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 総会：県立大学秋興祭当日開催 

 同期会報告＆案内 

 幹事の交代、募集 

 近況報告 （卒業校別） 

 年会費お楽しみくじ当選感想 

 会員プロフィール 

 事務局からのお知らせ 

  ブログ：同窓会室日記 

 求む 使用済み古切手、書き損じはがき 

 会報20号の訂正とお詫び 
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天神 県大 

06：50 08：06 

09：25 10：44 

10：55 12：14 

12：35 13：54 

14：35 15：54 

16：37 17：58 

18：55 20：16 

県大 天神 

07：08 08：28 

09：08 10：28 

10：48 12：08 

12：28 13：48 

14：48 16：08 

17：08 18：28 

18：48 20：08 

後藤時・日田方面(JR) 

直方方面(平筑)赤字 

時 小倉方面（JR) 

行橋方面(平筑)赤字 

09 15 46 49 15 16 38 49 

17 20 53 16 19 38 57 

07 19 43 45 17 17 36 52 

10 19 27 48 59 18 10 19 40 48 

17 21 36 49 53 19 22 37 49 

22 30 52 54 20 15 22 43 52 

04 19 28 58 21 39 

天神⇔県大バス時刻 
田川伊田駅発車時刻 

県立大学バス停 

７の前通る 

伊田大橋前 

旧門に到着 ぐるっとまわって正門 

電車利用の方 伊田駅前を左折 風治八幡神社 唐揚げの柏木から路地へ 第一ホテルへ 

英彦山川土手 

番田橋渡ろう 

渡って左折 

路地を入る 
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模擬店や催しに参加したあ

とは、ほっと一息 かふぇタイ

ム！ 

バイキング形

式で、デザー

トと飲み物を

用意します。 

 

 学生時代の大学祭（学校祭）の

写真、なつかしの一枚を展示。 

 会員勤務先や

活動の パ ン フ

レット、リーフレッ

ト、ポスターやチ

ラシを展示、設

置。 

 

卒業生アーチストのコンサートを

学祭に提案し、参加したり、その

他の催し物を見学しましょう。 

あなたの周りの

会員アーチス

トご紹介くだ

さい！ 

タイムスケジュール（予定） 

10:３０ 受付 

1１：００ 

   

1２：２0 

総会 

３号館 ３３０１号室 

ランチタイム 1２:３０  

 

１３：５０ 模擬店参加 

１４：００ ケーキバイキング 

１５：００ 閉会 

総会参加費 

 3500円                   

 

・保母養成所１１・１２期   

・社保短２４・２５期  

・県大１２・１３期・１期・２期・３期 

・保健婦養成３期     

・公衆衛生看護学校１３期 

・県立看護専門学校 保助３期  

        看護３・１３・２３期  

        保健３・１３・２３期  

        助産５期、６期 

別紙総会参加票を 

10月15日までに 

近況報告を添えて 

ご送付ください 
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いきいき元気七期会 

       （一年遅れの報告） 

                     
保母養成所・七期会 

 平成20年11月、篤姫ブームと、出水に飛来する

鶴の季節に日程を合わせてくれた世話人さんのお気

遣いに感謝しながら、今回の集合地、新幹線の出水

駅に到着した。 

 今回の世話人、鹿児島在住の佐東さん、宮崎在住

の大佐古さん二人が出迎えてくれた。元気な16名が

2年ぶりの再会を喜び合った。 

準備されたマイクロバスで3日間の旅へ出発。出

水麓武家屋敷・ツル博物館、そしてホテルへ。次の

日の早朝、荒崎つる見亭へ「えさまき」を見学。一

度は見たいと口々に期待してその瞬間を待った。ガ

イドさんの説明に聞き入り、鶴の飛来数に圧倒され

た。いよいよ鹿児島篤姫館へ。人気大河ドラマと

あって、人の多さに驚く。ドラマのいろいろな場面

を思い起こしながら進んでいく。瑛太さんもかっこ

いい。改めて歴史の奥深さと面白さを見た気がし

た。ドラマのセットの前で記念撮影。磯島津家庭

園・尚古集成館等、目の前の桜島の存在感も素晴ら

しい。鹿児島を満喫した。 

２泊目は、霧島連山を望みながら、霧島高原ホテ

ルで最後の夜となった。賑やかにみんなで歌い踊っ

た。大佐古さんのフラダンスに始まり、手話ダン

ス、コーラス、旅の話等など。よく喋り、よく笑

い、時間が止まった状態だった。高千穂牧場から見

る高千穂の峰、空はどこまでも青い。なんと３日間

初冬とは思えない暖かさ。まさに「晴れ乙女たち」

の実力だった。（笑い）同期会は継続していくこと

でいろいろな発信があり、楽しさもある。また、２

年後にお会いしましょう。今回世話人の佐東さん、

大佐古さんお世話になりました。お疲れ様でした。

（文責・今木） 

初夏の同期会お誘い 

 
公衆衛生看護学校 １１期 幹事 新谷 咸子 

 

皆様お元気ですか。平成２２年には２年に１度

のクラス会が開催される予定です。 

 平成２０年１０月１８，１９日に下関在住の岡

崎（星野）さんのお世話で下関でクラス会が開催

されました。その折に出席された方々から次回は

英彦山でとの希望がでましたので、私がお世話さ

せていただくことになりました。 

 計画としては平成２２年５月１５日（土），１

６日（日）か、５月１６日（日）、１７日（月）

を予定しています。せっかくの機会ですから、土

曜か日曜のどちらかに皆様ご存知かと思います

が、毎年新聞やテレビで報道されている伊田の川

渡り神幸祭を見てから英彦山に宿泊を予定してい

ます。多数のご出席をお待ちしています。 

ＮＨＫ大河ドラマ篤姫セットの前で 鶴乱舞（荒崎つる見亭） 

桜島を背景に（磯島津家庭園・尚古集成館） 
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 感謝感謝の毎日です。 

                                     

県看 保助２   野口 久美子 

 

 高校野球の幕開けとともに、暑い暑い夏がやっ

てきました。10年前野球球児だった長男の姿が、

いつもこの時期によみがえってきます。高校生に

なると親との会話も尐なくなり、青春真っ只中の

息子にハラハラドキドキさせられながら、それで

も野球を通じての沢山の感動のドラマを経験する

ことが出来ました。今では遠く名古屋で働く息子

に心から感謝している毎日です。 

 振り返れば、30数年保健師として働き、子育て

も充分に出来ずあわただしく、いつも何かに追わ

れるような自分に余裕のない日々の連続でした。

59歳になり、尐し時間的に余裕ができたなと感じ

る今日この頃ですが、今度は身体がいうことを効

きません。夫婦の時間も充分あるのに、会話も長

く続きません。人生共に生きた同士としての連れ

合いに感謝しながら、これから本当の夫婦になれ

ればいいなと思っています。 

 働くことと育児の両立は、働く女性の悩みの種

ですが、どちらも頑張りたいと思うのは欲張りで

しょうか？どちらかの選択ではなく当たり前に自

分の生き方を選択できる社会でありたいもので

す。若い同僚が元気はつらつとして、仕事も育児

も楽しく頑張って欲しいと願っています。家族と

いつも優しく見守ってくれた周囲の方々に感謝す

る毎日です。 

                               

保健婦養成所10期 藤原 直子  

10回生（保健婦養成所）の皆様いかがお過ごしで

しょうか？ 

卒業以来はや半世紀近くになりますね。もうそんな

に経ったのかと改めて驚きを感じますね。 

 私も今年は古希を迎えますが気分は５０代

（ちょっと厚かましいかな）まだ週２日非常勤です

が九電の関連企業で保健師として働いています。こ

の年齢になっても働ける保健師の資格に感謝してい

る今日この頃です。 

 ６年前脳梗塞に発作を起こした母の介護を訪問看

護師さんやヘルパーさん達の手を借りてやってきま

した。認知症による被害妄想が出たりいろいろエピ

ソードもありますが優れたヘルパーさん達に来てい

ただけて安心して仕事にも行けて助かりました。母

を介護していた間は家が空けにくく学会や研究会、

それに趣味からも遠ざかっていましたが、その母も

昨年暮れに９８歳で亡くなりましたのでまた趣味の

吟と詩舞（しぶ）を始めています。 

（詩舞とは詩吟や若に合わせ扇を用い着物と袴で舞

う踊りです。） 

 今年５月に福岡県剣・詩舞コンクールが有り稽

古･稽古に追われていましたが、お蔭で身体を動か

すことが増え長年悩まされていた腰痛と足の指先ま

で痺れていた坐骨神経痛が軽くなり腰の痛みが無く

なりました。人には「せっせと身体を動かしなさ

い」と言ってきましたが改めて自分の運動不足を痛

感したところです。皆さんも詩舞を習いませんか？

楽しいですよ。 

 広くもありませんが家庭菜園もやっています。今

はトマト・なすび・きゅうり･大根・かぼちゃなど

を作っています。野菜の顔を見ては今年は蜂や昆虫

が尐なく時には蜂の代わりにきゅうりやかぼちゃの

受粉作業をしたり、虫や野菜の病気と奮闘したり、

毎朝・夕、野菜の成長を楽しみ、収穫を楽しみ、自

分で作った無農薬の採りたての美味しい野菜での自

給自足の贅沢な食生活をしています。 

 秋、柚子が黄色く色づく頃から一段と私の忙しさ

が始まります。さして広くもない庭ですが柚子･夏

みかん･レモン・かぼす・橙・梅の木がありジャム

やレモン酒・ポン酢などの製品つくりに眠る時間を

削っています。おまけに春には庭に生える三つ葉や

蕗やつわ蕗からきんぴらや佃煮も作り、自分で食べ

るよりも姉や妹ご近所の方に食べてもらっていま

す。（勿体無い精神を発揮して佃煮に使った蕗の葉

まで佃煮にしています。）やっと梅酒・梅ジャム・

梅シロップ梅酢など梅の処理が終わりちょっと一息

ついているところです。 

 ひどかった不整脈も治まり元気に過しています。

これからも生涯現役を目指して生きたいと思ってい

ます。いつか皆様にお会いしたいですね。 

                                         

平成２１年６月２８日 

  

 社保短11期  田中 陽子 → 児玉 久子 

 公衛看19期  福永 惠美 → 薙野 美恵子 

 ＊旧幹事さん、ありがとうございました。新幹

事：児玉さん、薙野よろしくお願いいたします。 

  

 保養3期  幹事さんより 

  役員を解いていただきたい、足腰が悪く杖をつ

いての生活です。田川までは無理です。 

 ３期の方、幹事会は２年に１回程度です。ぜひ幹

事を立てていただきますように、お願いいたしま

す。 

同期会連絡。同窓会会員へのお知らせに、会報紙

面をご利用ください。お問い合わせは、同窓会事

務局まで（0947-42-2777) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

保養１ 田中 銀子 

 僅かな年会費の中からお楽しみ抽選会を計画さ

れ幹事の皆様には本当にご苦労されたこととお察

し致します。 

 今までに当選した事のない私が幸運を生むとは

驚きでいっぱいです。宝くじを買ってみようと思

う位です。\3.000大事に使わせて頂きます。あり

がとうございました。 

公衛看１９ 福永 恵美 

 事務局の皆様には大変お世話になっております。何

げなく見た同窓会会報の中に自分の名前を見つけた時

びっくりするやら嬉しいやら、こんな贈り物を同窓会

から戴けるなんて思ってもみなかったことでした。あ

りがとうございました。 

保養６ 太郎丸 澄子 

 「書留です!!」との郵便配達員より声があり、玄関

に出ますと同窓会事務局からの年会費お楽しみくじ当

選の「クオカード」でした。本当にびっくり、ありが

とうございました。今までくじ運の悪い私でしたが今

回は大当たり、大変うれしく思いました。 

 保健婦職で67歳まで働き、今はその年金生活、今

やっと自分の時間を生きています。 

 健康維持のため宝満山登山現在73歳で1570回とな

り喜寿77歳までに2000回を目標に登っています。午

後は、大好きな音楽、コーラスやピアノのレッスンを

2時間ほど指を動かして楽しんでおり、元気にしてい

ます。 

 新しい県立大学の更なる発展を期待しています。同

窓会幹事の皆様、ご活躍ご苦労様です。ありがとうご

ざいました。 

保養２ 小松 弘子 

 随分日数が経ち申し訳ありませんが思いがけない

お楽しみくじの当選をいただき有難うございまし

た。想定外の事をなさるものですね。私は、それこ

そ後期高齢者にあたり、学び働いたのは、遥か昔の

ことになりました。我が身の健康は、年相応です

が、まあ元気。週一回のストレッチ体操に出掛け、

運動後は何時も気持ち良く爽快感を味わって居ま

す。それに男女共同参画課と協働の市民ネットワー

クに属し、イベント部会員として、今年度は男性の

料理塾、希望者多く抽選ですが、講師を招き、和食

から中華、イタリア、フランス料理等手伝って居り

ます。御校も男女共学でそれぞれ個性、能力を伸ば

し共にいきいきと暮らしていける社会の実現に向け

て努力していらっしゃる事でしょう。益々のご発展

を念じ申しあげます。歌手の方もご成功なさって拝

聴する機会があれば楽しみです。又情報があればお

知らせ致しましょう。 

公衛看15 今村 倖子 

 丁度、渡辺和子先生のテープ‘‘ナンバーワン

よりオンリーワン‘‘のテープを聴いている時、

‘‘ピンポーン、書留です‘‘と・・・。何とう

れしいクジの当選！！舞い上がりました。孫とガ

ラポンくじに楽しみを憶える私。最高のプレゼン

トでした。有難うございました。31歳から特養

ホームの施設長。現在は、介護付有料老人ホーム

の施設長として、63歳何とか頑張っています。

100歳以上の多くなった事。元気な老後をテーマ

に、取り組んでいる一番簡単な、笑顔（難聴者に

は最良の薬）、スキンシップ。老人さんからの学

ぶ心構え。全部簡単に皆、出来る事の有効性を身

にしみて感じる毎日です。 

 認知症が改善され、心を開いて下さる時、涙が

出ます。一緒に仕事をして下さる方を‘‘この指

とまれー！！‘‘と希んでいます。今日は本当に

有難うございました。 

養成6 安永 忠子  

 クオカード抽選にて当ったとしてお送り頂

き、大変に驚いております。会の運営ご苦労も

多いことと察せられますのにこの様な趣向も考

えて下さり、ありがとうございます。 

 

（矢津田 克子） 

 県大同窓会年会費納入お楽しみくじに、同期

の安永様が当選して3千円のクオカードを頂い

たが、自分が使うわけにはいかないと私に

持ってこられました。安永様と相談して、今

回の同期会の経費として使わせていただきま

した。お陰様で会の収支決算が赤字にならず

にすみました。この場を借りまして皆様にご

報告申し上げます。安永様、県大同窓会様、

有難うございました。 

Page 6 

ぼく柴犬のごう、突然です

が、同窓会マスコット犬で

す。ヨロシク！ 



 

 

 

 

県大1 岩野 明香 

 「当選おめでとう」のメールを宮城にいる友人から

もらい、びっくりして確認しました。当選したことも

もちろん嬉しかったのですが、離れていてもすぐに

メールをくれる友人の存在が有難いなあと思いまし

た。先日、結婚して7回目の引っ越しで群馬から九州

に帰ってきました。久し振りに県大の友人たちに会い

たいなあと思っています。 

社保短11 塩田 純子 

 突然の事で、大変びっくりいたしました。どう

もありがとうございました。 

福岡県立大学同窓会の益々のご発展をお祈り申し

上げます。 

県大８ 江口 理恵 

 思いがけず届いたので初めは驚くばかりでしたが、

会費を払っていたので良かったなと思いました。卒業

後も県大とつながってると感じられ嬉しいです。コン

ビニやガソリンに使わせて頂きたいと思います。どう

もありがとうございました。 
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 平成21年度幹事会が8月2日（日）に開催されまし

た。  参加者：31名 

内容 

１、会長挨拶 

２、報告事項 

（大学近況） 

（事務局近況及び事務連絡） 

３、議題 

（１）平成１９年度・２０年度事業報告・決算報告審議 

（２）平成２１年度・２２年度事業計画案・予算案審議 

（３）入会金・会費納入について  

（４）同窓会総会開催について 

（５）役員改選について  

（６）同窓会会報２１号発行について 

（７）その他 

 年会費お楽しみくじ抽選会（当選者は11頁に掲載） 

 総会当番期の話し合い 

四役と事務局 

 遠くからもお越しいただく幹事方々の協議により、同

窓会の事業計画案・予算案が作成され、総会へと提出さ

れます。今年度は、予算上大変厳しい状態となり、経費

削減の努力をすると伴に、会報年２回発行を断念するこ

とになりました。 
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卒業期 福岡県立保母養成所 13期 
 

氏名 

中村 信子 

(緒方) 

お手玉伝導士 

タイトル 
【手から心の届くお手玉を!! －タ

ンスにあった数珠玉－】 

 「母さんが亡くなった。眠るように・・・」熊本の姉から電話だった。メヌエルとパーキンソン病を患って

いた89才の母なので、覚悟はしていたが力が抜けてしまった。7人の子供たち一人一人のきもちを大切にし

て、深い愛の心で育ててくれた母の姿がずっと私の心に寄り添っている。初七日まで熊本の実家にいる間、妹

と二人で母のタンスの整理をしていた。最後のタンスをあけたとき、思いがけない物があった。 

 ビニール袋に入った数珠玉だった。お手玉を作るつもりだったのだろうか・・・・と涙がこぼれた。一粒、

一粒の実に母の魂が入っていた。数珠玉が愛おしかった。母の着物の片袖で、六個のお手玉ができた。仏壇に

供えるとき、手の中で音がした。母の“ありがとう”が聞こえるようだった。お手玉を今の人たちに伝えてい

くんだよ・・・・の声とともに。 

 平成１６年９月「全国お手玉大会in神戸」の記事を新聞で見て神戸まで出かけた。2,000人くらいの参加者

に、「こんなにお手玉に燃えている人たちがいるんだ」と驚くと同時に嬉しかった。テレビもない、車もな

い、ものがない、子ども時代に母が作ってくれたお手玉遊びが大好きだった。 

 保育士になって、子どもたちに３こゆりをやってみせると、キラキラした目で「もういっかいやって！！」

とアンコールが出るくらいだった。お手玉大会で３段の認定試験を受け、取れた。認定証に伝統文化の継承者

としての文字が心にドカーンと入ってきた。 

 2,000人の中山口県から私ひとりだったことが「むかしなつかしお手玉会」を山口県に作った。４年目を迎

える。あちこちからお呼びがかかって、講師で出かけたのが130箇所にもなった。 

 保育園、幼稚園、小学校、大人のサロン、病院、いろんな場で楽しい・・・・嬉しい・・・・ありがとうの

声が聞かれる。不安な今の時代に手から心へ届くお手玉をしっかり伝えていこうと熱く燃えている私です。伝

承遊びは幸せの伝承です。あなたもやってみませんか？ 

卒業期 保母養成所１３期 

 

 

氏名 清水 紘子 

    （原口） 

出身地 

趣味 

糸島 

裂き織り  

かっぽれ踊り 

 保育所を退職して８年目を迎えました。地域の子

育て事業に関わるつもりでしたが、退職と同時に義

母（当時９０歳）との同居、息子夫婦との同居と一

度に大家族、６年前に内孫が生まれ、子育てのサ

ポートをし、娘の子供達も学校が休みの日は我が家

へ集合、２ヶ月前には子猫まで同居となりました。

３６５日、朝･昼・夕の食事の準備にてんやわんや

ですが、今が一番良い時ではないでしょうか。 

 ９７歳の義母も足腰が丈夫で、孫達と同じ物を尐

しでも食べ健康そのものです。人生の大先輩が目の

前にいるので、見習って健康で年を重ねていきたい

と思っているところです。幹事会への参加も頑張り

ます。 

卒業期 公衛看１１期  

氏名 新谷 咸子 

出身地 

趣味 

香春町採銅所 

生花、謡曲、水泳 

園芸 

 私は県看同窓会が県大同窓会に統合されて以来、

地元で暮らしているので「からだの続く限り」と１

１期生の幹事を依頼され、万年幹事を勤めさせて頂

いています。今回幹事会の席上でこの原稿を書くは

めになり、今日の今日と言うことで大変戸惑ってし

まいました。現在は永年養護教諭として勤務した学

校を退職して丸１４年が過ぎました。 

 子供も独立し、夫婦だけの生活になりました。今

は「心とからだの健康」のため趣味を楽しみ、毎日

元気で過ごせることに感謝しています。 
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卒業期 
社会保育短期大学  

社会福祉科 18期 
 

氏名 匿名希望 

タイトル 【支援を受ける立場となって思うこと】  

私は今、病を得て生活しています。わが子もある困

難を抱えて登校しています。それは、つらく、長く、

重く、終わりはありません。その生きにくさを支えて

くれるのは、夫をはじめ、家族です。しかし、それ以

上に助けられているのは、「臨床心理士」の方々のお

かげです。その専門性の高さによる指導、助言は感謝

を超えて感動すら覚えます。高い専門性にいくたび 

救われてきたでしょうか。 

 同窓会報を見るたび、20年前とは比べようもない専

門性を感じます。また、若くしてそれを志す学生さん

の姿は嬉しいものです。どうか、その支援の技術に磨

きをかけてください。それによって、この生きにくい

世の中を生きていくことができる人間がいることを

知ってください。学生さん、期待しています。身体と

心をいたわりながら、頑張ってください。 

卒業期 
福岡県立看護専門学校  

看護学科 １０期 
 

氏名 前田 玲子 

職業 
福岡県介護保険広域連合田川支部  

認定調査員  

卒業期 保母養成所９期  

氏名 仲道 輝子 

出身地 嘉麻市 

 保育園を退職して早○年。今や地域の皆さんにお

返しのつもりでいろんなお仕事をさせていただいて

おります。例えば公民館の出事、女性ネットワー

ク、お寺等、身近にいながら知らなかったことの多

いこと！今では多くの人生の先輩達との交流が楽し

みです。カレンダーに印のない時は一人あちこち車

で走り回っています。 

 これからもいろんな方向に目を向け自分なりに楽

しみを探して元気印で頑張りたいと思っています。 

 

保母養成所１５期 

  

 

卒業期  

氏名 川口 克代 

近況 

定年退職して2年、まだ現役で直方市地域子育て支

援センターで子育て支援の仕事を楽しんでいま

す。 

人様に生かされ、日々を過ごせることにとても幸

せを感じています。 

センター職員が子育て支援出来るのは、ほんの一

つまみもありません。 

市民（地域の人々と子育て中の親）と行政が対等

に協働していく子育て支援を目指し、子育て支援

センターから地域へでて、点、点、点、拠点をつ

くり、今それを線つなぐ子育てネットワークづく

りをしています。 

今直方では 

＊子育てサークルネットワーク 

   「すまいるWISH」（市内5サークル） 

＊直方子育てネットワーク「すくすく」 

＊地域自治公民館にて 子育て支援事業(3か所） 

＊NPO法人「子育てなかま」 

もちろん虐待、ネグレクト、不妊、育児ノイロー

ゼなどの支援も大いに必要です。 

それと同時に、人と人がネットワークでつながる

と、会話が出来、笑顔が、笑い声がいっぱい！ 

子育て親子を含んだ地域全体が、そうなることを

願い、人の輪が増えてきました。 

今年で第４回 のおがたこどもすくすくフェスタ

を企画実施しています。各団体個人がつどい、出

会い、喜び、育ちあうことをテーマに一歩ずつつ

ながりあっています。 

 同窓会会報に、プロフィールお寄せください。

会員皆さんの自己ＰＲを募集しています。あなた

の今を会員のみなさまにお知らせください。後

輩・先輩・同輩の方々が楽しく読み、刺激され、

励みとなる・・・それが、同窓会会員の絆へとつ

ながっていくことでしょう。あなたの今を皆さん

にお伝えください。同封のプロフィール用紙

（返信用）に写真を添えて、同窓会事務局まで

送付ください。 

＊今回、同窓会幹事会に出席いただいた幹事さん

に急きょ、原稿をその場でお願いし、書いていた

だいたものがあります。幹事の方々、快くお引き

受けくださりありがとうございました。 
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卒業期 社保短23 

保育科 

 

氏名 小林 由美子 

（清留） 

所属 

サークル 

Sing Group  
ホテコ 

♪あなたはポテコを知っていますか～ 

     あなたは歌うことが好きですか～♪    

思い出 

キーワード 

すずかけ寮、 小松ホーム、 

 ダンパ、 どんぐりとポテコ 

鹿児島出身⇒卒業後 そのまま田川残留  

夫（46）１人 娘（16)１人 以上 毎日笑顔  

卒業期 県立大学  

社会福祉学科2期 

 

氏名 永井 尚子 

（原口） 

山口県周南市出身  

田川市在住 

夫１人 息子２人  

趣味 韓国ドラマを見ること 大声で鼻歌を歌う

こと ナチュラルな服や雑貨を買って気分

的に満足すること  

私の 

口ぐせ 

“何回言ったらわかるんかね”（長男談）  

卒業期 社保短22期保育科  

氏名 林 由美 

（池永） 

生まれた時から結婚するまで

の住まい･･･実家（田川市

内） 

 結婚後、田川市内から田川市内に転居し、現在に

至る。（ず～と田川････） 

夫と中一の双子の息子と小三の娘と私の５人家族  

 短大時代は林ホーム。舞研（舞踏研究会）に入っ

ていました。（華麗にダンスを踊っていたとは思え

ない今の体形･･･） 

 好きな食べ物はシュークリームで、初給料の時、

おなかいっぱいシュークリームを買って食べるのが

夢でした。（夢はかならず叶います）今も成長中！ 

卒業期 社保短9 

保育科 

 

氏名 平野 信子 

（木村） 

山口県下関市生まれ、北九州

市門司区育ち、勤務先は北九

州市→田川市→苅田町。住ん

でる所は小倉南区。 

 社保短同窓会最後の名簿を編集する頃（H4)か

ら、同窓会に関わっています。県立大学同窓会と

して一本化され、県立看護専門学校同窓会の加入

を受け、念願の学内同窓会室の設置を経て、同窓

会が卒業校の違う会員、そして在学生へとその繋

がりを広げてきたのを実感、体感しています。ゆ

るやかな組織、広がりと絆の中で、いろんな可能

性がある同窓会が大好きです。現在は、月に１～

２度同窓会室に出向いて、小言三昧の“お局”し

てます。ずっと夫とふたり暮らしです。 

同窓会事務局よりお知らせ 

 大胆にも、「スタッフプロフィール」いっちゃいま

す。同窓会室にお越しいただくと、笑顔でお迎えいた

します同窓会スタッフです。幹事会や総会、会報発送

作業などは、学生アルバイトの方にも活躍していただ

いています。どうぞよろしくお願いいたします。 

卒業期 社保短１５期 

  保育科 

 

氏名 左 広美（中藤） 

ワタクシ、生まれも育ちも筑豊田

川でございます。最近トレン

ディーになりつつある、自宅出産

の赤ん坊でした♪田んぼに囲まれ

てビキタン（カエル）釣りを楽し

む子ども時代を過ごしました。 

 楽しみ 2009年、１月から柴犬♂（現在７か月）を

飼い始めました。この仔に胸キュン♪な毎日で、朝夕の

散歩で自然を満喫中です。福岡県立大学附属研究所生涯

福祉研究センターで働いています。そのため、同窓会事

務局とかかわる機会が多く時々同窓会事務局に顔を出し

ては、４人の忙しくも楽しそうな仕事ぶりにうらやまし

さを感じています♪ また、幹事会など同窓会事業のと

きには、書記程度しかできませんが事務局補助でお手伝

いをしています。そのお陰で、先輩後輩の皆さん、色々

な職種の方々とお会いすることができて、公私共に心強
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末吉 利恵 社保短 保育21期    平成17年8月29日逝去 

井上 典子 保母養成9期       平成20年1月12日逝去 

堀内 千恵子（長谷場） 保養4期   平成20年1月12日逝去 

内藤 正子 （寺崎）  公衛看15期 平成20年4月11日逝去 

山田 弘子 社保短 社会福祉6期   平成20年夏逝去 

和知 日出子（小嶋）  保養2期  平成20年7月26日逝去 

前川 一之 社会保育短期大学第４代学長  平成20年11月10日逝去 

安藤 恵美子（岡）   社保短 福祉11期  平成21年1月31日逝去 

黒田 渉  県大 社会14期     平成21年7月17日逝去 

 

 今年２月、昨年９月末から４か月ほど冬眠してまし

たブログ：福岡県立大学同窓会室日記をリニューアル

しました。リニューアルした日記には、皆さんよりコ

メントを書き込めるようになっています。 

 同窓会室にやってきた学生さんと事務局のやりとり

や、会員さんとのやりとり、今日の、今の同窓会室を

ちょっと覗いてみることができます。同窓会事務局ス

タッフは、「書く」「伝える」ことで、尐しでも同窓

会室を身近に感じていただこうと考え、同窓会室に

やってきた日は、ちょっと悩みながら、パソコンに向

かっています。リニューアルした当初は、ブログの書

き方がわからなかったり、ログインが上手くできな

かったりしましたが、今では絵文字入りのブログを

ちょいちょい、見ることができます。 

アクセス方法は、 

検索：福岡県立大学同窓会室日記 

県立大学同窓会公式ページ→お知らせ→同窓会室日記 

URL入力ＵＲＬ：http://23312459.at.webry.info/ 

  

 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、会報に同封いたしま

す。ご確認ください。 

Ａ賞 

Y6：福井尚子 Y9：屋成則子 TF10：廣岡佳子 

TH17：秋吉直美 KW4：中村恵子 KS11：田中里美 

P7：瓜生キヌヨ P10：石橋照子 H18：太田弘子 

H18：猿渡美智代 CN13：尾山恵理 CN29：永島律子 

 

Ｂ賞 

Y3：勝間信子 Y5：平川玲子 Y7：橋本萩子 

Y13：後藤敦子 TF6：岡山智恵子 TH7：山本嘉予子 

TH13：井浦純子 KS１：大津雅代 M9：宅間弘 

P1：牛島慶子 P3：丹以久代 P7：久保鳴戸 

P8：伊藤多喜子 H12：久米静江 H14：佐々木輝美 

H19：西生恒子 CN６：三浦繁子 CP12：中村由美 

＊敬称省略。記号は卒業校（卒業学科）、卒業期を

表しています。 

 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。 

 ある日のブログ    「明日から夏休み」 

 こんにちは。事務局Nです。 

今日もなんだかころころ変わる天気ですね。隣の小学

校の校庭も水溜りだらけです。今日はわが子を連れて

きていたので、事務局の中は騒がしく、学生さんの声

はかき消されていましたおかげで事務作業が進んだよ

うなそうでないような・・・。 

 学生さんの夏休みも近づいてきていますね。でもそ

の前に試験が・・・試験のない世界ってどんなにいい

だろうと学生の頃までは思っていましたが、「あの頃

が良かったのね」と思ってしまうのは歳のせいでしょ

うか学生さんがんばって下さいね 。 



 

  

 
  

     30年来使用済み切手を集めて盲老人ホームへ送っている会員さん（社保短６期 小田悦子さん）よ

り、同窓会にお便りいただきました。「善意の強要はいやだから、もし同窓会の方々で、使用済み切手を

集めてもいいよとおっしゃる方がいらしたら・・・・」とありました。同窓会室前の廊下にかごを設置

し、学内に呼びかけたところ、時折、かごに入れてくださる方が出てきました。小田さんにまとめて郵送

した後にも、使用済み切手を会員さんより郵送いただいています。一定量ストックしたところで、同窓会

から盲老人ホームへ郵送しています。会員さんのご家庭に使用済み切手、書き損じはがきがありました

ら、同窓会事務局までお送りください。上記住所へ直接お送りいただくこともできます。 

 

<使用済み切手をお送りいただくときのお願い> 

 ①切手を剥がさず、封筒等から切手の周りの

刻みが取れないように周囲を5ミリ位残して切り

取って下さい。 

 ②日本切手と外国切手に分類して下さい。 

<書き損じはがきの収集> 

 ①書き損じはがきは官製はがきのみです。 

＜使用済み切手送り先＞ 

〒198-8531  

 東京都青梅市根ヶ布2-722 

 盲老人ホーム  聖明園後援会 切手係 

  TEL 0428-24-5700 

  

           

 

 同窓会事務局 

（月・水：11:00-15:00 金：10:00-18:00) 

  ＴＥＬ（ＦＡＸ共用） 0947-42-2777 

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

福岡県立大学同窓会 〒825-8585 

 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  

URL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~kendai-dosokai/ 
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会報２０号にて寄稿者の氏名が間違って掲載されま

した。ここに訂正し、深くお詫び申し上げます。 

 

掲載箇所 誤  →  正 

８頁右2行目   八津田克子 ⇒ 矢津田克子 

17頁左  廣永泰子  ⇒  
 

 いただいたご要望、ご意見には、なるべく迅速

に同窓会事務局で対応させていただきたいと思い

ますが、会報の訂正につきましては、次号での訂

正となりますことをご了承ください。また、ご要

望の中には、案件とし、四役会、常任幹事会、幹

事会で検討を重ね時間をかけての対応させていた

だくものもあるかと思います。 

会員ひとり一人のご意見、ご要望を大切にし、

検討、改善を積み重ねていくことが、身近につな

がりの輪を感じる同窓会活動の構築になると考え

ています。今後も同窓会活動へのご意見、ご要望

をお寄せいただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

 

現在、会報編集は会員皆様よりいただいた原稿を事

務局で入力、編集ソフトを使って編集後、幹事会また

は常任幹事会にて会報発行の承認を経て、データを印

刷業者に搬入、印刷、発行、発送しています。今回の

ような誤りのないよう、特に寄稿者の氏名、卒業期

は、名簿、原稿と擦り合わせ、校正を繰り返しおこな

う努力をしていきます。今後も気づかれました誤植、

訂正個所など、事務局までご一報くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 
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