っておりますが、デザイン、織り方、糸選び、染色そ
して織と、とても大変で失敗も多いです。でも完成した
作品は大きな達成感もあり、毎日が充実しております
る。物を作ることのよろこびを、この年齢になって味わ
えることを幸せだと感謝しております。 
 
 
養成５期 藤崎良子 
 六十六歳になりました。夫なく子なく、気楽な一人暮
らしですが、老後の不安はあります。年金も先細りのよ
うですし、今は公民館講座、福岡女子大の生涯学習、文
芸同好会等に参加し、脳の老化防止に努めております。
よろしくお願い致します。 
 
養成５期  平川玲子（上原） 
 年金生活 
 
養成５期  黒岩和子（樋口） 
 私は現在６５歳、卒業して早４５年、
４０年間公立保育所に勤務、退職後は
ファミリー・サポート・センターのアド
バイザーをやっています。この事業は、
子育ての手助けをしてほしいとき、子
育てのお手伝いをしたいときこの両者
が会員となって援助活動を行います。会員を通して保
育所の時には分からなかった親の悩みや、考え方の違
いに驚くばかりです。現在会員数１０００人、毎日が
色々な人々の出会いに、感動したり新鮮な刺激を受け
ています。まだまだ老人力を発揮していきたいと思い
ます。興味のある方お力貸してください。 
 
 〒805-0019  
 八幡東区中央２丁目１番１号レインボープラザ５Ｆ 
 育児相談センター内 
 ほっと子育てふれあいセンター ℡ 093-663-3080 
 
養成５期  合代敦子（瓜生） 
 築６３年になる保育園園舎建て替えの為に奮闘中で
す。平成１６年４月頃完成の予定です。お陰様で６０定
員が７０人～８０人で賑やかで、今回は９０名定員に
なりますが、９０名も園児が集まるのかな？私の孫は
１０人ですが、もっともっとがんばってもらいましょ
うかしら・・・。近況報告です。 

養成５期  溝尻宮子 
 平成１０年に市立保育所を退職して５年目です。
日々趣味で時間を過ごしております。私が入所した頃
は、１クラスの２学年で小じんまりとした養成所でし
たが、今では大学まで昇格して光栄に存じます。益々の
御発展をお祈り致します。 
 
 
養成５期 金子タツエ（中島） 
 退職して１０年経ちました。孫のおもりをしながら
近くの保育園にパートとして勤務しております。また
民生委員、食生改善推進委員として、微力ながら地域の
ため活動しています。趣味として、日舞、スイミングの
教室に通い、大変欲張った生活ですが毎日忙しく頑
張っています。最近ボランティア活動として小学校の
本の読み聞かせ等勧められていますが、体がいくつ
あってもたりません。若さを取り戻したい気持ちで一
杯の今日この頃です。 
 
 
養成５期 松井曜子（福田） 
 お陰様で元気に過ごしています。北九州市立保育所
に約３９年定年退職後民間の保育園に２年間勤務致し
ました。現在子どもの館でボランテイア活動をさせて
いただいています。 
ボケ防止のためウオーキングや手編教室にも行ってい
ます。事務局、役員の皆様に感謝を申し上げます。会の
発展と皆様方のご健康を心よりお祈りいたします。 
 
 
養成５期 藤多節子（庄野） 
 福岡市役所を退職し、早や５年（公立保育所）所長。
現在は校区の中で婦人会長や各々の役が与えられ、地
域と共に生きてます。保育という仕事が今も役立って
います。感謝してます。学校の益々の発展をお祈りいた
します。 
 
養成６期  中山タツ子（永野） 
 木々の緑が鮮やかになるこの頃です。同窓会会報編
集委員の皆様には大変お世話になっております。同窓
会会報や会員名簿などで近況など知る事が出来、いつ
もうれしく思っております。卒業以来、４３年が過ぎま
した。保育者としての誇りを持って生きてきましたが、
現在は家庭にいます。県立大学のますますの御発展を
お祈りいたします。 
 
 
養成６期  北野 豊子（福田）  
 平成１０年３月末日付けで無事定年退職し、４月よ
り５年間事務の仕事で嘱託勤務しました。４月より（Ｈ
１５年）仕事人間をやっと卒業し、これからが青春とい
ろいろと習い事を始め、楽しく生活しています。４月に
生まれて初めてハローワーク（失業保険）に手続きで足
を運びましたが、人の多さにびっくりしました 
 
 
養成６期  矢津田克子（山内）  
 定年退職して丸４年、のんびりと主婦業をやってい
ます。家業の鍼灸院の雑役と９０歳になる一人暮らし
の母の通院の介助に喜びを感じてやってます。そして、
今一番の楽しみは油絵を描くこと。個展を夢見て、やっ
てます。 
 
養成６期  沖野師子（渡邊） 
 平成８年に自分の病気が発見され、大事をとり、治療
を始める為にやむなく５８歳にて退職しました。その
後娘の嫁ぎ先に近い現住所に平成１０年に引越しまし
た。仕事に就きたくても再発することもあるとのＤr．
のお話もあり、様子を視てからと思っているうちに、も
う６５歳になっていました。今は定期的な検査と時折
点滴、投薬といった状態です。孫の世話をしたり、カル
チャーセンターへ行ったり、車を運転し近場の名所を
回ってみたり、母の病院へ見舞いにと、結構動き回り、
病気のことも忘れていることがあります。趣味の一つ
にガーデニングも始め、大変有意義な日々を過ごして

○ 同窓会事務局へのお問い合わせ 

 同窓会専用のＦＡＸ電話を設置しています。同

窓会事務局へのお問い合わせは下記の電話番号ま

でお願いいたします。 

 現在、事務局作業日(毎週金曜日10:00～17:00）

には電話によるお問い合わせを受けております

が、金曜日以外は留守録設定となっております。お

名前・卒業期・お電話番号を留守録メッセージに残

していただければ、こちらからご連絡させていた

だきます。ＦＡＸの場合はいつでもご送信下さい。 

  

〒825-8585 田川市伊田４３９５ 

       福岡県立大学内 

       福岡県立大学同窓会事務局 

 TEL（FAX共通） 

       ０６４７－４２－２７７７ 
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おります。 
 
養成６期  杉山和江（吉川） 
 現在登録ヘルパーをしています。６０歳になるまで
１０年近く臨職で保母をしていました。おかげで元気
で日々役立つ喜ばれる嬉しさに感謝しつつ、生活して
おります。 
 
 
養成６期 久保豊子（柳原） 
 倉敷市立保育園及び倉敷市役所に３６年間勤務し、
定年退職となり、本年で５年目を迎えております。現在
は、岡山短期大学に勤務し、微力ながら、保育士養成に
頑張っております。福岡県立大学同窓会のますますの
御発展と同窓会の皆様方のご活躍をお祈り申し上げま
す。 
 
 
養成６期 壇智子（吉田） 
 保育の道から遠ざかって３０年余り、わが子の成長
と共にいつしか幼児教育への関心も薄れていました
が、今年３月広島市へ転居。孫の保育園の送迎をするよ
うになって、その変化、向上に驚いています。例えば発
表会で演奏されたＴＶアニメ、ビートルズの曲等。多様
化された保育内容で今の保育士さんのご苦労が偲ばれ
ます。 
 
 
養成６期 福井尚子（江田） 
 昭和３４年度卒業しました。母校は懐かしくいつま
でも思い出の中に鮮明に生きています。五年半ほど保
母として勤務しましたが、結婚後は寺の坊守として現
在に至っています。いつも全力でことにあたる精神は
養成所で学びました。母校の発展を心から念じていま
す。 
 
 
養成６期 堀 睦子（吉井） 
 若葉薫る五月、菖蒲の花がきれいな季節です。同窓会
の皆様にはお元気でお過ごしの事と存じます。今年３
月で嘱託の仕事もやめて、４月からはのんびりでもな
く、忙しくもなく過ごしています。（友達とのお芝居や
食事会、公民館でのフォークダンスに参加等） 
同窓会の役員の皆様いつもご苦労さまです。皆様のご
活躍とご健康をお祈りいたします。 
 
 
養成７期  三船ミサキ（蓮尾） 
 一人で生活しています。知人のお子様を一人お預か
りして保育園のまねごとをやってます。 
 
 
養成７期  田中也子（油谷） 
 施設保母を退職して８年目、好奇心のままにいろん
な場へと行動し、今ではボランティアを中心に卓球、フ
オークダンス、オカリナ等楽しんでいます。一番の楽し
みは市内周辺の７期生で、年４回くらい集まって折り
紙やおしゃべりをし、元気をもらっていることです。今
年は福岡の宗像市で７期会を開催するので、遠くから
の友と久しぶりに旧交をあたため合えるのが嬉しくワ
クワクしています。 
 
養成７期  村上幸代（渡辺） 
 同級生がほとんどリタイアする時期、現役で働ける
幸せをかみしめています。保育士の登録制度もいよい
よ本格化することになり、年数の長さを実感していま
す。又印刷もガリ版からパソコンと時代の移り変わり
を感じます。学生時代・・・特に養成所はなんでもさせ
てもらったお陰で、パソコンも必要なことは大体クリ
アして仕事に支障をきたす事なく頑張っています。近
況報告まで。 
 
 
養成７期 山下光子 
 退職４年目。今からが本当の人生かも知れません。明

るく元気でと思っております。 
 
養成７期 今木智子 
 福岡県社会福祉協議会で嘱託職員として勤務してい
ます。福祉職全般の相談、求人紹介斡旋等とお手伝いし
ています。 
 
 
養成７期 森光千佐子（今村） 
 昭和３５年４月より、平成１２年３月３１日までの
４０年間県立若久緑園、久留米児童相談所、筑後いずみ
園で働いて来ました。退職後、南筑福祉事務所で２年
間、家児相で家庭児童相談員として親や子ども達に接
して来ました。言えることは、如何に生活の基盤である
家庭の根っこが、しっかり根づいている事が大切であ
るかという事です。根っこがしっかりしていれば、少々
の事でも乗り切れると思います。私達大人は子どもを
しっかり心身共に支えてあげねばと思いながら、４０
年余年福祉に取り組んで来たと思います。今は体力作
りにウｫーキングをしながら短歌とちぎり絵教室に
通っております。後輩の方々も年々多様化する子ども
達に真心を持って接してあげて下さい。頑張ってくだ
さい。 
 
 
養成７期 松原千鶴子（溝口） 
 平成１２年３月で退職しました。 
 
養成７期 春山和寿子（小泉） 
 保母養成所を昭和３５年に卒業後、３年間保育所に
勤めた後、結婚大阪に来て４０年近くになり、すっかり
大阪人となりました。娘達は既に嫁ぎ、孫は４人、今は
夫と２人暮らしです。子供が好きで始めた書道塾も２
７～８年となり、今は逆に塾の子供達に元気をもらい
スイミングや、ウオーキングを楽しんでいます。又卒業
以来、ずっと続いている７期会に出席させてもらうの
も楽しみです。 
 
 
養成８期 村里久江（伊藤） 
 平成１３年定年退職後、養成所８期生の還暦祝いを
兼ねた同窓会が福岡市内で開催されました。久し振り
同窓生に逢え懐かしく又時の流れを感じたところで
す。お世話をしてくださった方々ありがとうございま
した。仕事を退いての２年間はアッという間の間にし
まいましたが、現在はマイペース。月１回の子育て支援
のボランテイアと高齢者とのふれ合いボランテイア活
動に参加しております。時折、孫を相手に遊んだり、下
手の横好きで詩吟の練習もしております。地域の人達
との関わりも私にとっては新鮮なものです。 
 
 
養成８期  野畠康子（内田） 
 二年前（平成１３年）の３月に４０年間勤めました保
育現場を退職しました。ただ今専業主婦です。でも少々
期待していた生活とは異なっています。現在はボケ防
止に新聞にくまなく目を通し、月に一度の山歩きのた
め、足腰の鍛錬に日々のウオーキングに励んでいます。 
 
 
養成８期  渡邉直子（佐藤） 
 ６２歳になりました。３７年間保育生活に携わって
まいりました。有意義でした。松林の中の養成所時代が
懐かしく、同窓生にお会いした時は肉親にお会いした
ようです。（何期生の方でも）現在は退職し、秋月とい
う山の中の素晴らしい自然の中にどっぷりひたって、
野菜づくりや、お寺の仕事で歩いて来た人生をゆっく
りと顧みる日を与えていただいております。元気で－
す。 
 
 
養成８期 藤木悦子（白谷） 
 定年退職して早や２年がすぎました。今は年老いた
両親の世話をする毎日です。２年前同期会を開いてく
ださった方々に御礼もうしあげます。久し振りに会っ
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て懐かしいお話ができ、楽しい一時でした。又お会いし
たいですね。お互いに健康に気をつけて頑張りましょ
う。 
 
 
養成８期 川野蘭子（庵原） 
 定年退職後、早くも二年が過ぎ、同居している長男家
族の子育て応援をしながら、退職前にはゆとりを持っ
てできなかった興味の絵画、陶芸、山登りを楽しんだり
身近な町の歴史探訪まがいなことをして居ます。社会
へのお返しは出来ていませんが、今出来ることを精一
杯楽しんで居るところです。 
 
 
養成１１期 石田絢子（柴田） 
 元気な高齢者がいつまでもいきいきと元気で生きて
いけるようにと、「元気かい」の介護予防ボランテイア
を一昨年１０月からスタートさせ、目下懸命に活動中
です。 
 
 
 
＜社保短＞ 
 
社保短 福祉科１期 大塚佳苗（大里） 
 短大卒業後、上京して専門学校に通い、そのまま結婚
したので、ずっと東京に在職しております。東京は３５
年住んでいることになります。子育ての中で、自宅を開
放して家庭文庫を始め２０年になります。近所の子ど
もたちに本の貸し出しや読み聞かせなどをやっていま
す、また別の活動として、立川の小学校へ本やお話（語
り）を届ける会も始めて８年になります。すべてボラン
ティア活動ですが、その活動のために準備や研修など
に忙しく毎日を過ごしています。地域での活動の他に、
全国的な組織としては「全日本語りネットワーク」の運
営委員もやっています。こちらも〝非営利〟なので、ボ
ランティアということになります。今までも、この先も
インカムのある〝仕事〟はないと思います。 
 
 
社保短 保育科１期 古川啓子（迎） 
 社会福祉法人 三浦保育会三浦保育園 園長をして
います。 
 
 
社保短 福祉科１期 佐野真理（常岡） 
 もう卒業して３０数年になります。白髪もぼちぼち
目立つようになりました。子供達も大きくなり、これか
らの自分達の人生を歩いて行こうと思っています。休
日には主人と映画に行ったり、犬の散歩が楽しみにな
りました。 
 
 
社保短 保育科１期 杉本常代（松藤） 
 現在は無職（専業主婦）です。 
 

社保短１期 居川節子（一木） 
 学生時代、当時の国鉄で八幡から直
方へ、直方から伊田の間は黒煙を吐い
て走る列車に乗り換え、窓を閉めるタ
イミングが悪いと顔も服もすすだら
けになったものです。又、今では昔の
姿の半分になってしまったけれど、香
春岳の一の岳、二の岳、三の岳の雄姿
全てを２階美術室アトリエから、短大
の校章そのままに見ることができま
した。卒業して３５年、幼稚園、保育
園を経て子育てに専念、現在は学童保育クラブの指導
員をして７年目です。公設公営で６０名の小学生が「た
だいま」と帰ってきて、家庭のように兄弟のように放課
後を過ごしています。現役の学生さん、学童に遊びに来
ませんか。ボランテｨアも歓迎します。 
 北九州市豊山学童保育クラブ 093-671-3107 
 
 
社保短１期 帆足まおり 
 現在、筑波大学大学院芸術研究科に在学しています。 
 
 
社保短１期 吉田房子（佐藤） 
 結婚して鈴鹿に来ました。鈴鹿在住もはや２０年。娘
２人に息子１人、大学、高校、中学とか細いすねをかじ
られております。風向きによっては、Ｆ１の音が聞こえ
るような所に一家５人元気でくらしています。 
 
 
社保短１期 倉田清子（大塚） 
 ごぶさた致しております。第一期生として卒業して、
はや３４年、県立大学の名前を聞くにつれ、校名はかわ
りましたが、なつかしさで一杯です。私自身子育てで途
中空白がありますが、現在まで２５年余り、保育士とし
て子ども達のかわいい笑顔、泣き顔に囲まれ現在に
至っております。今は０歳児専門の担任として頑張っ
ているところです。そして、保育所をとりまく諸問題が
投げかけられるにつけ、「はたして子ども達にとって
は？」と考え迷っております。又、時々県立大学の先生
方の御講演を聞く機会がありますので、その時は何か
親近感を持ちながら研修させて頂いております。今後
ますますの御発展を心よりお祈り申し上げます。 
 現在の勤務先：新入ひまわり保育園  
 直方市上新入2047-1 ℡ 0949-24-7800 
 
 
社保短 保育科２期 藤野篤子 
 川崎市保育園退職後、出産、育児、子どもが大きく
なってから、保育園の産休、病休代替保母。その後学童
保育、老人いこいの家、等地域福祉に携わっていたが、
同居の親の介護の為、退職現在に至る。 
 
 
社保短 保育科２期 西川裕子（大矢） 
 結婚し、３人の息子ができ、三男がまだ大学生です。
主人は定年まであと一息というところ。私は家で書道
を教えています。週に三日がけいこ日です。ほとんど、
書道で日々を費やしています。保育の方は時々ボラン
ティアで子育てのお母さんの手伝いをしています。 
 
 
社保短２期 渡辺春子（香月） 

昭和４８年に上尾市（埼玉県）の保育所に勤務して以
来、まだ現役で頑張っています。当時に比べ、社会情勢
も変わり、親達（保護者）の様も変わり、毎日対応に苦
労しています。 
でもいつの時代もこどもはかわいいです。 
 
社保短３期 加藤珠美（北原） 

卒業の翌年から現在まで、春日市の保育所に勤務し
ています。 
 
社保短 保育科３期 高橋京子（河野） 

今は保母の仕事に携わっていません。でもやはり心
の何処かで子供達の声をきいていたくて、学習塾の雑
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用で、がんばっています。年を重ねても子供への関心は、
片隅に生き続けているみたいです。５０歳をすぎ思うこ
とは、夫婦、友達仲良く生きていけることが幸せですね。 
 
 
社保短 福祉科４期  中西光恵（酒井） 
 平成１５年４月１日より北九州市立槻田保育所に異
動になりました。３１年間の間、育児休業などとりなが
ら、保育所の仕事を続けています。 
 
 
社保短４期 吉田純子（桜井） 
 福間南小を退職し、今は自宅におります。 
 
 
社保短４期 日下部和子（日下部） 
 昭和４６年に卒業と同時に、那珂川町立保育所に就職
しました。今年、３３年目。所長になり３年目です。毎
日１８０名の子どもの声を聞きながら、生活していま
す。町立の子育て支援センターも併設していますので、
名前だけですが、センター長も兼務しているというの
が、現在の状況です。３年前に県立大の卒業生が就職し
てくれました。同窓生は仲間が増えた感じで、嬉しいも
のです。実習生も歓迎します。 
 
 
社保短 保育科５期 馬場裕子（河野） 
 ４月に初孫が生まれました。 
 
 
社保短 保育科５期 大塚則子（太田） 
 卒業して３０年福祉施設（知的障害、身体障害、乳児
院等）で働いて３０年、あっという間の年月でした。結
婚、出産、体調をこわしての病休、嬉しい事、つらい事、
悲しい事いろんな経験をしながらも働き続けることが
出来たのは家族のささえや同僚の励まし等があったお
かげだと感謝しております。定年まで１０年余り、諸先
輩の方々を見習い、健康に留意しながら頑張っていこう
と思っております。 
 
 
社保短６期生 赤司啓子（小寺） 
 現在、遠賀郡芦屋町の町立保育所の方へ勤務しており
ます。卒業してすぐですから、３０年になります。毎日、
こどもたちのエネルギーをもらって、頑張っています。
仕事に毎日行けるということは、幸せな事ですよね。（健
康でなければ出来ない事ですから）同じ職場に同期の上
四元さん（旧姓、山田）と一緒ですから、時々短大の事
を思い出して、話をしています。 
 
 
社保短６期 木下勢津子（木下） 
 ３０年前を思い出しております。社保短も県立大学と
立派になられ、うれしいかぎりです。私は田主丸の方で
園芸店をしております。 
社保短６期 滝本真理子（角本） 
 特にかわりなく元気ですごしております。 
 
 
社保短 保育科６期 木林節子（笠原） 
 北九州市立徳吉保育所で働いています。２人の娘がい
ます。長女は保育士として現在私立の保育園で悪戦奮闘
中！次女はペットトリマーの専門学校を卒業して、ペッ
トショップで働いています。あと１０年少しで定年退職
ですが、できたら頑張って定年まで働きたいと思ってい
ます。 
 
 
社保短７期 佐藤文子（数村） 

卒業後５年間福岡で保育所勤務した後、結婚して釧
路、東京、岩国、東京と転  勤の為、日本各地を移動。
その間、4人の子どもに恵まれ、その子ども達も一番上は
２２歳と大きく成長しました。そんな中、ずっと妻業、
母親業に専念し、近所の母親たちと育児、料理、趣味、
生協活動と刺激を受けながら自分も成長。4年前、約２０

年ぶりにお給料を頂く身となり、今は将
来、夫とこじんまりしたお茶処を開けた
らいいなと思い、紅茶、ハーブ、コー
ヒー、手作り菓子の勉強を兼ねて仕事し
ています。 

 
 

社保短 保育科８期 入江貴代美（向
野） 
 民営化移行のきびしい状況の中、まだなんとか就職
園に勤めています。親になり子ども達、保護者の気持ち
がようやく理解できるようになった今、ひとりひとり
に寄り添った子どもの気持ちを大切にできる保育者で
ありたいと思っています。しかしすっかり齢をとりま
した。 
 
 
社保短８期 江藤稔子（金子） 
 保育所にずっと勤めています。主人、長男は社会人１
年生、次男も来年春に社会人になる予定です。３男は高
校３年生で、受験勉強にがんばっています。子育てや親
育ての大変な保育所でもう少し頑張りたいと思ってい
ます。 
 
 
社保短９期 田代田鶴子（草野） 
 保育園に就職して２７年目になります。いろいろあ
りましたが、我が家の子ども達も大学生、高校生となり
手がかからなくなり、ホットしていたところに、私が病
気になってしまいました。いつも熱が出ても１日で下
がってしまうような丈夫な体だってたのですが、今度
ばかりは８日間も熱が続き、さすがに参りました。保育
園の子ども達が待っているので早く治って行かなけれ
ばと気ばかりあせるのですが・・・・。健康で元気に働
ける喜びをつくづく考えさせられ、もう若くはないの
だから自分の体を大切にしながら、子ども達と毎日楽
しく過ごしていきたいと思いました。若いお母さん方
には安心して仕事や子育てができるようエールを送っ
ていきたいと思います。 
 
 
社保短１０期 山田恵子（石田） 
 勤務先が変りました。浅川幼稚園です。 
 
社保短13期 宮崎百合子（織田 
 結婚17年目です。中１の長男と小５の長女の母親と
なっています。現在、病院の事務をし、たまにはバレー
もしながら忙しく毎日を過ごしています。 
 
 
社保短１５期 小林映子（井上） 
 中２、小５の子どもはブラスバンド、ソフトボール部
に入り、私はその役員で休日は応援etc. 子ども会、Ｐ
ＴＡと毎年役員が回って来て仕事との両立に四苦八苦
ですが、子ども達と体を動かし、共に感動し有意義な
日々を送っています。事務の仕事に再就職して十一年、
毎年国家試験を取得し、頼りにされながら働けること
の楽しさ、面白さを実感しています。受験生になること
は大変だけど我が子にとっては教育ママより同じ受験
生の方が良いようです。 
 
 
社保短１５期 阿部麻由美（石策） 
 短大卒業後、運良く（？）地元の町立保育園に採用が
決まり、転勤を繰り返しながら、現在は、志免保育園で
かわいい子ども達に囲まれています。子育て支援に伴
い、7：00～１９：00の１２時間開園となり、早出は６
時過ぎには家を出て、遅出の日は２０時近くに帰宅・・・
という日々を過ごしており、さすがに４０才ともなる
と“疲れがとれん！！”とぐちるようになりましたが、
小６の息子と小３の娘に助けられ、気がつくと２０年
も仕事を続けておりました。子育て、家事、仕事と（時
には手を抜きながらも）自分なりに一生懸命頑張って
きたので、子ども達もちょっぴり大きくなったことだ
し、そろそろ自分の為の時間を作ってみようかなぁな
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どと考えたりもしている今日この頃です。 
 
 
社保短 保育科１５期 大宅由加利（荒田） 
 ６月１日に出産予定で、現在産前休暇中です。会報１
１号が完成する頃には、子どもをこの手に抱いている
のだと思うと、とても神秘的な気分です。（何しろ初め
ての子どもですので。） 
 
 
社保短１６期 村瀬瑞恵（石丸） 
 二年前より、今治市職労女性部書記長をしています。
「待機児ゼロ作戦」などという格好いいフレーズに隠
された公的保育つぶしは許せません。攻撃は激しいけ
ど、子供たちにとってよりよい保育を目指していきた
いです。 
 
 
社保短１６期 森勝子（大川） 
 短大を卒業してもう２０年になるなんて信じられま
せん。あっという間ですね。結婚して長男、二男の子育
てに一段落した所で何かはじめようと思い、ホームヘ
ルパーの資格をとりました。さぁ！！という時に、思い
がけず三男を授かりました。今の子供のかわいさをか
みしめつつ、三人の子育てを楽しんでいます。短大の楽
しい思い出、友達をなつかしく思います。卒業生の皆さ
んががんばっていると思うと、励みになります。 
 
 
社保短１７期 桝谷素子（井上） 
 結婚して飯塚の街に来て、早や１５年。今は特定非営
利活動法人、こどもと文化のひろば『わいわいキッズい
いづか』の代表の方で頑張っています。子供たちが生き
生きと育ち合う地域づくりをめざし、“生の体験活動
づくり”を大切にしています。たくさんの人の中で育っ
た中３、中２の男の子と小５の女の子、我が家の３人の
子供たちはのびのびとすこやかに成長しております。
母校の近くに住んでいながら、なかなか足を運びませ
んが、私も元気に毎日を過ごしております。硬式テニス
部はまだありますか？テニスの方もぼちぼち頑張って
おります。 
 
 
社保短１７期 水口由美（石松） 
 退職後、結婚出産し、只今第２子妊娠中。１０月１日
出産予定です。 
 
 
社保短 保育科１７期 鶴井雅子（秋吉） 
 卒業後（Ｓ59年3月）、３年間鎮西女子学園附属〝敬
愛幼稚園〟に勤務し、結婚退職しました。その後、宮崎
市へ住むこととなり、保育園に１０ヶ月パートで勤務
し、子どもの手が離れた現在は５年目になりますが、あ
る会社の女性従業員のお子様を預かる託児所へ努めて
います。 
 
 
社保短 保育科１７期 森永真寿美（秋本） 
 社会保育短大を卒業後、保育士の仕事をずっと続け
ています。その間３人の子供を出産し、その子たちも一
緒に私の職場である文政保育園に連れて行きました。
親の気持ち、働く側の気持ち。そして子どもの気持ちも
しっかりわかるようになりました。まだまだ若さ？！
で頑張ります。 
 
 
社保短１８期 広瀬真由美（安藤） 
 結婚、出産と２年間がめまぐるしい毎日は、今子育て
に追われています。勤めていた時と違って、新米ママな
ので毎日がハラハラドキドキと体力のいる事だらけで
す。いつまでも若々しくありたいと頑張っています。 
 
 
社保短 保育科２０期 松原和歌子（内田） 
 昨年、長男の小学校入学を機に念願のマイホームを

建てました。（住所が変わっています。）仕事に子育て
にと忙しい毎日を送っていますが、休みの日には子ど
もと一緒に花を植えたり、家でゆっくり過ごすことが
増えたように思います。下関からの学生は少なかった
のですが、保護者の方に社保短出身の方がおり、不思議
な縁を感じております。 
 
 
社保短 保育科２２期 梅木真奈美 
 家にいます。 
 
 
社保短２２期 徳永博江（池松） 
 ２００３年３月末で、福岡県立若久緑園が民間委託
となり、施設保育士にピリオドを打ちました。４月から
は職域拡大にのり、保健福祉環境事務所
保健福祉課配属となり、書類と悪戦苦闘
しながら、行政の方面から福祉に携わっ
てます。毎日忙しくも育児、家事、仕事
とを両立させ（？）ながら、夫と息子（５
才）との生活を頑張りすぎずにやってい
くことに自分らしさをみつけた気がし
ます。 
 
 
社保短２２期 袈裟丸孝美（稲増） 
 ７月２０日に第３子出産予定です。結婚して４ヶ月
目に子宮外妊娠で手術をしましたが、その約１年後に
第１子を妊娠することができ、女の子を出産しました。
その後第２子を望みましたが、なかなか授かることが
できませんでした。でも、ひとりでも子どもを授かるこ
とができたから…と思っていたところ、４年８ヶ月後
に第２子を授かることができました。（女の子でした。）
そして今回はちょっと早く、第２子とは１才７ヶ月あ
いて、男の子が産まれる予定です。子どもを授かる神秘
さ、有難さ、幸せを感じて、今生活をしています。 
 
 
社保短 保育科２３期 坂田美由紀（金子） 
 伊万里市の公立保育園に在職。平成１１年に結婚、１
２年に長男を出産。１４年に長女を出産し現在育児休
暇中。 
 
 
社保短 保育科２５期  後藤田牧子（清田） 
 保育とは全く関係のない仕事に就き、同じ会社の人
と昨年秋に結婚しました。半年経った今、社宅にはいる
ことになり、引っ越し真っ最中です。仕事も続けている
ので、とても忙しい毎日を送っています。 
 
 
社保短 保育科２５期  岡崎桜子 
 今年（平成１５年）の３月に、久しぶりに社保短の同
級生７人で集まりました。場所は佐賀県の唐津市
で・・・！玄界灘の美味しい魚を頬張りながら夜中の３
時すぎまで学生時代の思い出話や、それぞれの近況報
告に花が咲きました。皆ちょっとだけ増えた体脂肪や
お顔のシワが気になっているみたいで、「１０年」とい
う時間の経過を実感したところです。（笑）しかし、短
大時代の友達は久し振りに会っても、緊張せず、何とな
くホットできる空気がありますね～。メンバーの中に
は結婚した子もいるし、九州各地から集合することに
なるので、度々会うことはできませんが、また秋ごろの
再会を約束してそれぞれ帰途につきました。 
 
 
 
 
＜県大＞ 
県大 社会学科１期 池下英治 
 現在、人吉市観光振興課勤務。妻、子（男）一人です。 
 
 
県大 社会学科１期 丸野亜希子 
 相変わらずの日々を過ごしていますが、今年８月上
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県大 人間形成学科５期 佐藤小百合 
 現在、販売の仕事に就いております。今年３月には２
年目を迎えました。子供との関わりをもつために、傍ら
家庭教師のアルバイトを兼ねています。県立大学も看
護学部開設により、ますますご繁栄のことと思います。
事務局の方々もご多忙の中、資料作成等ご苦労様です。 
 
 
県大 社会福祉学科６期 久井由子 
 平成１３年３月に卒業し、４月より
翌年４月まで水巻町中部在宅セン
ターのソーシャルワーカーとして勤
務していましたが、一身上の都合のた
め退職。現在は平成１４年１０月より
（今年９月まで）田川市役所にて臨時
職員として働いています。また今年１
月の社会福祉士国家試験に３度目の
正直で合格しました。臨時職員としての任用期間が終
了したら、再び福祉の現場へ戻り、頑張りたいと思って
います。 
 
 
県大 社会学科６期 松野知香 
 アイコム（株）無線、無線ＬＡＮメーカー経理事務と
して勤務。業界№１です。多忙な毎日ですが、充実して
おります。 
 
 
県大 社会福祉学科７期 平田幸子 
 卒業後、北九州市八幡西区にある特別養護老人ホー
ムに生活相談員として就職し、１年たちました。施設自
体、開設１年ということで、最近やっとスムーズに業務
を行えているという実感が湧いてきています。今年の
目標は「地域との交流」であり、地域住民の皆様ともっ
とコミュニケーションをとっていくつもりです。私個
人としては、施設間の繋がりも作っていきたいと思っ
ています。フットワークの軽い生活相談員を目指して
います。 
 
 
県大 社会福祉科８期 片岡優子 
 今年３月に大学を卒業し、４月に福岡県立大学大学
院に進学しました。大学も実習が国家試験等で、大変で
したが、大学院生もさらにハードな毎日です。しかし、
学ぶことができる毎日を幸せに思っています。 
 
 
県大 社会福祉科１０期 江頭関巳 
 現在の近況として、飯塚市にあります飯塚記念病院
で精神科のソーシャルワーカーとして就職し、２年目
を迎えました。日々、いろいろと学ぶことが多くて、自
分自身勉強をしていく大切さを実感しています。結婚
はまだですが・・・そのうち結婚するかも！？しれませ
ん。 
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旬に２人目を出産の予定で、只今大きなお腹を抱え、
奮闘中です。４月下旬から約３週間入院しました。初
めての経験でしたが、やはり健康は大切だと実感しま
した。 
 
 
県大社会学科１期 高田清康 
 大学卒業後、ヤマエ久野（株）に就職し、３年間頑
張りましたが、一身上の都合で退職し、現在クインタ
イルズ・トランスナショナルジャパン（株）でＭＲ活
動しています。人の命に関わる薬に関する情報提供が
主な仕事で、非常にやりがいを感じて仕事していま
す。 
 
 
県大１期 橋田由香 
 現在、医療事務の仕事をしています。 
 
 
県大１期 中山泰司 
 大学を卒業してから３年間、子どもに関わる仕事に
就こうと試行錯誤し、現在「げんきっこくらぶ ほっ
ぷ」で現場責任者として働いています。ここでは障害
児レスパイトサービスをしています。レスパイトサー
ビスとは放課後、土曜日、長期休校の間、障害児を預
かることで家族に一時休息をしてもらうというもの
です。私も一人の娘をもつ親として、子供をもつ親の
気持ちがよくわかります。ですから、毎日子供を預け
ている親御さんの気持ちを考えながら、子ども達と楽
しく遊んでいます。色々まわり道をしましたが、よう
やく子供に関わる仕事に就くことができ幸せです。 
 
 
県大 社会福祉科２期 栗原麗子 
 卒業後、老健で支援相談員として５年働き、現在は
一般ＨＰにてＭＳＷとして働いています。ケアマネー
ジャ－の研修などでは、同級生と会えたりし、みんな
の近況を聞き、またＰＯＷＥＲをもらってがんばって
います。 
 
 
県大３期  堀川順平 
 大学卒業後、平成１０年１２月より金融機関に勤め
ていましたが、平成１５年３月で退職し、平成１５年
４月より黒崎（北九州市八幡西区）にある“八千代工
芸舎”という知的障害者の授産施設に勤めています。
転職を機に一人暮らしをやめ、今は実家から通勤して
います。仕事はとても忙しいですが、充実した日々を
過ごしています。福祉のことをもっと勉強していれば
良かったと思いますが、今は前向きに一から勉強して
いきます。今が一番最高です。 
 
 
県大 社会福祉学科４期 関亜由美 
 母校を卒業して現職場（特別養護老人ホーム）に介
護職として就職し、早５年目に突入しました。昨年か
らは介護主任の役を頂き、毎
日緊張の日々です。幸い実家
から車で十数分の職場、気楽
な独身生活を送っています。
学生時代から大好きな旅行に
思うように行けないのがとっ
てもつらい・・・。でも毎日の
仕 事 後 に 飲 む ビ ー ルは 格
別！！です。 
 
 
県大４期 小坂由香（内藤） 
 平成15年2月５日結婚致しました。 
 
 
県大社会福祉学科５期 梶平幸子 
 平成１２年４月福岡徳洲会病院へ就職。現在も福岡
徳洲会病院にてＭＳＷとして勤務しています。 
 

○ 来年の会報１２号の原稿募集 
 来年発行１２号に近況報告をお寄せ下さい。 

近況報告返信葉書を奇数期の方に同封いたしま

す。（偶数期には来年送付予定）奇数期と偶数

期に分けて募集するのは編集の都合です。葉書

の届かなかった方で来年記載を希望される方は

官製葉書または封書で事務局までお送りいただ

きますようお願いいたします。 

 来年の会報１２号近況報告 
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