
まれました。そこで「専

門学校同窓会あり方委員

会」を立ち上げ、そのあ

り方について話し合いを

続け、看護学部が設置さ

れる福岡県立大学同窓会

との統合を希望しまし

た。県立大学ではすで

に、県立大学同窓会が活

動をしていましたので、

その同窓会に加入する形

で統合を果たしました。

県立看護専門学校同窓会

は、看護学部の在学生、

看護学部の卒業生とのつ
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 福岡県立大学同窓会会員の

皆様お元気でお過ごしでしょ

うか。今回は、県立大学同窓

会の成り立ちと会員の思いに

ついてお伝えすることにしま

す。 

 福岡県立大学同窓会は平成

8年、同大学人間社会学部１

期生が卒業した年に同大学の

前身である社会保育短期大学の同窓会を継承する

形で誕生しました。短大の大学昇格を望んでいた

短大卒業生、保母養成所卒業生は、四年制への移

行を喜び、県立大学在学生と共に、四年制移行事

業「広げようつながりの輪」を行いました。 

 

 平成16年には、県立看護専門学校同窓会が、本

同窓会に加入しました。県立看護専門学校同窓会

は、昭和20年創立の福岡県立保健婦養成所の卒業

生、公衆衛生看護学校卒業生、県立看護専門学校

卒業生で構成されており、その卒業校は、歴史あ

る県立の看護職養成校として、多くの看護師、保

健師、助産師、学校養護教諭を輩出してきまし

た。卒業生達は、高度医療を支える看護職を担う

には、大学教育が必要であると強く感じ、県立看

護専門学校の教員と共に、看護職養成大学設置の

要望を続けてきました。 

 

平成15年、県立大学に念願の看護学部が設置さ

れることとなり、県立看護専門学校の卒業生は、

長年の自分たちの願いであった、看護職養成を大

学教育でとの思いがかなったことを本当に喜んで

いました。 

  

 しかし、看護学部の設置とともに、県立看護専

門学校は閉校となり、卒業校＝母校がなくなり、

その同窓会をどう存続させるのかという課題が生

同窓会成り立ちと会員の思い！   

         同窓会会長  
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福岡県立大学同窓会会長 月脚 雅子 

 異なる卒業校をもつ同窓会会員ですが、県立大学

を卒業校が発展改編した母校だと考え、県立大学卒

業生とともに、今後の県立大学に関心を向け、在学生

に対し、実習や就職情報を提供しながら、そのつなが

りを広げ、また卒業生に対しては、専門職の分野での

連携また社会人としての広いつながりを深めて行きた

いと願っています。 

ながりを求めて本同窓会に加入したのです。 

しかし、平成19年3月、看護学部１期生が卒業し、看

護学部同窓会が新たに立ち上がりました。その経過に

ついては、次頁に掲載しています。この事態に対して

私たちは、以下のように考えています。 

このメッセージをお読みいただいた会員のみなさ

ん、福岡県立大学同窓会はこれからも在学生の方々、

卒業生の方々とのつながりを大切にし、活動を続けて

いきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
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＜看護学部同窓会設立までの経過＞ 

 

・１月末 看護学部教授会にて看護学部同窓会の設立

が決議された。 

・2/23 本同窓会はこの事態に対して、「看護学部教

授会での看護学部同窓会設置の提案に関して」という

文書を作成。その後、3/8送付。 

主旨：同窓会は、同窓生の合意によって形成されるも

のであり、教授会での同窓会に関する決議内容や手続

きは、同窓会設置目的や趣旨にそぐわない。 

・3/6 看護学部同窓会ホームページ立ち上げ。 

・3/7 看護学部教員同席のもとで、看護学部立ち上

げ委員と本同窓会三役並びに常任幹事とが話し合う。 

内容：本同窓会の歴史的流れ、活動について説明し

た。他方、看護学部学生同窓会委員からは、ホーム

ページなどを立ち上げ、「上をゆく独自の」同窓会を

目指したいとの意見が出た。それに対して、本同窓会

は以下のように話した。県立看護専門学校同窓生との

話し合いもなく、看護学部同窓会を突然立ち上げれ

ば、卒業生と先輩との関係が切れることになる。それ

よりも、本同窓会において、専門分野ごとに独自の活

動を続けながら、保健福祉看護の連携を深める方向を

模索した方が良い。 

・3/13 本同窓会より大学執行部へ申し入れ。 

内容：今回の事態の収拾に向けて、大学執行部の善処

を依頼。 

・3/16 卒業式当日看護学部同窓会発足 

本同窓会へ看護学部卒業生78名分の退会願い並びに入

会金返還の移管願いが看護学部同窓会世話人から提出

された。 

・3月末 看護学部教授会にて看護学部同窓会世話役

教員３名が選出された。 

・3月末 看護学部同窓会では、永久会費を入学式に

徴収することを世話人学生と看護学部教員で話し合い

決定。大学執行部より、看護学部同窓会と本同窓会の

入学式における同時徴収は混乱を招くので、事態を収

めて欲しいとの申し出があった。 

・4/1 看護学部同窓会世話人に宛て「福岡県立大学

２００７年度入学の看護学部生に関わる同窓会費の徴

収とその収受金の取扱いについて」という文書を送

付。 

主旨：入学式には、従前通り本同窓会が入会金を徴収

するが、収受金は両同窓会の話し合いの上、会員から

の退会申し出があるまで凍結する。 

・4/4 看護学部同窓会では、会則の変更は総会の承認

を受けるとあるが、総会の承認なしで、会則を変更

（永久会費の徴収を決定） 

・4/27 看護学部同窓会立ち上げ委員の１名が代表と

なり、代表人名で看護学部在学生の退会願い並びに入

会金の移管願いを作成し、それを看護学部教員が本同

窓会に郵送。 

 

・本同窓会から、看護学部同窓会会員（卒業生）と直

接話し合いたいとの申し出をしているが、話し合いは

実現していない。 

 

＜経過からうかがえること＞ 

 

・発議が教員によるものであったため、会員の自発的

意志に基づくものであるかどうかは不明である。 

・県立看護専門学校同窓会会員との交流を望んでいる

と主張しているが、実際には、歴史的流れを断ち切っ

た同窓会を立ち上げている。 

福岡県立大学看護学部同窓会立ち上げと 

          本同窓会との関わり 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~kendai-dosokai/   

http://k.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/kendai-dosokai/（携帯） 

＜福岡県立大学同窓会の基本的考え＞ 

 

○同窓会は会員の意思により、組織されるものであ

り、会員が共に研鑽を深め、相互の親睦が図れる組織

でなければならない。 

○県立大学同窓会は総合的な一つの同窓会である。た

だし、将来的に次のような形態も考えられる。 

①統轄する同窓会があり、その下に、人間社会学部

と看護学部の分科会活動を同窓会事業として展開す

る。 

②専門分野ごと独立した二つの同窓会活動をする。 

 

これらについては、今後の検討課題となろう。 



 

            総会では、 

                   県立大学学長基調講演 

    ＆卒業生によるシンポジウム 

懇親会では、 

 卒業生 シンガーソングライター ｆｕｃｃｈｉＥのミニステージ 

 在学生 ＨＩＰＨＯＰダンスサークルのイベント 

日時： 

 平成19年8月5日（日） 

 10:00-12:50 総会 

 13:00-15:00 懇親会 

場所：門司港ホテル 

会員参加費：5,000円 

学生参加費：1,000円 

託児有り（総会開催時） 

fucchiE OFFICIAL WEBSITE 

http://www.fucchie.net/ （PC） 

http://www.fucchie.net/hp/index.html  

              (携帯・FOMAのみ視聴も可能) 

fucchiE OFFICIAL BLOG 

http://blog.livedoor.jp/fucchie24/ (PC・携帯) 

注目 

 申し込み後の出欠変更は、7月３1日（火）までにお願いし

ます。それ以後の出席については、８月３日（金）の午前中ま

で事務局へお問い合わせ下さい。 
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 旧福岡県立看護専門学校の閉校に当たっては同校に

「閉校記念事業会」を設け、記念事業を行いました。

その残余金については、拠金に協力頂いた旧同窓会会

福岡県立看護専門学校閉校記念事業会より報

告 

 （福岡県看護協会より感謝状）   

    福岡県立看護専門学校閉校記念事業

員・在校生・教職員に対して公平かつ公正に使用する

ために、三者の代表からなる会を立ち上げて慎重に検

討して参りました。その結果、当時進められていた

（社）福岡県看護協会の会館建設への寄付を主体とす

ることを決定し、昨年１２月に「福岡県立看護専門学

校閉校記念事業会」の名前で寄付を行いました。これ

に対し本年４月１５日に行われた看護協会の会館

「ナースプラザ福岡」の落成式において、当事業会へ

感謝状を頂戴しました。ここに関係各位に報告し、披

露申し上げます。 



 今年度、個人情報更新に関する調査票を送付しま

す。ご協力お願いいたします。 

①別紙用紙にあなたの個人情報が記入されています。

訂正がある場合は、訂正事項を記入してください。 

②同窓会会報等の発送先を選択してください。 

実家を選択される場合は、実家住所を記入ください。 

③今年度より、年会費納入会員に向けて、タイムリー

に情報発信を行う予定です。情報受信方法の欄で、希

望の受信方法(e-mail受信 携帯メール受信 FAX受

信）を選択し、アドレス等を記入してください。 

④個人情報保護方針における２ 個人情報の利用にお

いて、あなたが承認するもの、承認しないものをそれ

ぞれ、チェックしてください。 

⑤近況報告をお知らせください。（会報掲載） 

※同窓会会員の慶弔に際し、同窓会より電報を送信しています。慶弔事項をFAX E-mailで同窓会事務局にご連

絡ください。 旧教職員（旧県看職員を含む）も特別会員として電報送信をしています。 
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  福岡県立大学同窓会 

〒802-8585 

 福岡県田川市伊田４３９５ 

   福岡県立大学内 ３号館１階 3108号 

   福岡県立大学同窓会事務局（月・水・金） 

     ＴＥＬ（FAX共用） 0947-42-2777 

 E-mail: kendai-dosokai@kbf.biglobe.ne.jp 

 URL:  

 http://www7b.biglobe.ne.jp/~kendai-dosokai/ 
http://k.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/kendai-dosokai/          

（携帯） 

○ 会報１８号に原稿をお寄せ下さい。 
 同窓会会員の方へのメッセージ、伝えたい情報

等、下記の要領で、同窓会事務局宛お送り下さい。 

  

 会報1８号発行予定   平成20年１～2月 

 発送対象  平成19年度・20年度年会費納入会員 

 原稿    200字から400字      

 原稿内容  同窓会会員へのメッセージ、近況 

  伝えたい情報 会員への協力要請、思い出c 

   

※カットや写真を添えてお送りください。   

  原稿締め切り     平成19年11月末日 

尚、９月頃会報編集委員会より、原稿を依頼するこ

とがあります、ご協力お願いいたします。 

 日頃より、県大生に同窓生としての、親しみを感

じ、実習情報や就職情報を同窓会にお寄せいただき

ありがとうございます。昨年度は情報提供シートに

よる就職情報を25件提供いただきました。ありがと

うございます。今年度も情報提供用シートを同封い

たします。職場や関係機関での求人情報がありまし

たら、随時、別紙返信シートにて、送付下さいます

よう、よろしくお願いいたします。 

就職情報提供シート提出にご協力を！ 

訃報 

 人間社会学部人間形成学科 ９期（2003年卒） 

 西川 共 平成19年5月28日逝去 

 人間社会学部社会学科 12期 

 高田 裕子 平成19年3月（在学中）逝去 

                 謹んで ご冥福をお祈りいたします。 

福岡県立大学同窓会個人情報保護方針 

 福岡県立大学同窓会は、会員相互の親睦をはかると

ともに福岡県立大学との連携を保ち、その発展に寄与

することを目的としており、そのために必要な同窓会

会員の個人情報を収集、管理しています。本同窓会

は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、「個人情

報の保護に関する法律」に基づき、個人情報の適切な

利用と安全管理のために必要な措置を講じながら、同

窓会活動を進めていきます。 

 

１ 個人情報の収集 

同窓会は、その目的達成のために必要な情報を、会

員の同意を得た上で必要時に収集します。 

２ 個人情報の利用目的の特定及び利用の制限 

情報収集に際しては情報の利用目的を特定し、その

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用

することはありません。個人情報を利用するのは、次

の場合です。 

(1) 同窓会会報の送付 

(2) 同窓会総会等同窓会事業の案内及び報告の送

付 

(3) 在学生の就職活動の支援等依頼の送付 

(4) 大学、自治会等からの協力要請、案内の送付 

(5) 会員からの問い合わせに関する回答 

(6) その他同窓会活動に必要な時 

３ 個人情報の第三者への提供の制限 

同窓会は、個人情報収集時に同意いただいた利用お

よび提供の範囲を越えた個人情報の提供はしません。

但し法令の定めに基づく場合や、本人の事前の同意が

ある場合は除きます。 

４ 個人情報の安全管理措置 

同窓会は、会員の個人情報が常に正確かつ最新の

ものとなるよう、会員に協力を求めるとともに、そ

の漏洩、滅失、毀損、改ざんの防止および、個人情

報への不正なアクセス阻止のために、必要な安全管

理措置を講じます。 

５ 個人情報の開示・訂正 

同窓会は、会員本人が自らの個人情報の開示、訂

正、削除、利用停止を希望される場合には、法令の

規定に基づき、遅滞なく対応します。 

６ 個人情報保護方針の改定 

同窓会は、個人情報を正確かつ安全に取り扱うた

めに、必要に応じて個人情報保護方針を改定するこ

とがあります。 

個人情報更新のお願い（返信下さい） 


