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  福岡県立大学               福岡県立看護専門学校 

                                       現在会員数 １０，１３８名 

 福岡県立大学同窓会のキャラクター（イモムシ虫）が完成しまし

た。県立大学９期卒業生の『fucchiE』こと渕上卓司さんがデザイ

ンしてくれたものです。イモムシ虫の頭とお腹は、県立大学・社保

短・保母養成所・保健婦養成所・

公衛看・県看を表しています。 

 これからいろいろな場面で登場

しますので、どうぞよろしくお願

いします！ 
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 同窓会員の皆様へ 
                           会長 川上 鉄夫 

 
同窓会員の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃から同窓会活動にご

理解・ご協力を賜りありがとうございます。この度、月脚雅子前会長の後を引き継い

で、今年度より会長に就任させていただきました福岡県社会保育短期大学社会福祉科4
期の川上です。   

私が同窓会活動と関わるようになったのは、1993年9月23日開催の社保短から県大

移行記念事業「広げようつながりの輪」の実行委員になったのがきっかけでした。先輩方の母校に対する熱

き思いを感じ、それ以来、同窓会のために何か出来ることがあればとの気持ちで、今日まで、歴代お二人の

会長の下で副会長として同窓会活動に従事してまいりました。この間、同窓会役員をはじめ諸先輩から色々

とご指導等をいただき、同窓会のあるべき姿や現状の課題など少しずつ理解し、今日に至っております。 
さて現在の同窓会活動は、総会や役員会の開催、会報やホームページによる会員への各種情報提供、母

校発展への協力、在学生への各種支援など役員や事務局が一丸となって、取り組んでいるところです。 
しかし、同窓会活動の更なる充実やそのための情報提供のあり方、同窓会費納付率向上による活動資金

の確保、保健・医療・福祉の密接な連携が求められる社会背景下での県立大学同窓会のあるべき姿など改善

や検討すべき事柄があります。今後の同窓会活動を会員皆様のご支援・ご協力をいただきながら、更に充実

発展するよう、関係者一同、努力を図っていきたいと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。 

 福岡県立大学同窓会副会長に就任して 
                         副会長 野口 久美子 

 
 はじめまして。今年度から副会長に就任いたしました福岡県立看護専門学校２回生

の野口です。 

福岡県は、歴史的に看護教育を大切にし、看護学生をおおらかに育てていく風土の

中で、私は、元気一杯に学生時代を過ごしました。保健師として、北九州市の保健所

に5年勤務し、その後北九州の隣町の水巻町に町の保健師として就職し、平成23年3月

に定年を迎える予定です。 

思えば、保健師一筋に右も左もわからないまま、ただただまっしぐらに歩いてきました。永い年月がうそ

のように、まるで昨日のことのように思われます。保健師という仕事は、本当に楽しい仕事です。健康づく

りは「地域作り」と、肝に銘じて住民の生活に寄り添って共に悩み、共に笑い、相談したり助けてもらった

り、まさに人生そのものの気がしてなりません。保健師として職業人として、今までどうにかこうにか生き

てこれたのは、先輩たちの優しい励ましと、何をしでかすかわからない後輩を暖かく見守り、根気強くご指

導していただいたおかげだと、深く感謝しております。同窓会は、未熟な私の心のよりどころでした。 

厳しい社会情勢の中、保健・医療・福祉で働く後輩たちの居場所として、又、疲れた心と体を癒し、先

輩・後輩・同窓生として、ずっと繋がっていく組織でありたいと願っています。今後同窓会活動に一人でも

多くの方が参加していただき、福岡県立大学の同窓会として、力を結集し、あらゆる問題に立ち向かってい

きたいと思っています。60年ぶりに改正された保健師助産師看護師法に、魂を吹き込むために、看護の基礎

教育の充実と、保健師・助産師教育の大学院化に向けて、頑張っていく覚悟です。 

みなさん、どうぞよろしくお願いいたします。  
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 昨年（平成２１年）秋の同窓会総会にて役員の改選が行われ、新体制への移行期である１月に、新四役野口副会

長より、複雑多様化する時代の様々なニーズに応える、質の高い保健師を養成することが急務であり、福岡県立大

学大学院で保健師養成課程を設置することの要望が福岡県内の保健師からも上がっている現実があり、これに呼応

して、県立大学同窓会が率先して大学に働きかけをしていくべきであるとの提案がありました。 

 同窓会副会長として                             

                             副会長 川口 克代  
 
 私は、福岡県立保母養成所15期で養成所最後の卒業生です。卒業以来、直方の公立保

育園の中で長い時間を子どもたちと過ごし、育てられてきました。人は人の中で育てら

れ、人に育てられるものだと思っています。 

 昭和40年頃、諸先輩方の熱き思い、短大昇格へとつなぐ懸け橋となって福岡の西新か

ら田川での社保短との交流会を懐かしく思い出します。それは 養成所が校風を含め素

晴らしかった！このことに感動した私たち15期生が、先輩方の短大昇格運動を脈々と続

けてこられた熱き信念と優しさに心動かされたからでしょうか。松林の中の小さな学校でしたが、私にとっ

ては熱き思いの青春を生きた2年間でした。 

 このたび歴史ある同窓会の副会長という職を任ぜられ、先輩諸氏の志を引き継ぎ、次の世代に繋いでいく

仕事だと職の重さに身が震える思いです。 

 私は今、幼稚園で園長という職で子どもたちと遊びの中で心を充電し、子どもたちの今と未来を過ごして

います。このような中で副会長という職です。失礼も多々あることと存じますが、体が元気ですのでお引受

けいたしました次第です。会員の皆様に生かされての役員です。どうぞご指導ご鞭撻の程をよろしくお願い

いたします。 

現状と問題点 

・新型インフルエンザへの対応と対策、児童虐待をはじめとする健

康危機管理、生活習慣病対策等、地域における保健師の役割は大き

く、高度な専門性が必要とされている。 

要望書作成 

・保健師助産師看護師法及び看護師等人材の確保に関する法律の一

部改正を踏まえて、保健師助産師教育の大学院化、高度専門職業人

の育成を県立大学で取り組むことへの要望書を作成した。 

新旧四役で要望書提出（平成22年２月３日） 

・新旧四役並びに事務局で大学理事長である名和田学長に要望書を

提出。学長より「同窓会からの要望書を受け、心強く思う」との言

葉をいただいた。 

 新年度５月26日には、新四役体制の挨拶と、2月に提出した「福岡県立大学看護学部大学院における保健師、

助産師養成課程の設置要望書」に対する、取り組み等をうかがうために学長懇談会を行った。 

 懇談会では、独立行政法人理事長である名和田学長並びに田中副理事長に対応していただき、特に、名和田学

長より、「大学では予算立てからカリキュラム作成まで、看護学部教官と事務局が一丸となって取り組んでい

る」との話しがありました。 

平成22年5月26日 

平成22年２月３日 

※要望書提出については、6月26日同窓会幹事会にて四役より説明があり、幹事会にて了承されました。 

田中副理事長（手前）名和田理事長（奥） 

☆昨年11月同窓会総会にて役員改選が行われました。(詳細次頁）県大卒郡谷氏は副会長再任されています。 
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月脚会長 

小河副会長 

お疲れ様で

した！ 

秋晴れの中、 

第23回福岡県立大学同窓会総会ｉｎ秋興祭が、   

福岡県立大学にて開催されました。 

参加者は総会出席34名（保母養成10名 社保短12名 

県大3名 保健婦養成2名 公衛看1名 県看6名）その

他、学生アルバイト14名、託児4名でした。 

総会では、平成19年度･20年度事業報告、決算報

告・監査報告、平成21年度･22年度事業計画案及び

予算案が審議の上、承認されました。 

また、役員改選、選出があり、新会長、新副会長、

常任幹事の選出が行われました。 

退任役員、新役員は右のようです。 

退任役員 

 月脚 雅子会長（保母養成所4期） 

 小河 信子副会長（保健婦養成所7期） 

新役員 

 川上 鉄夫会長（社保短 社会福祉科4期） 

 野口 久美子副会長（福岡県立看護専門学校 

               保健婦助産婦科2期） 

 川口 克代副会長（保母養成所15期） 

 郡谷 忠士副会長（県大 人間社会学部1期）再任  

会費納入率が低下している状況の中、会場よ

り、寄付金を募ったらどうかという意見が出まし

た。『出来る時、出来る金額』をということで今

後、寄付金を募っていくことを賛成多数で可決い

たしました。（詳細20頁） 

 全体の感想としては、やはり参加人数の少なさを

残念がる意見が多数あり、何年かぶりの再会を楽し

みにしていたのに･･･という意見もありました。 

 しかしながら、少ないなりにアットホームな雰囲気

で意見も言いやすく、同窓会の現状をよく知っていた

だくことも出来て、笑いもありながらの楽しい会で

あったとの感想も多くいただきました。 

 秋興祭との同時開催でしたが「学祭だけなら行こう

と思わなかったけれど、こういう機会をつくってもら

えて良かった」､「にぎやかな雰囲気を味わえた」とな

かなか好評でした。ただ、時間帯によってはバンド演

奏やイベントの音が総会進行の妨げになることもあっ

て、こちらの配慮不足もあったと反省しております。 
 午後からの懇親会では、地元田川の洋菓子店『萬平

浪漫』に依頼し、１５種類ほどのケーキ・焼菓子を用

意して“ケーキバイキング”を行いました。ドリンク

もコーヒー・紅茶(ｱｰﾙｸﾞﾚｲ、ｱｯﾌﾟﾙ、ﾏﾝｺﾞｰ、ﾋﾟｰﾁ)・
ジュース･緑茶などを準備しました。「おいしいケー

キに満足」という感想がたくさんあり、私たち事務局

としても大変嬉しく思いました。お土産の“焼きドー

ナツ”も好評でした。 

川上新会長、 

 野口新副会長 

     あいさつ 

６種類あって とってもおいしい。スィーツ 

当番期 養成12期のみなさん 
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 特別企画としてブログ同窓会室日記上で品物を

エントリーし、『同窓会活動支援オークション』

を行いました。会場では一つ一つ品定めをして真

剣に入札価格を決めたり、何気ない会話から相手

の動きをさぐったり、落札者発表では歓声や落胆

の声も聞かれ、とても楽しい企画となりました。  

 皆様の温かいご支援で１７､３６０円の売上とな

りました。参加してくださった会員の方々、本当

にありがとうございました。 
 懇親会後半では、卒業生ｱｰﾃｨｽﾄfucchiＥのミニラ

イブも行われ、美しい歌声と心のこもった手話付

の歌を披露してくれました。北は北海道から南は

長崎まで勢力的に活動しているfucchiＥですが、

もっともっと沢山の人たちに応援してもらえる存

在になって欲しいと強く願っています。 

新二日市さん 

（県看保健婦科          

３期）  

郡司嶋さん 

（養成12期） 

fucchiＥ 熱唱♪ 

第１８回秋興祭実行委員長      

田畑千尋さん 

美味しいケーキに 

大満足♡ 
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 <幹事交代> 
 社保短  

  福祉 17期 中村 範子 → 徳永 雅子 

  福祉 21期 松田 良枝 → 植村 百合 

 公衛看     

  13期 伊藤 テルヨ → 高倉 シヅカ 

 県看   

  看護 ４期 石村 みき子 → 石橋 久美子 

 <幹事募集> 
 社保短  

  保育 13期 ・保育 24期 ・福祉 24期 

 県大  

  8期・9期・10期・12期 

 幹事選出は、卒業時に大学近くに就職した方、実

家が田川の方などでお引き受けいただいていること

が多いようです。 

 卒業後いろいろな都合で幹事を交代して欲しいと

の要望が事務局に寄せられます。 

 事務局では幹事募集を会報でお知らせいたします

ので、同期の方々で声をかけあって、負担にならな

いように幹事を選出くださいますようお願いいたし

ます。 

 平成２２年６月２６日（土）、「県立大学すずかけ

寮祭」がおこなわれる中、県立大学３号館の3207講義

室で同窓会幹事会が開催されました。 

 

参加者：33名 

   保母養成6名、社保短8名、県立大学6名 

   保健婦養成4名、公衛看3名、県立看護6名 

内容 

１、会長挨拶 

   川上鉄夫会長 

２、報告事項 

（１）大学近況 

 ・県立大学2010年度執行部として、教員理事が２名 

 体制となり、安酸教員理事（看護学部教授）が同窓 

 会窓口となった。 

 ・附属研究機関として社会貢献ボランティア支援セ 

 ンターが設置され、附属研究所が4つとなった。 

（２）事務局報告（昨年度幹事会以降の事業報告） 

 9/15 会報発行 

 11/8 第２３回同窓会総会in秋興祭 

 1/22 新春交流会 

 2/3  要望書提出 

 3/18 卒業式（祝電、花贈呈、会報卒業号発行） 

 4/5  入学式（祝電、花贈呈、会報入学号発行） 

      在学生アドレス登録受付開始 

 5/26 学長懇談会 

 6/10 ランチ交流会 

 ＊事務局報告は同窓会室日記にて公開中！ 

３、議題 

（１）福岡県立大学への要望書提出について 

 ・四役より要望書提出の経過説明後、質疑応答。 

 ・「看護基礎教育の充実を図り、実務のスペシャリ 

 ストを県一校の県大看護学部で養成して欲しい。」 

 「４年間で看護師、保健師、助産師の国家資格取得 

 を習得するために実習時間が削減されており、現場 

 で即戦力になりにくい。」等の意見が出され、本同 

 窓会としては、現状を把握しながら中期を見据えて 

 行動していくことが了承された。 

（２）入会金・会費納入について 

 ・前回幹事会からの懸案事項として、年会費納入方 

 法の規程作成を検討。 

 ・事務局より、会費納入率が低下する中、シニアーズ 

 （高齢者）の免除・減額は、現状では無理であると説 

 明。パートナーズ（夫婦共に会員）については、発 

 送住所同一であれば、一定減額する方向が決まった。 

（３）平成２３年度同窓会総会開催について 

 ・会場は福岡市、駅から徒歩で行ける範囲で検討。 

 ・内容、特に総会後のイベントについて「分野ごとの 

 パネルディスカッション」「現役教官講演」「テーマ 

 を持った企画を」「現場の話を」「次回参加につなが 

 るような楽しい内容を」など意見が多く出された。当 

 番期と連携を取りながら事務局案を作成となった。 

 ＊当番期の幹事は会議後打ち合わせをした。 

（４）同窓会会報２２号発行について 

 ・発行部数2,800部 

 ・昨年度総会にて、納入率の低下、資金不足により、 

 会報発行年１回、全会員発送を２年に１回とした。 

 ・今年度はH19・20・21年度年会費納入者及び新卒業 

 生に発送する。 

 ・郵便料金の割引制度を今年度も利用することができ 

 るようになった旨事務局より説明。 

     

       午後３時閉会 
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保健婦養成所５回生のクラス会 

          

      保健婦養成5期 中村 淑子 

 昨年の１０月２３日福岡天神の「海幸」で田北

(北島)スマ子先生をお迎えし、南さんの御世話で

９人が集いました。卒業して半世紀あまりです。

南(森)、野本、番野(時川)、倉地(桂)、田中(川

谷)、鷺山(黒田)、園田(市丸)、中村のみなさんで

した。 

 皆さん、それぞれの職場で活躍し、子育てを終

えての集いで、共通する話題も多く、話に花が咲

きました。また養成所時代の思い出も語られ、

「そんなこともあったの～」と驚いたり、大笑い

したり。それにしても田北先生のお若いこと、養

成所時代と全くお変わりなく、今もボランティア

活動をしておられるとのことで、手作りのコース

ターやペンダントを戴きました。 

 私達も７４才から８１才。年齢のわりには若

く、リタイア後も私生活で保健婦時代の活動を実

践しているから？と思ったりしました。  

公衆衛生看護学校11期生クラス会を終えて 

             

        公衛看11期 新谷 咸子 

平成22年5月16日～17日、2年に一度のクラス会

を開催しました。 

前々からの週間天気予報では、雨模様の荒れる天

気との予報で、大変心配をしていましたが、好天

気に恵まれとても楽しいクラス会でした。遠くは

東京や千葉から駆けつけてくださいました。 

16日は川渡り神幸祭を桟敷で間近に見物して、

その勇壮さに感激。あとは明るいうちに英彦山の

「しゃくなげ荘」に到着、まばゆいばかりの新緑

と英彦山の雄

大な景色を眺

めながら、

ゆったりと

入った露天風

呂に身も心も

リフレッ

シュ！ 夜は

学生時代に戻って思い出話に花が咲き、宮原さん

の『外郎売』の口上披露、芸のうまさに感動!!!  

17日はスロープカーで奉幣殿と中宮に参拝。山

伏資料館の見学と英彦山を堪能しました。アッ！

という間の2日間でした。 

次回は 大塚様と中尾様がお世話を引き受けて

くださいます。場所や期日は未定ですが、皆様元

気でお会いできるようにお祈りしています。 

 報告                                 

    

   保母養成８期 広瀬 須代子 
 過去になりましたが、2007.8.5～8.6 保母養成

所８期生の同窓会をしました。45年ぶりに会った

山代澄子（藤田）さんはじめ14名集まりました。

残念ながら私は参加していません。これは昨年報

告しなければならなかったのに申し訳ございませ

ん。 
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★事務局より★ 

 名簿情報につきましては、同窓会個人情報保護方

針を順守し、管理しております。同期会開催の折な

ど必要な場合は、同窓会事務局までお問い合わせく

ださい。 

社保短社会福祉科11期同期会 

 

     社会福祉11期 中原 悦子 

 昨年１１月７日初の合同クラス会を小倉で行い

ました。ひょんなことから実現した合同クラス会

ですが、保育科１２名、福祉科１５名と集まり賑

やかでした。久しぶりの顔に？？しかし次の瞬間

『あ～ＯＯちゃん！』の叫び声！アルバムを覗く

と一気に短大生にタイムスリップ！  

 懐かしい話に花を咲かせながらも 仕事、子ど

も、病気、介護とアラファー（なんて言わな

い？）の話題は尽きぬままあっという間の２時間

半でした。若干名のみ宿泊して夜更かしを楽しみ

ましたが【泊りがけの同期会、翌日同窓会総会

へ！】との当初の計画は小倉の夜に消えてしまい

ました。この一石二鳥の実現にはもう数年かかり

そうです。同窓会事務局の方にはお手数ばかりお

かけして申し訳ありませんでした。もう少し家の

事等から手が離れた時に！？その会が実現できる

様、元気に年を重ねたいと思っています。  

 同期会案内                     

     

      県立看護専門学校７期 横手 綾子  

 昨年4月18日に福岡県立看護専門学校看護科７期

生の第1回同窓会を開催致しました。 

 当日は、篠原先生にご出席いただき、19名の参加

のもと楽しい一時を過ごすことができました。30年
ぶりの再会でした。・・・。皆

さんそれぞれ、医療･介護分野で

活躍中でした。  

<次回案内>     

 今年も10月に第2回同窓会を予定しております。8
月頃にご案内を差し上げる予定です。 

  皆様のご参加をお待ちしております。 
     幹事：岡部・横手   

<問い合わせ先> 080-1728-1014（横手携帯）      

 卒業期 社保短15期 保育科 

 

      社保短15期 秋元 裕子 (上田) 

 同期の吉田(臼居)さんから、「社保短時代、「小

児栄養」と「幼児保育」でお世話になった、坂口先

生が福岡市西区の住まいから、娘さんのいる千葉の

方へと転居されることを知ったので、何か先生にし

たいのだが・・・。」と、相談の電話をもらい、思

案した結果『同期保育科全員に往復ハガキを送っ

て、先生へのメッセージを送ろう!』と、思い立ち

同窓会事務局の協力も得て、何とか住所のわかる人

へ発送。賛同してくれた19名のハガキを先生に無

事、送ることができました。  

 短大を卒業して早30年弱。それぞれ子育て、仕事

と家事の両立、そろそろ親の介護の話も聞く様にな

りました。 

 その時々で若かった私達への坂口先生からのメッ

セージは今でも思い起こされ、姿勢を正されるもの

です。時代が変わっても受け継ぐべきもの。女とし

て、母として、保育に携わる人としてetc...。先生

の学生に向けた情熱は今でも忘れられません。 

 卒業してから、先生には

二度ほどお会いしましたが

本当に変わらずお元気で圧

倒されます...。千葉に行か

れても増々お元気で過ごさ

れる事を心よりお祈りして

います。 
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養成6期 矢津田 克子 

保母養成6期の幹事として総会には、可能な限

り出席しておりましたが、このところ97歳にな

る母の体調がすぐれず、その介護のため、欠席

させていただきます。私は母が頑張って100歳ま

で生きることを願いながら、お世話しておりま

す。あと2年と数ヵ月・・・。先日糸先生から電

話をいただきました。「同窓会費の納入が少な

いので何とかしなくちゃ」と心を痛めておりま

した。いつも人のために役立つよう前向きに行

動される先生に頭が下がります。 
 同窓会役員の皆様、当番期の皆様で御苦労様

でございます。 

養成2期 山口 規子 

 同窓会事務局の皆様ご苦労様です。私は現在

高年大学3年生、教養学とクラブ活動（ケアビ

クス）、小学生との交流会等楽しく学んでいま

す。社会参加の日々に感謝しています。県立大

学の発展と同級生のご活躍を祈念致します。 

養成４期 陣川 勢津子 

 本日、田川の本校で会員数９，８００名の同窓

会総会に出席させていただきまして、有難うござ

います。会長さんはじめ、役員、事務の方には大

変なご苦労をおかけいたしましたことでございま

しょう。 

 “物から人へ”と本年は政治の流れが大変動す

る中で福祉と医療の大両輪で、本校本来の理念と

実践が更に期待され、益々のご発展をされること

をお喜び申し上げます。 

 同窓生と名ばかりですが田川は郷里ですので、

いろいろな場で県立大の知力と若い力が地域を

リードしている姿に接し、嬉しさ、心強さを感じ

ます。半世紀前の自分に会える秋興祭を楽しみ

に・・・。 

 同窓会の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

総会（Ｈ21.11）前に届いたメッセージも含まれて

います。 

養成13期 清水 紘子 

 残念ですが、地域の行事と重なり参加できませ

ん。次回は当番期になりますのでこれを機に同期

の集まりを充実させていきたいと思います。これ

からも同窓会の充実と発展を祈ります。 

養成9期     原野 富子 

 皆さんこんにちはー。お久しぶりです。 

保育現場を離れて11年の歳月が経ちましたが、

ストップさせられるものなら…………気持ち

は、いつも厚かましくも20代で過ごしていま

す。 

県立の施設が合併されて福岡県立大学となり、

優秀な卒業生が社会に出て大活躍されている事

を聞き大変誇りに思います。 

 県大になり、初めて総会に出席したのが一昨

年の8月、門司港ホテルでした。 

数十年振りに同窓生と会えて直ぐにあの頃の18

歳に戻り、懐かしさに涙しました。総会行事で

は、学長自ら講演をしてくださいました。 

テーマは「予防医学」についてだったと記憶し

ています。 

内容は、どうして老化をするのか？どうして病

気になるのか？についてお話がありました。 

健康は、何よりも予防が大事で、そのために

は、核酸食をとり、バランスよい食事をとる

事。核酸が不足すると早く老化し、病気になり

やすい！というお話があり、私はその時、目が

点になったのを忘れません。レセプションのあ

とで、核酸に関わる当日の講演内容を送って頂

いた事を感謝しています。 

私はどうした事か在職中の半世紀は、頭痛と嘔

吐に悩まされ、あらゆる病院を周りましたが、

結局はどの病院でも 鎮痛剤を飲むか、点滴で脳

神経を眠らせるか二つに一つの西洋医学療法し

かありませんでした。 

ちょうど三年前の総会に出席した頃に水溶性核

酸に出会いどんなものかを勉強中でしたから、

尚更学長のお話に釘づけになった訳です。 

それからというものは、核酸ドリンクを飲んで

いますが、死ぬ程辛い頭痛嘔吐も嘘のように治

り68歳の楽しい人生を送っています。 

病気程嫌なものはない！心の持ち方次第で、病

気にも、元気にもなれる！過ぎた事を悔やまな

い、いろんな人との出会いを大事にして出来る

だけ大笑いをするよう心がけています。 

なんといっても健康が一番！ 

これからの3rdステージを楽しい人生にしたいと

思うバ～バです。次回の総会で皆さんに会える

のを楽しみにしていま～す。 



えてくれたのは短大の後輩でした。出身校が同じだ

けで安心感が持て、保育や社会福祉への熱い想いが

流れていることを感じていました。 

また、県立大学同窓会事務局一員として、名簿編

纂や会報編集に携わってきました。必要に迫られて

PCソフトを覚え、「小田教官の順列組み合わせはわ

からない」と頭を抱えていた私が「エクセル関数は

国語読解力があれば、計算力はなくてもOK」と話

しています。笑いの絶えない同窓会室で若い学生さ

んに接することも楽しみです。数々の出会いは喜び

であり、学びです。 

「田川大好き！最高！」でしたが、なんと、この

春、夫が近畿圏内に仕事を求め、「退職して関西

人」になりました。人生の伴走を決めていました

が、九州を離れるのは寂しくもありました。 

転居したばかりで、「おもろい関西」な話は、こ

れからだと期待してます。近畿圏にお住まいの県大

同窓会会員方々、「関西ビギナー」にレクチャーお

願いします。 

保育科９期 平野 信子（木村） 

私の人生は九州で完結すると思ってました。北九州

で育ち、筑豊辺りで仕事してきました。 

短大卒業後、私立と公立の幼稚園に勤め、結婚後は

非常勤職員として、児童相談所の心理判定補助業務、

児童虐待防止協力員、家庭児童相談員、里親対応相談

員、役場の女性相談員と色々経験できました。幼児教

育の世界から、児童福祉、婦人保護と世界が広がって

いき、仕事は充実し満足していました。 

非常勤を勧めてくれたのは、短大の先輩であり、支

追伸： 

 

県大卒業生アーチスト「fucchiE」を応援してま

す。今回会報22号の編集を手伝わせてもらえたの

で、fucchiE作のキャラクター「イモムシ虫」を会報

のあちこちに散りばめてみました。さあ、「イモムシ

虫、みんなで、何匹いるでしょう？」ぜひ、数えてみ

てください。 

社会福祉科11期 藤山 康子  
ご無沙汰しております。短大卒業後、田川市から

足が遠のいてしまっています。随分町の様子が変

わったのではないでしょうか。 
 現在は、前原市役所に勤務しています。時々社保

短出身の方や、同窓生のご縁で訪ねて来られる方も

あり嬉しくなります。 
 同窓生の皆様の全国各地でのご活躍をお祈り申し

上げます。 

同窓会キャラクターのイモムシ虫 

養成13期 後藤 敦子 

 もう、63歳になり、来年1月には64歳になりま

す。いつまでも、気を若く持ちたいと思っていま

す。俳句や川柳を楽しんで、自分一人満足してい

ます。時々、句会や新聞にも投稿しています。 

養成9期 堤 照枝 

 今回こそは皆様におめにかかりたいと楽しみに

しておりましたが、11月8日は私にとってどうし

てもはずせない日！何でこの日なの？と思いまし

た。（姑の命日なので法事が前々から計画、私共

夫婦が主役なのです。）すみません。 

 11月末の紅葉の頃には基山の大興善寺へお出

かけ下さい。とても素晴らしい所です。実は四国

（八幡浜市）まで私の母のお墓参りに出かけて、

昨日帰ってきたばかりです。走り書きにてすみま

せん。 

社会福祉科4期 喜田 美津枝  

元気です。障害者作業所のボランティアに参加し

ています。 

保育科4期 中西 光恵  
北九州市に就職して27年、その間に結婚・出産・

母の死・子の死と色々なことがありましたが、仕事

を続けてきました。あと数年で退職となりますが、

元気で仕事をしていきたいと思っています。保育所

ではインフルエンザ対策、保育要録のことなどが特

に取り組まれています。新型インフルエンザが大流

行しないことを願っています。 

保育科4期 荒谷 佐代子 

 老人ホームで働いています！入所のお年寄りをみ

ていると自分の老後を考えさせられます・・・。老

後を安心して暮らせるように老人福祉をもっとよく

してほしいと思います。  

福岡県立大学同窓会会報 Page 10 
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社会福祉科12期 横田 ひとみ（松岡） 

 現在、老人ホームで介護主任をしています。以

前は、知的障害者施設でも勤務していましたが、

全て、原点は母校である「社保短」～福岡県社会

保育短期大学にあります。仕事の都合や遠路なの

で同窓会に出席できずとても残念です。“大学

祭”とてもなつかしいです。ぜひまた企画して下

さい。絶対行きたいです。  

保育科15期 日暮 純子 

同窓会会報どうもありがとうございました。 
天神から県大直通バスができてて

びっくり！！あの頃天神は遠かった

なあ・・・ 

 
ボッチ（左広美さん）の顔が見られ

て嬉しかった♡ 
 私は今、江戸川区のシルバー人材センターの事

務局で働いています。いつか会える日まで皆さん

お元気で！ 
保育科２３期 小林 由美子(清留) 

 保育士から離れてもう７年。 同窓会事務局のお

手伝いをするようになって、新たな出会いが沢山あ

りました。先輩方や学生さんとの繋がりが増える中

で、卒業生ｱｰﾁｽﾄfucchiEを通して不思議な?! 繋がり

が出来ました。そして、なんと先日(6/7) 長崎日帰

り旅行へ行ってきました。博多駅から特急「白いか

もめ」に乗っていざ出発!! 快適な車内では話が止

まらず、あっという間に長崎に到着。改札口では 

大きく手を振って迎えていただき、長崎での再会に

笑顔です。限られた時間の中でいろいろな場所に案

内してもらい、美味しいものも沢山食べました。楽

しい時間は本当にあっという間で「次は１泊だ

ね。」と言って19時25分の列車に乗りこみまし

た。帰りの車内でも話は尽きず、この不思議な繋が

りに改めて笑ってしまいました。 家に 帰り着いた

のは 23時をまわっていましたが、「楽しかっ

たぁ？」と聞く主人と娘に「うん!! 次は泊まりだ

よ！」と答えた私でした。 

保育科17期 森永 真寿美  

 私は今、４５才！２７年前に田川を訪れました。

古～い４人部屋の女子寮でネズミの音と戦いながら

過ごした楽しい日々は忘れていません。 
 卒業後保育園に勤め、わが子３人も育てながら今

に至ります。保育園の仕事は”真心“です。心をこ

めて子どもたちと遊んでいます。  

保育科２２期 袈裟丸 孝美（稲増） 

 皆さん、お元気ですか～？ 

卒業して20年、あの学生のころの年齢と同じくらい

時が経ちましたね。みんな、歳を重ね、いいおばさ

ん（！？）になったかな（笑） 

 来年は福岡市内で総会が開催されるから、その時

に同期会を･･･と思っています。みんなで集まって、

いろいろな話をして楽しみませんか？ 

Ｃｌｅａｒ Ｈｅａｒｔ 

 店長さんと♡ 

許斐さん & 

 teaM fucchiE  

  ﾏﾈｰｼﾞｬｰさん 

 
社保短の校章です。 

大学の文字の背景は香春岳を

かたどっています。 

社会福祉科19期 西嶋 裕子 

当日は所用があり同窓会総会に出席出来ず申し訳

ありません。最近思うところあって職場を変わりま

した。この年齢になっての転職（職種は変わりませ

んが）はかなりの不安と勇気がいりました。でも今

まで忙しく働いてきた分、今後は少しゆったりとし

た気持で新しい職場で働けたらとも思っています。

あと何年働けるかわからないですが、頑張る

ぞっ！！！  

県大行 
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保養１期  田中 銀子 

役員の皆様 大変お世話になっています。 

保健所を退職してもう25年は過ぎました。4年

前、「これが最後よね」と言いながら同窓会をし

ましたが、話がつきませんでした。 

私も84歳になり、坐骨神経痛で毎日整骨院に通院

中です(送迎車で)。でも体力作りに、太極拳・フ

ラダンス・筋力アップ体操と挑戦しています。人

との和を楽しみ乍ら毎日の様に出ています。7月に

は、南福岡地区のフラダンス大会に大牟田文化会

館でフラダンスを披露することが出来ました。こ

れからも神経痛と向き合い乍ら頑張って行きたい

と思います。  
公衛看18期 備後 由喜江  
 事務局及び役員の方々 ご苦労様です。いつ

も感謝しております。規模が大きくなるにつれ、

事務作業連絡等繁雑になると思います。それなの

に、会費納入状況はどういうことでしょうか？み

なさん 多忙な毎日かと思いますが････。私は、

統合化になってもこの会報が届くのをいつも楽し

みにして、届くと同時に送金できるようにしてお

ります。顔は知らなくてもみんながつながってい

ることは、素晴らしいことですね。 

公衛看15期  山下 妙子 
 先輩や同級生、後輩の皆様 お元気ですか。人

生80年の時代、これから気合を入れて健康に生き

ていかなくてはと思います。孫が来るとつい気が

緩みますが････。  

ただ今は･･･ 新しい目標を模索中です。 

 

  本田 寿子さんへ 

   幹事 お世話様です。学校がちょっと遠く

なりましたね。また、クラス会の折は誘って

くださいね。 

保養７期  八尋 敦子 

 猪俣さん お世話になります。同期の皆さんとも

なかなかお会いできませんね。私は、お蔭でどうに

か自分の手足で生活しています。抗コレステロール

剤、白内障の点眼薬ともつき合っています。60坪の

畑の草取り、庭木の手入れの手伝いと91歳の義母と

夫の3人の老人食を作るのが私の日課です。そのわ

ずかな余暇に月1回のパン教室、月2回のパッチワー

ク、3ヶ月1回の絵手紙を楽しんでいます。 

保養2期 古川 富美子 

 役員の方々お世話役ありがとうございます。78歳

になり両膝の変形性関節炎で杖なしでは歩けないた

め、会には欠席させていただきます。 

 皆様によろしくお伝えください。これからのご発

展を祈っております。 

91年卒 県立看護専門学校看護婦科 

 ★事務局より★  

 一部の掲載写真は、県立看護専門学校９１年、９

２年卒業アルバムから、抽出しました。一昨年度、

同窓会に卒業生よりご寄贈いただきました。貴重な

資料となっています。ありがとうございます。 

 このように、学生時代の卒業アルバムなどの資料

がありましたら、同窓会事務局にお貸しください。

スキャニング後、返却いたします。スキャニングし

たファイルを資料として保管させていただます。ま

た会報や総会を通して、会員に紹介していきたいと

思います。 

第13回みずき祭～人間っていいなぁ～  

90年6月1日～3日 
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保健婦科4期  西本 浩子 (河部) 
 縁あって娘も同窓となりました。娘在学中に一

度は総会に出席したいと思います。 
 学校の地が変わっても真島先生の銅像が県立大

の中に設置されてあるのを見て非常に懐かしく、

私達の学んだ流れが今も継いでいかれているのだ

と娘に話しました。 

保助科４期 高橋 愛子 
 テニスクラブのメンバーに仲間入りし、週一回

気持ちの良い汗を流しています。メンバーに誘わ

れ、登山にもトライ中です。自宅ではプリザーブ

ドフラワーを作って楽しんでいます。最近の大作

は友人の娘さんの結婚式のブーケを作りました。

プリザーブドフラワーに関心のある方一緒に作り

ませんか？ご連絡ください。お待ちしています。 

看護学科２９期  田中 成子 (田中)       
 平成21年8月に結婚し、広島へ転居しました。

田中同士の結婚ですので、名字は変わりません。

現在、兵庫教育大学大学院の学校教育研究科に在

籍し、健康教育について学んでいます。医療従事

の先生と生徒さんもいらっしゃいますので、興味

のある方はご連絡くださいませ。(私は神戸サテ

ライトへ通っています。) 

保健婦科17期  森田 薫 (船津) 
 市役所に勤務し、12年目で初めて異動となり、

隣保館に配属となりました。地域の中の「保健師

さん」という立場をもらい、慕ってもらい、とて

もやりがいをもって日々過ごしています。 

形成1期 葛谷 りえ 

卒業して十数年、気付けばひとところにずっと勤

めているし・・・。 

結婚して家建てて子供も二人いて・・・余裕のない

毎日ですが近頃ようやく人並みになったかなーと思

います。もう少しで四十路だ。 

福祉１５期 後藤 大典 
 僕は、昨年度の卒業生です！今は、東京の中野

区に住んで音楽の夢を追いかけて、日々切磋琢磨

しています…社会人は学生とは

違い責任が伴うことが多くて大

変ですが、その分いろんなこと

にチャレンジ出来るので楽しい

です！ 

福祉2期 永井 尚子（原口） 

 長男は４年生、二男も来年から小学一年生！！ 

仕事もこれからははかどる・・・？ 

 月一回のパン教室通いも5年を過ぎましたが、家で

は一向に焼かず、子どもたちもあきらめてる様子で

す。 

 毎日忙しく過ぎていますが、仕事も家事も趣味

（韓国ドラマを見ること♡）も楽しみながらしたいな

と思っています。 

 長男が、最近サッカークラブに入りました。 子

どもさんが筑豊地区のサッカークラブに入っておら

れる方とは、試合等でお会いできるかも！！ 

92年卒 県看 保健婦科 謝恩会    県大生協食堂スタッフのみなさん 
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     人間形成学科   末永 香菜子 

 

 昨日の交流会では、明るくて楽しい事務局の方々に加

え、たくさんの美味しいご馳走に囲まれて、本当に楽し

い時間を過ごすことができました。 

 同窓会室に入るまでは、ちょっとかしこまった気持ち

でいたのですが、とてもアットホームなところで、会が

始まってからも、家族や親戚でご飯を食べているような

感覚でとても楽しかったです。 

 ひとり暮らしということもあって、日頃は学生同士の

交流に限られがちでしたが、今回の交流会で、学生以外

のいろんな方々の生い立ちを聞いたり、お話ができて、

いい刺激を受けることができました！ 

 この小さな県立大学でも、たくさんの方々と意見交換

できる場があるんだなぁ…と、少し嬉しくなりました！ 

昨日は食事に夢中でなかなかじっくりお話したりできな

かったので、次の機会には、もっといろんなお話ができ

たらいいな、と思います。本当にありがとうございまし

た。 

     社会学科  中原 智紗子  

  

 昨日は大変お世話になりました。新春交流会とて

も楽しかったです!! 

 はじめどんな雰囲気なのかなと不安だったのです

が、みなさんとても親切で話しやすい方ばかりだっ

たので、楽しい時間を過ごすことができました。ま

たこのような機会があれば是非参加したいです!! 

 最後になりましたが、お寿司やトマトスープなど

本当に沢山ありがとうございました。 

すずかけ寮生みんな大喜びで、物凄い勢いで完売し

ました!!笑 

                             ２０１０．１．２２ 18:30~20:30 
     

 同窓会の宝は、ひとり一人の同窓会会員です。様々な職種、地域で、人生に彩りと自信を添えながら活躍してい

る同窓会会員を在学生に紹介したい、知ってもらいたい！そんな想いを持って、アドレス登録会員を対象に「新春

交流会」を企画しました。 

 簡単に言えば、食べてしゃべって知り合いを増やしてみようというのが、今回の交流会の趣旨でした。 
 同窓会会員11名と県大在学生5名、子ども3名の合計19名が同窓会室に集まり、アットホームな会が行われまし

た。 

 名刺交換をしながらの自己紹介では、持ち時間をオーバーするほどのアピールで、在学中のエピソードを交えな

がら、現在の職業生活や地域活動など広く、多くのことが語られました。小規模な交流会でありましたが、もっと

時間があればとの声も聞かれ、在学生と卒業生の交流機会を持つことの意義を感じました。 

参加者の感想 

  「新春交流会に参加して」 

     社保短福祉科23期  鶴川 真紀（外輪） 

   
 今年のはじめに、事務局の方々に誘っていただい

て、新春交流会に参加させていただきました。事務局

の方々お手製の豚汁やミネストローネといった体も心

も温まる料理をたくさんいただき、つい食べ過ぎてし

まいました。 

会食後に自己紹介をしたのですが、県立大学卒業生

や現役の学生の皆さんとは初対面でしたので、若さあ

ふれる話を聞くことができ、とても新鮮でした。出身

校や年代が違い、職種も違うといったそれぞれ立場や

環境が違う人達が集い、交流をするってすごく素晴ら

しいことだなと思いました。今後もこういった交流会

を開催してほしいなと思いました。 
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  秋興祭実行委員  伊藤 未名 

 短い時間でしたが、同窓会の皆さんと料理を作ったり

食べたり出来て楽しかったです!同窓会は何だかとても温

かい感じがしてお母さんに会えたみたいで落ち着きま

す！料理も可愛くて特別なお茶会みたいで、素敵な思い

出になりました!もう少し時間があったら良かったなと残

念に思っています。また機会があれば、参加したいと思

います!ごちそう様でした(^^) 

 秋興祭実行委員＆自治会に声かけをして、6月10日午後12時より同窓会事務局とのランチ交流会を開催しまし

た。 

 秋興祭実行委員とは、2年前の秋興祭から同窓会が関わらせていただいていることもあり、毎年、顔ぶれは変わ

りますが、昼食を取りながら交流会をしてきました。自治会とはなかなか交流することがないのですが、学生の

現状を知る上でぜひ仲良くなっておきたいという思いもあり、今回の会を催しました。 

 講義の合間をぬっての参加でしたが、11時よりお手伝いに来てくださった学生さんもいて、とても賑やかな会

となりました。メニューも手作り出来るものを考えて 

      ロールパン、たこ焼き、カナッペ   その他 ピザやスープなど   

 想像以上に豪華なランチになり、私たち事務局はもちろんのこと学生さんも大変喜んでくれました。 

  秋興祭実行委員長  末永 香菜子 

 同窓会室の方々とランチを作って、わいわいと

食事していると、なんだか家族と一緒にいるみた

いで嬉しくなりました。本当にあっという間でし

たが、次の機会にはまた参加して、もっといろん

なお話ができたらいいなと思います。  

  秋興祭実行委員  中原 智紗子 

 準備の段階から交流出来て、とても楽しかったで

す。次の時間に授業が入っていたので途中までしか

参加できず残念でしたが、また機会があれば是非最

後まで参加したいです。ありがとうございました。  

  秋興祭実行委員  中田 友佳里 

 同窓会室の方々はとても親切でフレンド

リーな方ばかりで楽しい時間を過ごせまし

た♪どの料理も美味しかったです。ありが

とうございました! 

  自治会副会長２年 宮久 詩野 

 こんにちは♪ 

今日は美味しいご飯をごちそうさまでした!! 

短い時間でしたが、とても楽しかったし 

今日のような交流会は大切だなあと感じまし

た。 

これをきっかけに同窓会・秋興祭・自治会が

協力して、県大をよくしていけたらいいなと

思います！ 

  自治会２年 松本 唯 
 美味しいご飯ありがとうございました!もう豪華すぎま

した－。 

今日のように同窓会の方々や秋興祭のみなさんとお話で

きる機会は普段ではないことなので、とても嬉しかった

です!楽しいお昼になりました!もっとお話したかったで

す。またお時間があったらこういった交流会したいで

す!!! 

同窓会のみなさん、今日は本当にありがとうございまし

た 。 
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                            許斐 聖子（元福岡県立大学 学生支援班職員） 
 

平成15年4月、福岡県立大学に赴任しました。建ったばかりの新館の建物の白さとシンボルタワーを見上げた時

の背景のきれいな青空が、目に眩しく映ったことを覚えています。 
廊下や食堂ですれ違う学生さんの姿を見て、「多感で、未来と希望あふれる大切な4年間をここで過ごす学生さ

んに、少しでも学生生活を有意義に楽しんでもらいたい。そして、卒業する時には『県立大に来てよかった』と

少しでも思ってもらえたら・・・」という気持ちが自然と湧き上がりました。7年間その気持ちは一度も変わるこ

となく、学生さんとの関わりが増え、重ねるごとに、その気持ちが一層強くなっていきました。 
最初の3年間は会計課で施設の管理や会計事務をしていました。平成18年4月、法人化とともに学生支援班に異

動となり、学生さんと身近に接する機会が一気に増えました。新入生合宿フォーラム、秋興祭、九州インカレ、

予賤会、ｅｔｃ・・・行事以外でも、寮や普段の学生生活で皆さんと一緒に過ごした日々の全てが貴重な経験で

した。力不足を感じて、落ち込んだ日もたくさんありました。でも、学生さんを見ていると「今の私に出来るこ

とを精一杯やろう」と、底から力が出てきました。 
県立大学での７年間、学生の皆さんと一緒に過ごした全ての経験と思い出が私自身を強くし、成長させてくれ

たと思っています。本当にありがとうございました。 
 『県立大学に来てよかった・・・』 
学生さんに思ってもらえたらと願っていたこの気持ちが、振り

返れば、いつの間にか私自身の気持ちになっていました。 
県立大を卒業した皆さんが、これからも続く自分の人生を、自

分らしく生き、そして幸せな人生となることを心から願っていま

す。最後に、私の好きな言葉を贈ります。 

                              

 第１９回秋興祭実行委員長 末永香菜子 

 

 初夏の候、皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚くお礼申し上げます。 

 さて、今年度、福岡県立大学秋興祭は１１月１３・１４日を持ちまして、第１９回を迎えることとなりまし

た。我々実行委員会は、今年の秋興祭のテーマを 

 
 

 

                                        と決定いたしました。 

 田川の皆様や本学生を含め、人はそれぞれ大きなパズルを創り上げるための１つひとつのピースであり、その

１つひとつが無限の可能性をもっているのではないかと思います。そのピースが、秋興祭というパレットを通じ

て彩られることでカラーピースとなり、それぞれが色鮮やか、いきいきとしている様子を「彩」そして「宴」と

いう２文字で表現しました。賑やかで喜びあふれる、そんな秋興祭にしたい！そして何よりも、常日頃ご支援ご

指導してくださる田川の皆様をはじめ、足を運んで下さった来場者の方々に、心から楽しんでもらいたい！とい

う思いを込めています。 

 実行委員一同、皆様方への感謝の気持ちを大切にし、これまで培ってきた地域の方々とのつながりをさらに深

め、地域に貢献していくことができればと思い、日々より一層の努力をしていきたいと思っています。皆様方に

はご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。              

パレット 

「動き出せばいい事あるよ」       作者不明 
  「しあわせは いつもじぶんのこころが きめる」 

                      相田みつを                           
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 こんにちは☆いつも元気な硬式野球部です!!私たちは現在選手19名、マネージャー9名で、週に4回県大グラウ

ンドで練習しています。また監督として卒業生が仕事の合間に指導に来て下さっています。 

 最近では、第83回九州地区大学野球選手権大会や新福岡大学野球連盟新人戦に参加し、日頃の練習成果を発揮

しています。 

 （詳しい試合内容は毎試合終了後に硬式野球部のブログで公開しているので、是非ご覧下さい。） 

 また6月5日には卒業生の皆さんと現役生とで試合を行いました。この試合は毎年同じ時期に開催し、多くの先

輩方にお越し頂いています。激戦をくぐってきた先輩方との試合は現役生にとって、とてもいい刺激となってい

ます。来年も開催する予定なので、まだ参加されたことのない硬式野球部のOBさん・OGさんも是非ご参加下さ

い。 

 次の試合は北九州インカレ、そしてお盆明けには新福岡大学野球連盟秋季リーグが開催されます。選手・マ

ネージャー・監督一丸となって頑張りますので、是非球場にも足を運んで応援して頂けたら嬉しく思います。 

                        硬式野球部ブログ→http://blog.livedoor.jp/fpu_bc/ 

こんにちは、「てんぷらあいす」です。私たちは精神障

害のある方々と交流するサークルです。2009年5月に発足し

たまだ駆け出しのサークルですが、現在、学内・外に29名

の部員が在籍しています。県大の近くにある地域活動支援

センターや精神科病院と交流させてもらっており、毎週水

曜日、金曜日、第一、第三土曜日などに、料理の会や交

流会、様々な支援プログラム等の活動に参加させてもらっ

ています。 

秋興祭では、支援センターの方に「天ぷらアイス」とい

うお菓子を出店していただいているのですが、その事前準

備や販売のお手伝いもさせてもらっています。この支援セ

ンターは、私たちのサークルが発足するきっかけとなった

ところで、サークルの名前は、学生とその施設のつながり

をあらわすものにしようということで、その支援センター

の利用者の方々と一緒に決めました。 

サークル活動を通していろいろな「気づき」を得て、

サークルのモットー「輝いて！楽しんで！！」を実践して

いきたいと思います。 

先 輩 方 

い つ で も 

遊 び に 来 て 

く だ さ い 。 
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★事務局より★ 

 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。各期幹事に慶弔事項の問い合

わせをしていますが、追加慶弔事項がありました

ら、直接事務局までお知らせください。 

 また、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。 

  追悼：謹んでお悔やみ申し上げます。 

 

 保母養成所 8期  
   大庭 洋子（西川） H20.2. 逝去 

  保健婦養成所 2期      

   板井 美恵子    H21.1 逝去      

 

＊同窓会21号発行以降に届けられた訃報です。  

 皆様お元気ですか。 

 私も84才になります。此の年令で何もしてい

ないと先の事が気になりますのでモダン・うる

し・アートを始めました。本部は東京にあり、

福岡で講習がありましたので、その時習ってお

りますが絵の下地がないので何時まで出来るか

わかりませんが続くかぎりは続けたいと思って

おります。 

 県大を卒業して早くも13年が経ちました。そ

して田川に住み始めて18年目、今年3回目の年男

（36歳）を迎えましたが人生の半分を県大のあ

る田川で過ごすことになりました！今は田川市

役所の財政課にてバタバタしながらもなんとか

頑張っています。みなさん、たまには田川にも

そして県大にも来て、楽しかった思い出などい

ろいろな思い出に浸ってみてはいかがですか？ 

同窓会の幹事も行っていますが、ぜひ同窓会の

方もお力添えをよろしくお願いいたします。 

卒業期 養成5期 

氏名 皿本 洋子 

 

卒業期 県大２期 

 

氏名 石本 光輝 

 

受賞 

 本川 真弓  保健婦養成所2期  

       日本看護協会会長賞  

 

結婚 

 二宮 飛鳥（藤原） 県大13期形成 

         平成22年3月 

 栗田 しのぶ（大門） 県大13期形成 

         平成21年7月7日 

 前杉 さやか（宮脇） 県大13期形成 

         平成22年2月22日 

  

出産 

 古賀 こずえ（今田） 社保短22期社会福祉 

         平成21年6月 

 團野 仁美（川﨑）  県大6期社会 

         平成22年6月 

★事務局より★ 

 

 同期会開催予告、開催報告を事務局までお寄せく

ださい。同期で声をかけ合って、集まり、近況を話

し合い、卒業しても支えあい、繋がりを紡いでい

く。同期会の積み重ねこそが同窓会活動に広がりを

与え、深みをみせていくことになるでしょう。 

 福岡県立大学を卒業して、気がついたら、も

う１０年以上経ってました。この１０年間を振

り返ってみると、ただ慌ただしく、毎日を過ご

していたような気がします。 

  最近、少し落ち着いてきて、昔(大学時代)の

友達たちが、現在どう過ごしているのかが気に

なってきました。なので、みんなと再会できる

機会も考えていけたらいいなって思ってます。 

卒業期 県大３期 

 

氏名 池本 隆幸 
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★就職情報提供シート提出にご協力を！ 

 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、大学内に

掲示してお知らせしています。 

 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。 

★年会費納入率アップに繋がればと企画した「年会費

お楽しみくじ」でしたが、期待していた効果は得られ

ず、第2回をもちまして終了することとなりました。 

 

養成6期 福井 尚子 

 「年会費お楽しみくじ」に当選したご連絡を受け

ました。本当にありがとうございました。同窓会が

今後とも私達の心の友として永く続きますよう心よ

り念じています。 

公衛看14期  佐々木 輝美 

 思いがけない当りクジ。当りクジに縁遠い私ですの

で、嬉しくなりコンビニにはあまり入ったことがない

のですが早速使わせていただきました。すごく得をし

た感じで、メタボのことも忘れ食べました。  

有難うございました。 

養成13期 後藤 敦子 

 くじ当選って嬉しいことですね。宝くじも末尾し

か当ったことがないから、有意義に使わせていただ

きたいと思います。フォスタープランやユニセフに

できる範囲で送金したりしています。同窓会の益々

のご発展をお祈り致します。 

社保短10期社会福祉  廣岡 佳子 

 いつもお世話いただくばかりの同窓会事務局の皆

様、楽しい企画を考えて下さりありがとうございま

す。私のように何の役にも立たない者が、こんなも

のをいただいていいのかしらと思っております。同

期の柴田須美江様、永年幹事を引き受けて下さり有

難うございます。ただただ 感謝するばかりです。

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。 

保養7期 瓜生 キヌヨ 

 クオカード当選で、心より有難く感謝いたしてお

ります。80歳にしてやっと福の神様と仲良くなって

喜んでいます。小さな“くじ”がよく当たります。

御礼に同窓会費2年分一括納入させていただきます。

関係者によろしくお伝え下さい。 

保養10期 石橋 照子 

 この種のくじに当選するなど 私の生涯にあった

ろうかと振り返っているところです。たしか 初め

ての出来事だと思います。それにしてもこの企画で

会費納入者が増えたのであれば幸いですが、苦しい

財政状況の中 申し訳ない気持ちです。どうにかし

て納入率を上げようと苦労されているみなさんの思

いが同窓会のみなさんへと届きますよう願っていま

す。 

公衛看8期  太田 弘子 

 同窓会運営に係っていただいている役員の皆様に

は 何かとご苦労をお掛けしております。本当にお

疲れ様です。今回「クオカード」をいただき、恐縮

しております。 

 同窓会費納入はある面で当たり前のことと受け止

めておりましたので、思いがけないプレゼント？に

びっくりいたしました。会費納入率の低下という現

状を知り、淋しい感じを受けました。私を含め、諸

事情で役員、係などを引き受けられない同窓生はせ

めて会費納入をして、同窓会発展のために寄与して

いく義務があるのではないかなーと思っています

が････。 

 会報の全会員発送する資力が、県立大学同窓会には

なくなりました。やむを得ず、昨年度より、会報の発

行を年１回、全会員発送を２年に１回（総会開催年の

み）といたしました。未来を見据えた保健・医療・福

祉の総合大学である福岡県立大学を母校としその発展

に寄与するため、また会員相互がともに研鑽をつみ、

繋がり合い、支えあっていく同窓会活動を維持するた

めに、年会費納入にご協力のほど、よろしくお願いい

たします。※振込み用紙同封の方は、平成２１年度

年会費未納の方です。ご協力お願いいたします。 
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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://www7b.biglobe.ne.jp/~kendai-dosokai/
mobile/index.html （携帯） 
同窓会室日記 http://23312459.at.webry.info/ 

 

 

 

 会報20・21号でお知らせしました使用済み切手、

書き損じはがきは、随時募集しております。ご家庭

にありましたら、同窓会事務局までお送りくださ

い。下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 

 ★使用済み切手、書き損じはがきを！ 

 同窓会活動は、会員からの年会費と入学者の入会金

で、支えられていますが、不況の影響、会員の増加

等、種々な要因から、同窓会年会費納入率は低下して

います。第22回総会報告の中でもお知らせしましたよ

うに、寄付金を募ることとなりました。 

 多くの会員の方々に、同窓会活動に興味関心を持

ち、ご参加いただくために、何をすべきか、年会費納

入の呼びかけをどのようにすべきか、今後も検討して

いきたいと思っています。 

同窓会の窮状をご理解いただき、同窓会会員の絆を結

び、つながりの輪を広げる同窓会活動、同窓会事業展

開のため、よろしくお願いいたします。 

 とき ： 平成２３年８月２１日（日） 

 ところ： 福岡市内  

 当番期 ： 保母養成所 １３・１４期  

       社保短 １・２期  

       県大 ４・５・１４・１５期 

       保健婦養成所 ４期  

       公衆衛生看護学校 １４期 

       県看 保助 ４期  

          看護 ４・１４・２４期 

            助産 ７・８期  

                   保健  ４・１４期 

          助産 ７・８期 

※詳細は次回23号にてお知らせいたします。 

 

※秋頃に当番期連絡会を予定しています。当番期の

方々、声かけあって同期の集まる機会として、総会

を盛り上げましょう。 

同窓会年会費  １年分1,500円 

 （２年分3,000円一括納入可） 

振込取扱票 郵便局振込用紙（振込取扱票）の

記載事項（住所、氏名、会員番

号）を確認の上、お振込くださ

い。なお、ATM利用振込には手

数料割引があります。 

振り込み先 郵便振込口座  

０１７８０－９－６６０２７   

  福岡県立大学同窓会 

その他振り込み先  

福岡銀行口座 福岡銀行 伊田支店  

普通預金 １９５２５８１  

  福岡県立大学同窓会  

労働金庫口座 労働金庫 田川支店  

普通預金 ４０１４８１７  

  福岡県立大学同窓会 

★銀行振り込みの場合は、氏名の後に会員番

号の初め４桁（英数文字）を入力ください。 

（例）タガワハナコ  Ｙ4 
★寄付につきましては、会報にて寄付者名掲

載いたします。匿名やニックネームを希望の

方はその旨通信欄にお書き添えいただくか、

事務局までご連絡ください。 

同窓会寄付金 できる時にできる金額を、お振り

込みください。 


