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福岡県立保母養成所    福岡県立保健婦養成所 

福岡県社会保育短期大学      福岡県立公衆衛生看護学校 

福岡県立大学               福岡県立看護専門学校 

               現在会員数 ９，１２４名 

 
 

 

資料棚 

 

 

 

カウンター 

県看会誌（白ばら）みずき、社保

短１０周年誌、２５年誌、みずき

祭パンフ、県大十周年誌、県大卒

業アルバムなどなど、同窓生に関

する資料を閲覧できるようにして

あります。 

 
 

 

名簿整理・会報編集等事務作業を行っ

たり、来室した会員さん、学生さんと

話をしたりしています。 

同窓会情報を掲示していま

す。会報など、自由に取れる

ようにしています。 

資料棚  

入り口 
季節毎の 

壁面構成 

fucchiEポスター掲示 

情報募集 

事務局員は現在４名、月・水・

金輪番で出勤しています。月１

回、全員揃って、事務作業の打

ち合わせをしてます。 

四役会議 

保育や手話の本もあります。 

案内図 

チョコやお菓子

も置いてます。 

物品販売情報 

会員からのお問い

合わせはここで、

受けています。 
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①福岡県立保母養成所 

②福岡市 ③７６０名    

④６０名  ⑤６９０名 

⑥会長１名 

     ・常任幹事１名 

⑦１４名 

①福岡県立大学看護学部 

②田川市    ③１８８名（在：２８０名）     

④２３6名    

⑤２３2名（内準会員：１７１名） 

①福岡県立大学人間社会学部 

②田川市 

③１７３６名（在：６００名） 

④５名 

⑤２３３１名（内準会員：６００名） 

⑥副会長１名・常任幹事２名         

⑦４３名 

①福岡県立保健婦養成所 

②福岡市  ③２１９名 

④１７名     ⑤２０２名 

⑥副会長１名 ⑦１０名 

①福岡県立公衆衛生看護学校 

②福岡市 ③２８８名   

④１１名   ⑤２７７名   

⑥常任幹事１名  ⑦９名 

①福岡県立看護専門学校 

②太宰府市 ③２９６０名    

④７名    ⑤２７５７名 

⑥常任幹事１名 

⑦８８名 

①卒業校名 

②学校所在地 

③卒業者数 

④物故・退会者数 

⑤現会員数 

⑥同窓会役員 

⑦幹事数 

○公衛看12期     

         篠原 美智子 

 本川常任幹事の残任期間のみ、

役員（常任幹事）を受けさせてい

ただきました。退職６年を迎え、

この間一市民として身障者とし

て、地域のお世話になりながら生

活してきました。後任の幹事さん

の選出をよろしくお願いします。 

○県大人間形成学科17期   

            

今井 豪 

 福岡市の職員とし

て、東区の馬出保育

所に勤務しておりま

す。子どもたちに囲

まれ、元気と愛情を

もらいながら、日々保育に携わって

います。一年目で、分からないこと

ばかりですが、上司や先輩方の温か

いご指導を受けながら、毎日が勉強

です。子育て支援にも力を入れてお

り、保育所での勤務のほかに、地域

の行事や祭事に出向いて、様々な地

①福岡県社会保育短期大学 

②田川市  ③２６４２名 

④２２名  ⑤２６１９名 

⑥副会長１名・常任幹事２名 

⑦４５名 

新幹事プロフィール：新幹事選出ならびに幹事交替で、幹事・常任幹事となられた方々です。 

○県看看護婦科4期    

          石村 みき子 

 昭和51年3月 福

岡県立看護専門学校

看護婦科卒業  

 同年 4月 九州大

学病院入職 

平成18年3月  同病院退職 

福岡県立大学同窓会会員構成 

○県大社会学科17期  

           谷口 智美 

 新幹事を務めさせ

ていただく谷口で

す。現在は田川市役

所の保護課で、医療

扶助事務の仕事をし

ています。同窓会の

幹事として行動する

のは初めてのことなので、何をすれ

ばいいのか、全く分からない状態で

はありますが、福岡県立大学同窓会

の運営がスムーズに行われるよう協

力していきたいと思います。よろし

くお願いします。 

平成19年10月 庄ひかり保育園入

職             現在に至る 

＊よろしくお願いいたします。             

域活動にも参加しています！！幹

事としては、まだまだ力不足では

ありますが、今後とも何卒よろし

くお願い致します。 
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○保母養成所４期 松美会の皆様へ 

           保母養成所4期 月脚 雅子 

皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか？ 前回

は古希のお祝いを兼ねて箱根の旅をしましたが、今回

は同期会の旅最後と言うことで保母養成所発祥の地福

岡で集う事にしました。もう人様のお世話どころでは

ないお年頃になりましたので福岡にお住まいの仲吉さ

ん 陣川さん 瀧口さんにお世話していただきまし

た。2泊3日の旅行の計画・下見・手配・交渉と大奮闘

されたようです。おかげさまで楽しい時間を過ごす事

が出来ました。卒業して50年余も過ぎているのに学生

時代そのままでした。先ず シーホークリゾートに集

合し18名の部屋割りで立派な3室の和室に落ち着きま

した。前回の箱根の旅のビデオを見せてもらったり、

茶道師範のお点前を戴いたり、夜はフランス料理と優

雅な時間を過ごしました。２日目はあいにくの雨でし

たが能古島のアイランドパーク、国立博物館、昔私達

が学んだ学校跡も尋ねましたが松林もなく都市開発さ

れ、面影はぜんぜんありませんでした。学生寮跡に保

育園がありました。2日目の宿は二日市の大丸別荘 

趣向のいい広い和室でゆったりした気分でした。美味

しい和食と温泉 カラオケと楽しいひとときでした。

平成10年から2年毎に行われてきました同期旅行も終

りました。今までに旅行のお世話してくださいました

方々に感謝いたします、参加して下さいました皆様に

も感謝します、これからの人生を健康で心豊かにすご

しましょう。 

追伸 有志の皆様から通信費として、旅行の際の余

剰金をお預かりしておりましたが、残金がでましたの

で今回出席の皆さんとの話し合いで雑費を引いた残金

５万円を同窓会に寄付させていただきました。 

最後の会としての旅二日市温泉大丸別荘の庭園にて  

★保母養成所４期生より同窓会へ５万円の寄付がありました。ここに感謝し報告いたします。★ 

○ハイ、ポーズ！ お元気ですか？ 

           保母養成所11期 川上 和子  

 私達、ヨガ教室は8名で

一年間続きました。このす

ばらしいポーズは美和子先

生（蓉ちゃんの子供さん）

です。来年は私達がこれを

やれるようがんばります。

同期会報告＆同期会案内 
平成20年６月27日幹事会 

 大雨注意報発令の中、平成20年度県立

大学同窓会幹事会が３号館3109号で開催

１会長挨拶 

２報告 大学近況 

 新任副理事長・常務理事紹介 

３審議 

（１）福岡県立大学看護学部同窓会設立に関する対応 

・平成19年末の幹事会後の経過について事務局より報

告の後、今後の取り組みについて意見が交わされ、同

封の「看護学部同窓会その後」として、看護学部在学

生、看護学部卒業生、県立看護専門学校卒業生、公衆

衛生看護学校卒業生、保健婦養成所卒業生を中心に文

書による呼びかけを行うことになりました。 

                ★同封別紙参照 

（２）同窓会会報19号の発行承認 

（３）平成21年度同窓会総会開催について 

・県立大学同窓会総会は、2年に1回、福岡市、北九州

市、田川市と開催場所をかえて行ってきました。平成

21年については、田川市（県立大学）での開催予定で

すが、田川市は公共交通機関の利便性が悪く、高齢の

会員にとっては、参加しにくい等の意見がでました。

県大大学祭開催日に大学で総会を開催する案が事務局

より出されましたが、次回幹事会を大学祭当日開催し

て、実施が可能であるかを検討することになりまし

た。 

 ★次回幹事会：平成20年11月9日(日)開催予定 

されました。四役はじめ、幹事、事務局、含めて25名

での開催となりました。 

○幹事会終了が、年会費納入者おたのしみくじ抽選会

を行いました。（当選者については、８頁に掲載） 



福岡県立大学同窓会会報 Page 4 

○保健婦養成所10期        

                箕輪 尚子(小山) 

 同期幹事石橋さんからのご依頼で近況ご報告しま

す。一昨年卒業して初めての同期会をしました、皆年

をとってしまいましたが学生時代のその人らしさはそ

のままで人間性の基本が変ることは非常に難しいもの

だと実感した次第です。クラスメートに会い感じまし

たことは、保健婦の専門教育の基礎をしていただい

て、その後様々な業務を経験し、それを通して人間性

が構築されていくものだなということでした。その基

本の教育をどのように自分に取り込みその影響を基盤

にして能力を開発していくのなんだということを気づ

きました。 

 私の経験をお話させていただくと、私の基盤のひと

つは日本の他の保健婦養成機関にはなかった確か20時

間、松下先生の「労働衛生」の講義でした。 

あの貴重な労働衛生の講義に開眼させられて「労働

者の健康管理」だけの人生になりました。企業の中で

○保母養成所11期            

                   川上 和子 

 来年は当番です。皆様、同窓会総会でお会いしま

しょう。北九州の方多数の御参加を。昨年は6名でし

た。 

○保健婦養成所７期 

                   猪俣 誠子 

 平成20年6月12日（木）保健婦養成所で教鞭をとっ

ておられ、その後厚生省（旧）等で活躍された井上幸

子先生がアメリカから来日されていましたので、先輩

の方数人と、養成所７期生5名が集り、昼食会を予定

しております。（上記小河さん報告です。） 

○『井上幸子先生をかこんで』 

          保健婦養成所７期 小河 信子 

 六月に入り一段と美しい菖蒲の花が

咲く大宰府で、井上先生をかこみ楽し

いひとときを過ごしました。久し振り

に日本にお出になるということで、急

な集まりでしたが、先生と親交のある

先輩たちと7期生5名が出席しました。

先生はお元気な姿で、お会いしてもす

ぐに分かりました。ニューヨークの近く、メートラン

ドに住み、時々、老人福祉のボランティアをしなが

ら、ご主人のピータさんと仲むつまじくお過ごしのよ

うです。今年は結婚20周年で、ご一緒に来日されてお

り、お祝いの乾杯をしました。カメラが趣味のよう

で、食事中も盛んにシャッターを押しては嬉しそうで

した。先生は、昭和23年から11年間、保健婦養成所に

在籍されており、7期生が六本松の校舎で学んでい

た、昭和33年当時の先生のエピソードを話題にして盛

下は良く行く韓国で写したものです。早春には征子さ

んの母上が帰天さ

れ、戦渦に散った

父達の短い人生、

大いなる犠牲、

残った母子家庭を

余儀なくされた私

達。心からの涙を

流しました。こん

な不幸は私達だけ

にして欲しく平和を心から願います。その後は順調に

人生を歩み、今は子供達の結婚、孫の子育てと、幸せ

なのです。 

 私達を育ててくれた学校の同窓会が末長く続くよう

に同窓会費の納入、よろしくお願いします。外食を一

食減らしてでもご協力ください。皆様ごきげんよう。                                              

り上がりまし

た。あれから、

実に50年、各々

に激動の半世紀

を過ごして来た

ことに、感慨も

ひとしおでし

た。今では、み

んな高齢者の仲間入りをしています。日常生活で趣味

を楽しみ、健康に気づかいながらも元気に過ごしてい

ることに安心しました。卒業以来、会う機会のない人

も多く、ご多幸をお祈りするばかりです。現在、７期

生の幹事は猪俣さん（須山）です。 

 県立看護専門学校が平成15年度で閉校となり、同窓

会は、福岡県立大学同窓会に加入しております。総会

（二年毎）も開催されますので参加をお待ちしており

ます。 



○ノーバディズパーフェクト・ファシリテーター 

            県看看護11期 藤原 浩美 

 同窓会のみなさまこんにちは。私の今を知っていた

だく、このような機会を与えてくださって感謝いたし

ます。卒業後、九大小児科病棟に1年間勤務した後、

小児科医の夫と結婚し、すぐに子どもを授かり育児が

始まりました。看護師だから子どもの扱いはプロなは

ずといったようなプレッシャーで、育児は想像以上に

大変でした。その経験から、子育て支援の活動を始め

17年になります。育児サークルを立上げ、その活動を

ベースに、子育てネットワークを立ち上げました。

作ってきたものを後進に譲りながら、現在はノーバ

ディズパーフェクト（「完ぺきな親なんていない」）

プログラムのファシリテーター、そのトレーナーとし

ても活動しています。他にも、プレーパークや、文庫

活動、「こどもとメディア」、男女共同参画など、子

どもの育ちに関わることには興味を持って参加し、人

が安心して自分らしく生きていける環境づくりやサ

ポートできる仲間をふやそうと活動しています。 
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○公衆衛生看護学校11期の皆様へ 

           当番 岡崎 多寿子（星野）  

 今年（H20年）10月末頃、下関でクラス会を開催予

定です。2年に1度開かれまして、過去には福岡（大丸

別荘）、佐賀（呼子）、柳川川下りなど多数の方が参

加されています。前期高齢者に近づいている私達です

が、まだまだパワーは残っています。海響の町下関で

大いに語り明かしましょう。そろそろ“フク”も美味

しい季節になります。                 

○県看、4期生の皆様お元気ですか。 

              石村 みき子（永山） 

 昨年6月に川野先生をお招きしてクラス会をしまし

た。卒業して約30年、ほとんどの方がまだ現役で頑

張っています。参加した中で唯一私がリタイアして 

いましたので同窓会の幹事をする事となりました。県

立大学に移って、場所も田川でちょっと遠いのです

が、できるだけ幹事会に出席して皆様へ情報を送りた

いと思っていますのでよろしくお願いいたします。ち

なみに私も昨年の10月から保育園で仕事をしていま

す。1歳児を相手に走りまわっています。とても可愛

いいし、楽しいです。 

 最後に同窓会会費の納入協力をよろしくお願いいた

します。 

○『普通』の中で    

            社保短10期 鬼木 ひとみ 

 社保短卒業後、保育士

の仕事は、腰掛け程度で

結婚。長女が、重度の障

害者となり、以来、長女

の過ごし方を、私が決め

る日々です。決めるとき

の原点は、学生のとき、

実習でお世話になった、

福岡東病院重度棟の職員

の方の、『この人たちを、家庭（普通）に帰した

い。』というお話です。 

 長女は、小学校入学時には神奈川県で、普通クラス

を選べたのに対し、引越し先の北九州市では、余儀な

く、養護学校へと。どちらも経験して、『普通クラ

ス』の良さを、強く実感。時代的な背景もあり、中学

校では、長女は、再び普通クラスへ。三年間の、長女

の付き添い経験から、『普通が良い』は、私の信念に

なりました。 

 現在、私は、自宅で、英語のレッスンを開いてい

て、長女は、傍らで、楽しんでいます。『普通』の中

で過ごせることに、感謝です。 

その産業構造の変化や労働観の変化の中で労働者の健

康を護る技術も変わり、精神保健を深めていきまし

た。50歳のときに保健管理学だけでなく臨床心理学を

学びましてその延長で臨床心理士の資格を取りまし

た。「システム設計労働者の精神的負担」で学位も取

りました。今は開業して若い方々と企業と契約して精

神保健の仕事を請け負ってやってます。すべてはあの

福岡県立保健婦養成所で受けた「労働衛生」の講義が

発端でしたことを思いますと、いかに教育が重要であ

るかと思っています。もっと勉強してたらと悔やむこ

ともありますが、持ってる力でこれから残された人生

を働く人々のお役に立つようにやっていければと思っ

て日々働いています。 

 会員の今「輝いています！」 
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○同窓会事務局デビュー 

        県大社会福祉2期 永井尚子（原口） 

卒業後、地元（山口）へ戻り病院や

在宅介護支援センターに勤めて、二年

後に結婚で田川へやって来て今年で10

年になります。 

 その間にかわいい（?）男の子を二人

出産し、長男は小学二年生、二男は幼

稚園の年少になりました。二男が幼稚

園に行きはじめた今年の四月から、同

窓会の事務局の仕事を手伝わせていただくことになり、

また以前のように県立大へ通うことができて、とても幸

せな気持ちでいます。私が在学していた頃とは様変わり

した県立大に、目が点になりながら、『学生に間違われ

たりして・・・』とニンマリしている今日この頃です。

（厚かましい？） 

 長男が生まれた当初は、育児のことも全然分からない

し、周りに相談できる知り合いもいなくて、とても不安

な気持ちでいました。その不安も育児サークルに参加す

ることで徐々に消えていき、育児に関することやそれ以

外の様々な悩みを話せる仲間がいてくれたおかげで、ス

トレスばかりに思えていた子育ても『子どもってかわい

いかも、結構おもしろいかも』と感じられるようになっ

てきました。 

 こんなことを言っていますがまだまだ子育てをはじめ

て八年目、新米ハハから脱皮できていないのですが、自

由な時間がせっかくできたので、子育てをはじめたママ

の少しでも役に立てたらと、子育て支援のようなことを

しています。私も色々な人達に助けられて今日までこれ

たので、誰かを助けてあげられることはとても幸せなこ

とだなあ・・・と。 

 同窓会の事務局の仕事もなかなか頭に入らず、周りに

迷惑をかけていますが、早く『何でも聞いて！』と言え

るくらいの域に達したいです。 

○福祉の世界そして海月（みずき）へ 

         県大社会福祉 中塚 亜紗子 

この度県立大学の会報に掲載いただけたこと、光栄

に思っています。私は本大学での講義や施設実習を通

して、障がい児・者分野に強く魅力を感じるようにな

り、卒業後は知的障がい児通園施設に就職し、障がい

児の療育や家族支援を、働く上で学んできました。 

 ちょうどその頃、音楽とも出逢い、仕事の傍ら週末

○皆さん、こんにちは！ 

        県大社会福祉学科 渕上卓司です。 

 僕は現在、東京を拠点にアーティ

ストfucchiE（フッチー）としての

活動を展開しています。 

主な内容は音楽（シンガーソングラ

イター）ですが、他にもイラストや

ポエムなども書いています。 

作品は今までに自主制作でアルバム

一枚とシングル四枚を、昨年はイン

ディーズレーベルからアルバム「M.E.」を一枚リリー

スしています。 

 また今年はチャリティコンセプ

トアルバム「LIFE IS BEAUTI-

FUL テノヒラノハナ」にも参加し

ました。 

 一見、大学で学んだ分野と今い

るフィールドは違うようにも感じ

ますが、母校で学んだ視点や育ん

だ時間は、密接に今に繋がってい

ます。 

「人と向き合うこと」の意味を現

在も学びながらの日々ではありますが、これからも県

大卒業生として精一杯邁進していきます！ 

 ６月よりCITIZEN（「匠の肖像」の時間です。）

のCMも担当しています。是非チェックしてみてくだ

さいね♪ 

 fucchiE公式ブログ 

   http://blog.livedoor.jp/fucchie24/ 

 着うた（視聴可） 

   http://www.worldclubmusic.jp/ 

 所属事務所website 

   http://www.arrowship.co.jp/ 

5月18日    ファイナル長崎公演  

★鬼木さんのアップしているＴＯＫＯのページ

（ブログ）をご紹介します。 

  私の長女（２３才）は、幼稚園の時に、急性脳症

になり、重度の障害者になりました。気管支拡張剤

テオフィリン薬害の危険性（特に６才以下の子ども

が危ないです）をお伝えしたく、ブログを作りまし

た。http://tokochan.cocolog-nifty.com/    



は海月（みづき）としての音楽活

動を行う生活になりました。その

後重症心身障がい者の施設で働く

ことになり、利用者や支援と正面

から向き合う毎日の中で、さらに

福祉の世界にもはまっていきまし

た。２年間仕事と音楽どちらも全

力で取り組んできましたが、逆に

どっちつかずになってしまうことが許せず、今年３月

思いきって仕事を辞め、音楽での生活を決意しまし

た。７月初旬のCD全国発売に伴って、今以上に精力的

に活動していきます。また、私たちは福祉施設での活

動にも力を入れていきたいと思っています。今後とも

応援よろしくお願いします。 

 現在「海月（みずき）」は、今年の8月で結成2年目

を迎えます。メンバーは、リーダーでギターボーカル

の河上透、メインボーカルの岡崎秋大、キーボードの

中塚亜紗子、の3人で活動しています。主に福岡市内

を中心に、路上ライブやライブハウスでのライブをメ

インに活動しており、最近では北九州、久留米方面に

も活動範囲を広げています。 

海月は、聴く人の心の奥に届くように、一つ一つの

音や言葉を大切に表現しています。みなさんの大切な

思いや気持ちを思い出してもらえたらと思っていま

す。HPも覘いてもらえたら光栄です。 

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=mizuki1oo1 (携帯) 

http://www.mizuki-mizuki.net/  (PC用) 

○愛媛県今治市地元にて 

          県大人間形成13期 藤原 飛鳥 

私は４月から地元である愛媛県今治市の公立保育所

で働いています。年長児31名のクラスに、障害児の加

配として入っています。 

一年目から以上児の担当になるとは思っていなかっ

たので戸惑いもありましたが、同じクラスの担任の先

生の保育も間近で勉強することができ、とても恵まれ

た環境だと思っています。働き始めて約二ヶ月、自分

にはできないこと、知らないことだらけだったと痛感

しています。担当児への支援でも悩むことばかりです。

そんなときには学生時代に学んだことを振り返ってみ

たり、周りの先輩方にアドバイスを頂きながら一つ一

つ壁を乗り越えています。 

毎日、失敗と反省の連続です。しかし、今の、夢が

○手袋シアター 

         県大人間形成13期 岳尾 美代子 

地元を離れ、北九州市福祉事業

団の保育所で１歳児クラスを担当

しています。早い時は６時前に家

を出たりと、一人暮らしをしなが

らの生活は大変ですが毎日楽しく

頑張ってます。最近ようやく業務

に慣れてきたところですが、まだ

まだうまくいかないことがたくさんあります。理想と

現実の狭間で戸惑うことが多く、他の先生方の助けを

お借りしながらの日々を送っています。他の先生方の

いいところを吸収して、こども

たちや保護者の方々のために、

頑張っていこうと思います。

今、時間を見つけては、手袋シ

アターや指人形などを作ってい

ます。学生時代に作れなかった

ことを後悔していましたが、今

では息抜きの一つになってま

す。身体的にも精神的にも疲れ

る仕事には息抜きが必要です

ね。これから夕涼み会などの大

きな行事が増えてきます。忙しくはなりますが、楽し

みです。 
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 在学中の校章や卒業アルバムをお持ち

ですか？同窓会では、卒業校の校章を資

料として収集中です。あなたの校章入り

思いでの品、学生時代の写真、卒業アル

バム等を同窓会事務局へお貸し下さい。

画像スキャンし、同窓会保存資料として

保管します。卒業校をベースにしなが

ら、卒業校を越えた緩やかなつながりを

求めていることをイメージできるような

「広げようつながりの輪グッズ」が同窓

会で作成する。そんな時のために、校章

入りのこんなもの欲しいというアイディ

アを是非お寄せ下さい。 

 校章等の思い出グッズお貸し下さい ！ 

実現した喜びや色々なことを吸収しようという気持ち

を忘れずに頑張っていきたいと思います。 

今後、また大学や同窓会の皆さんにお世話になるこ

ともあるかもしれません。まだまだ未熟ではあります

が、よろしくお願い致します。 

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=mizuki1oo1
http://www.mizuki-mizuki.net/


 昨年度、個人情報更新に関する調査票を送付しま

した。今年度は訂正事項等の確認をお願いいたしま

す。ご協力お願いします。 

①別紙用紙にあなたの個人情報が記入されていま

す。訂正がある場合は記入してください。 

②同窓会会報等の発送を自宅以外に希望される場合

は、発送先住所を記入してください。 

③年会費納入会員に向けて、同窓会情報発信を行っ

ています。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、

アドレス訂正があれば、記入してください。 

④個人情報の利用について、あなたが承認しないも

のがある場合は記入してください。記入がない方

は、個人情報保護方針にのっとって個人情報の管

理・活用を行います。 

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） 

就職情報提供シート提出にご協力を！ 

訃報      追悼：謹んでお悔やみ申し上げます。 

 公衆衛生看護学校 H17 

   中野 ミノリ（綾部） H19.5.24 逝去 

  保母養成所    Y８  

   村里 久江（伊藤） H18.7.6 逝去 

  社会保育短期大学 TH3  

   西木 陽子（箱島） H16.12.16 逝去 

  保母養成所 Y12  

   横田 妙子（吉弘）逝去 

  保母養成所 Y11  

   城戸 令子  H15.7 逝去 

  保母養成所 Y6  

   今仲 元子（古川） H19.11 逝去 

  公衆衛生看護学校 H13  

   井上 良江（和田） H19.9.18 逝去    

＊同窓会17号発行以降に届けられた訃報です。  

個人情報更新のお願い （返信下さい） 

 福岡県立大学同窓会ホームページをごらんいた

だいていますか？同窓会ホームページの中で、

もっと更新をしているのが、同窓会室日記（ブロ

グ）です。平成19年4月27日より、事務局員が出勤

し、同窓会室を開けた日のあれこれを書いた日記

です。在学生が同窓会室に立ち寄っていく風景、

卒業した会員との交流風景、事務作業の進展や苦

労話、笑い話などなど、気軽に読め、同窓会を身

近に感じていただけると思っています。ぜひ、の

ぞいてみてください。＊Yahoo又はGoogleで「福

岡県立大学同窓会室日記」と検索してください。 

 URL：http://hello.ap.teacup.com/kendai-dosokai/ 

 年会費納入お楽しみくじ当選者を紙面にて発表い

たします。同窓会幹事会にて、厳正に抽選いたしま

した。当選者の声、事務局までお聞かせ下さい。 

 景品発送につきましては、会報発送作業後８月を

予定しています。 

 日頃より、県大生に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。お知

らせいただいた正規社員（職員）、臨時社員（職

員）、嘱託職員、アルバイト情報等の就職情報

は、情報提供者の個人情報を保護し、就職情報の

みを大学側にお知らせしています。求人票を作成

し、キャリアサポートセンター（学内３号館設

置）に掲示しています。求人票の職を望む在学生

から、同窓会事務局へ連絡があり、情報提供いた

だいた就職担当の連絡先まで、つないでいます。 

 本号に、就職情報提供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、同窓会事務局まで、送付下さいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

年会費おたのしみくじ当選者発表！ 

Ａ賞（三千円相当図書券等） 

Y4吉尾国子   Y6安永忠子   TF11塩田純子 

TF4入江和子  KH1岩野明香   KH9森賀美衣 

P2小松弘子   P1田中銀子    H15森田和子 

H19中村あけみ CPM2峰博美   CPM6近藤元子 

Ｂ賞（千円相当図書券等） 

Y15室陽子   Y10高田稔子   Y12藤田京子 

Y１山科敏子  TH13井浦純子  TF5守田まつみ 

TF2山戸真由美 KS2前田誠太郎  KW8江口理恵 

P1牟田チセ子  P6太郎丸澄子   P9国武甫子 

P10野田朱実  H15今村幸子   H19福永恵美 

H11香月泰子  CPM4高橋愛子 CN13田原須三代 

＊敬称省略。記号は卒業校（卒業学科）、卒業期を

表しています。 


