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福岡県立大学理事長・学長  柴田 洋三郎 

 
本年4月より、公立大学法人福岡

県立大学の理事長・学長に任命さ

れた柴田です。県立大学長として

は、初代安藤学長、2代保田井学

長、3代橋口学長、4代名和田理事

長・学長に次ぐ5代目、法人理事長

としては2代目となります。この

間、本学は開学20周年を迎え、本年3月6日に記念式

典が挙行されました。また平成18年４月の法人化か

ら6年が経過し、本年3月末で第一期中期計画が終了

しました。名和田前学長をはじめ教職員の方々が

営々として築いてこられた教育研究実績や社会貢献

活動が、大学認証評価機構や外部法人評価におい

て、極めて優れていると高く評価されています。本

年4月からは新たな6年間の中期計画期間に入り、こ

れまでの素晴らしい実績を基盤として、さらに新た

な飛躍発展を期する所存です。 

貴会は、本学の創基となる福岡県立保母養成所お

よび福岡県立保健婦養成所以来の伝統をもち、会員

総数一万人余の組織として、これまで本学に対して

多大のご支援をいただいております。同窓会の皆様

には、従来にも増して今後ともご支援とご鞭撻を賜

りますようお願い申し上げます。大学の同窓会組織

には、それぞれの大学また学部ごとにその歴史と伝

統が色濃く反映して、様々の様態があります。また

人の集まりの常として、存外まとまりがいま一つの

ことも多いようです。以前勤めていた国立大学で、

全学部参加の同窓会組織結成に大変難儀したことが

ありました。その際に聞かされた話です。戦後まも

ない頃、国立と私学の雄の大学総長さんお二人が、

地方での合同講演会のため、東京から同じ列車で呉

越同舟出掛けた折のこと、汽車が途中駅に停車する

たびに、私学の総長さんへはその地の同窓会幹部が

のぼりを立ててホームにあいさつに現れ、窓越しの

差し入れなど歓迎攻めが続いたそうです。さらに目

的地に列車が着いて降り立ったとたん、私学の総長

さんは大勢の同窓生が取り巻いてそのまま歓迎会場

に連れ去られ、ホームには国立大の総長さんがぽつ

りと取り残されて、お一人で駅から宿に向かわれ

た、という伝説がまことしやかに伝えられていま

す。さて、公立の場合はどうでしょう。幸いにも本

学では、貴会から講堂建設や記念式典などをはじ

め、従前より大学・学生の諸活動に対し多大なご支

援ご尽力をいただいております。本稿をお借りし重

ねて心より感謝申し上げます。新任のごあいさつ

方々、福岡県立大学同窓会の益々のご発展を祈念い

たしますとともに、同窓生の皆様方の、更なるご活

躍とご健勝をお祈り申し上げます。 

附属研究所棟2階建て3，4号館間に新設完成      

  ～同窓生、地域・県民の活用を！！～ 

                                                     
    副学長兼附属研究所長 森山 沾一 

 

同窓会の皆様ご活躍のこととお

慶びいたします。2012年3月6日に

竣工式を行った、地域と大学を結

ぶ2階建ての附属研究所を紹介さ

せて頂きます。 

福岡県立大学は同窓会の方々な

どに支えられ、「地域に開かれた

大学」をスローガンに、リカレント教育、公開講

座などを展開してきました。2006（平成18）年の

法人化後はさらに「地域に根ざしアジアにのびる

福祉系総合大学」の実現をめざしてきました。 

1998（平成元）年には学内に「生涯福祉研究セ

ンター」を設置し、実践的研究活動や地域貢献活

動を強化してきました。2003（平成15）年４月に

は看護学部が新設され、人間社会学部との連携に

よるさらなる学際的、実践的な取り組みが行われ

て来ました。 

2006（平成18）年４月、法人化とともに筑豊・

福岡県の課題に即応した実践的研究、産学官連携

及び各種の地域貢献活動を円滑に推進する目的

で、全学的に「附属研究所」を立ち上げました。

同時に、「ヘルスプロモーション実践研究セン

ター」を発足させました。さらに、2007（平成

19）年９月には教育現場が抱える大きな課題・不

登校問題等に対応するため、全国に先がけて本学

の教育・研究ノウハウや人材を生かした「不登

校・ひきこもりサポートセンター」を発足させま

した。また、2009（平成11）年12月には4つ目の社

会貢献・ボランティア支援センターを立ち上げ、

ボランティア活動を通じて、地域社会と連携しな

がら社会貢献を目指す本学の学生を支援していま

す。知の拠点の大学が実践的課題解決的教育研究

を行い、社会貢献する機関です。山本作兵衛コレ

クション展示、保管庫もあります。この保管庫は

展示室は大きくはないけれど、防災・防虫、湿

度、温度、照度、カビなどに耐えうるユネスコ基

準の施設です。5月14日にはフランスやイギリスの

ユネスコ関係者が検分に来られて「やや狭いけれ

どもパーフェクト」であるとの言葉を頂きまし

た。多くの方のご利用をお待ちしています。 

新設された附属研究所 

http://www.yomiuri.co.jp/zoom/20120306-OYT9I00329.ht
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第24回福岡県立大学同窓会総会が、ANAクラウンプラ

ザホテル福岡にて開催されました。 

参加者は総会出席84名（保母養成14名 社保短10名 

県大・大学院14名 保健婦養成2名 公衛看2名 県看12

名）その他、県大教職員4名、事務局補佐2名、学生ス

タッフ17名、託児7名でした。 

総会では、平成21年度･22年度事業報告、決算報

告・監査報告、平成23年度･24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（監査委員の交代）、入会金・会費規

程案、並びにそれに伴う会則改正案も承認されました。

入会金・会費規程の改正につきましては、P9に掲載して

おりますので、ご覧下さい。 

 全体の感想としては、やはり総会・懇親会の参加者が

少ないことが多数挙げられていました。人数がもう少し

増えることで、活発な意見が出るのではという意見もあ

りました。シンポジウムに関しては、被災地で活動され

た方の生の声が聞くことができて、とても伝わってくる

ものがあったという感想が多数ありました。また自分の

こととして、これからにどう活かせるかと考えておられ

る方が多かったようです。 

 総会参加者は、H17（100名）H19（79名）H21（34

名）と減少傾向にありましたが、福岡での開催（博多駅

の近くに立地）ということもあり、84名と盛り返してき

ています。特に県立大学卒業生や、在学生の増加が目

立っていました。 

 また総会後、シンポジウム(コーディネーターは県大教

授、シンポジストは卒業生3名）を行い、テーマも「東

日本大震災～現地での支援とこれからの課題～看護・保

健・心理の立場から」としたことで、遠い九州に住む私

たちに何ができるか、さらに考える時間を過ごすことが

できました。 
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当番期の皆さん 

当番期の皆さん 

第20回秋興祭実行委員のPRタイム 

司会のお二人 

終わった～！！！一安心の顔！ 

当番期の皆さん 



      
養成 2期 村上 みさ枝 

 事務局の皆様、ありがとうございます。この度

の東日本大震災を思いますと、安穏に暮らしてい

ることがもったいなく、「天、地、人」すべてに

対して感謝しながら過しています。 

保育の現場からは遠く離れましたが、周辺の子

どもや青少年問題に対してはやはり心と体が動き

ますね。古くからの友人や趣味を通じて、或いは

近隣の人々の輪と暖かさに恵まれて、程よく穏や

かに、活発に過ごしています。 

 歳のせいもあって体の不調だけは如何ともしが

たく、病院通いも励んでいます。体調が悪く、同

窓会には出席できませんが、総会のご盛会を祈り

ます。 
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総会（Ｈ23.8）の時に掲載したメッセージを

中心に集めました。 

養成 2期 佐山 幸子 

 事務局の皆様お世話になります。 

昨年11月ボランティア活動中、右手首骨折で手

術。その間（反射性交感神経ジストロフィー）後遺

症障害で135日入院、現在もリハビリのため毎日通

院生活をしています。時間を見つけては、文字の練

習をして、指、手首の動きと自分なりの努力もして

います。 

ほかに病気もなく“口”と足は丈夫なので、障害

者の支援（言葉だけの）で8月20～21日のキャンプ

にも参加要請があり行く予定で、同窓会に出席でき

ず申し訳ありません。 

養成 2期 山口 規子 

 同窓会事務局の皆様ご苦労様です。同窓会は予定

が入っていますので、残念ですが欠席いたします。

盛会を祈ります。 

私事、市の高年大学を修了しましたので、健康セ

ンターでプール他、運動をしています。友人との集

い、料理、小さな旅と小学生の交流会等、楽しく過

しています。健康に感謝し皆様の幸せを願っていま

す。前回の同窓会参加させていただき、楽しいひと

ときをありがとうございました。 

養成 4期 月脚 雅子 

 第24回目の同窓会開催おめでとうございます。同

窓会事務局の方、役員の方々、当番期の方々ご苦労

様です。盛会であります様にお祈りいたします。 

 私は6月に体調を壊し、手術も終わりましたが、

現在は元気になりました。年齢を重ねると、いろん

な病気との闘いが始まりますね。皆様も体調管理は

怠ることなきようにお過ごし下さい。 

今回は残念ですが欠席します。 

養成 6期 矢津田 克子 

 養成6期の幹事として充分に役目が果たせなくて、

申し訳なく思っております。今、余力がありません

のでお許し下さい。 

若い皆様の力で、福岡県立大学同窓会がますます

発展することを願っています。  

養成 6期 本井 貞子  

現在は子育て支援・高齢者支援活動を行う市民団

体の事務局でデータ管理の作業を一部担当していま

す。 

気付くと早いもので退職後17年も経ってしまいま

した。私立幼稚園5年、鉄道弘済会保育所19年、私

立保育園1年、自分で家を借り私設保育所6年くらい

の経験を生かしての託児活動でしたが、パソコンが

普及しはじめて直ぐに級を取得し、現在は託児活動

は若い方にゆずりました。時々手薄な場合に召集さ

れ、それは喜びのひとときです。 

養成 9期 松尾 妙子 

 9期生の皆様恙なくお過ごしのことと思います。 

早いのか遅いのか古希を迎える年齢になりまし

た。気持ちは養成所時代と変わらないようですが、

やはり年数に応じて何事も「加齢」と片付けられる

ようになりました。でも、大言でしょうが、養成所

で培った精神力、好奇心を持ち続け身体を労りなが

ら残りの人生を楽しみましょう！ 

養成 10期 日比 堯子 

 保母養成所を卒業して48年！！上野動物園のサー

ビスガイド、0歳児向けのブックスタート、朗読サー

クルでの保育園への紙芝居・絵本ボランティア、特

養の介護サポーターなどのボランティアをしていま

す。乳幼児と縁が切れないですね。 
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養成 10期 小林 澄子（松川） 

 ご無沙汰しております。孫がライオンキングのヤ

ングシンバを演じていますので、観てきました。

NHK Eテレでは（にほんごであそぼ）に出ていま

す。始めからなので3才からでしたが、中学一年の

今でも出ています。小林翼です。 

 私はボランティアばかりしておりましたが、民生

委員をしていた2006年1月に急性大動脈解離にな

り、手術で命拾いを致しました。その後、動脈瘤の

手術をしたりで、今は家でゆったりの毎日です。 

養成 13期 後藤 敦子 

 65歳になり、高齢者の仲間入りです。でも気持ち

は若くいきたいものです。西日本新聞のニュース川柳

や、ことだまに投稿しています。 

養成 13期 中村 信子 

 保母養成所卒業して47年過ぎました。でもあの当

時の思いは鮮明に心に残っています。保育の道を目

指して、一生懸命に頑張っていた頃なんですから。 

養護施設・保育所で40年位勤務しました。純粋で

素直な子どもたちから、いっぱいいっぱい生きるパ

ワーをもらい、今の私につながっています。 

現在、お手玉の伝道師として、山口県内外出かけ

て伝えています。笑顔と心のつながりの輪が広がっ

ています。感謝です。 

養成 13期 大山 佳予子 

 出席できずに申し訳ありません。代務として保育

士の仕事をさせてもらっています。子供たちと過ご

せる時間はとても楽しくて自分の年齢を忘れていま

す（＾o＾）“あと、どのくらい頑張れるのかな～”

と思いつつ･･･。 

養成 13期 加藤 和子 

 今春、102歳の父を天に送り、バロックリコー

ダーの練習を始めたり、孫の中学での学習会に参加

したりと充実した日々を過しています。 

同窓会に出席したかったのですが、家族旅行と重

なり残念です。社保短22期生の長女も広島で保育士

をしながら、子どもの大会などで忙しくしているよ

うです。 

春か秋の開催も検討してほしいです。 

養成 15期 室 陽子 

 七月に3年間中国勤務を終えて帰国しました。 

社保短 5期 中尾 正子 

 38年間勤めた北九州市の公立保育所を、今年3月

で退職しました。沢山の子どもたちからもらった笑

顔とエネルギーに感謝です！！ 

社保短 9期 瀬川 玲子（一木） 

 早いもので卒業して32年になります。子どもたち

の手もやっと離れてみんなどうしているだろうかと

考えています。久しぶりに皆さんに会えるのを楽し

みにしています。 

社保短 15期 佐藤 早苗（増田） 

 幹事様ご苦労さまです。 

 先日、主人と山本作兵衛の作品を見に石炭歴史

博物館を訪れた際、大学の横を通り、懐かしさを

ひしひしと感じておりました。短大を卒業して30

年近く経とうとしているとは･･･と思わず愕然とし

てしまいました。 

なかなか同期の友達と会う機会もありません

が、次回、時間が許せば参加できたらな･･･と思い

ます。皆様、それまでお元気でお過ごし下さい。 

社保短 19期 西嶋 裕子 

 田舎の小さなクリニックで受付医療事務として

働いています。 

同じ職場には親子ほどの年齢差のある若い人も

いて、毎日対応に苦慮しています。「根性で頑張

る！」世代の私たちとは違う「ゆとり教育」世代

の人たちとの考え方の違いなど多々あり悩ましい

日々です。でも働けるのもそんなに長くないの

で、何とか頑張っていきたいと思っています。 

養成 8期 石井 紀子 

今回は残念乍ら欠席させて頂きます。昨年変形性

膝関節症（ヒザ）の手術をし、今まだ歩行に難有り

です。又、現在新任民生委員として活動に励んでい

ます。8期生幹事の広瀬さん、又同窓会役員の皆様、

同窓会の運営、本当にご苦労様です。同窓会の盛会

を心より祈念致します。 
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保養 5期 中村 淑子 

 総会の準備等ご苦労様です。参加できなくて申

し訳ありません。 

「同窓会会報」ありがとうございました。楽し

く読ませていただきました。カラフルで、内容も

読みやすく、編集される方々の細やかなご配慮に

感心しながら、一気に読んでしまいました。 

保養 7期 猪俣 誠子 

 保健婦養成所7期生の幹事を小河さんの後お引

き受けしています。 

同期で一度寄りたいと思いながら実現できてい

ません。個人的にはお一人様の老後を、年々気

力、体力の低下を感じながら過ごしております。 

公衛看 14期  南里 照子 

 県立大学20周年おめでとうございます。私は

県の保健所を退職して8年になります。（早い、

あっという間です）その後大きく県庁も組織改

革がなされていますね。産業保健も3年経験させ

てもらって友人ができたのが嬉しいですね。今

大学の調査研究に少し関わっています。 

 念願の海外旅行も終わり、今は近場の温泉に

孫とマイカーで楽しんでいます。趣味で始めた

オカリナ♪（土で作った笛）は癒しの世界で

す。 

それから東日本大震災に何か出来ることはな

いかと模索中です。では皆さんお元気でね。 

保健婦助産婦科 2期 野口 久美子 

同窓会の皆さんお元気ですか？私は、H23.3

月に保健師として30年間働いた職場を定年退職

しました。H23.7月から新たな第二の職場とし

て、介護老人保健施設 高倉苑・高倉クリニッ

ク・デイケアの療養科長として働いています。

高齢者の方々から沢山のパワーをいただいてい

ます。介護の職場は厳しく、途方にくれること

もありますが、看護の役割をみつめながら、

日々楽しく生きています。看護を通して地域に

つないでいく保健師の仕事のあり方も考えさせ

られる毎日です。 

公衛看 14期 池田 カズヨ 

 同窓会企画ご苦労様です。公看14回生のみなさ

ま、お元気でしょうか？私は元気に仕事をしてい

ます。県看護連盟の役員をするかたわら、孫の世

話や、地域の人権相談員･･･とまだゆっくりする

ことができませんが、「福岡での学び」が今でも

役に立っていると思って頑張っています。 

保健婦助産婦科 2期 小川 副代 

 定年退職して3年目になります。ばりばりと働

くことはしないで、ほんの少し学生との関わり

を持ち“共育ち”をしています。 

年齢を重ねるごとに家族構成員の変化と身体

の「ガタ」が増えてきましたが、「上手な生活

とは？･･･」を模索しながら地域のグループに少

しずつ入っていけたらと思う昨今です。同窓生

の皆様にお逢いできることがとても励みになり

ます。 

保健婦助産婦科 6期 江島 恵美子 

 統合されてから、遠方ということもあり疎遠

な感じで全く見向きもしない状態でしたが、先

日初めて幹事会に出席しました。久しぶりに本

川先生にお会いでき、とても嬉しかったです。

そこで気になったのが、現在大学の看護学部

が、同窓会から独立（？）しているとのこと。

統合前に決めたのに･･･これは大変なことだと

思います。後輩の続かない同窓会になってしま

う･･･すでになっている。何とかしなければ･･･

とはいえ、どうすればいいものか･･･どなたか

教えてください！ 

それに県立大学は思いのほか遠かった。JR

で行ったからか一日がかりで疲れてしまっ

て･･･誰か車での行き方を教えてください！  

保健婦助産婦科 7期 井上 美鈴 

 糸島市内と西区周船寺地区で編み物教室を主

宰しています。「ストレッチ手編み」といっ

て、編み棒2本で編んでいく手法です。看護職か

ら離れて、6教室の平均60才の元気な生徒さん相

手に日々、編み物に暮れる毎日です。 
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社会 1期 小林 ベティ和恵 

 久しぶりに県立大の皆に会いたくなりました。育児

中はお休みしていたバイク･･･2年前に再び買いまし

た。どなたか一緒にツーリングしませんか･･･。 

形成 2期 石本 光輝 

 今年5月に結婚して、新婚生活も3ヶ月経ちまし

た。披露宴には多くの先輩、同級生、後輩も集

まってくれて本当に嬉しかったです。県大時代に

築いた人脈に改めてびっくりしましたし、皆さん

には感謝感謝と改めて感じました。 

これからもどうぞよろしくお願いします！ 

福祉 7期 中辻 寛子（嘉藤） 

皆様お疲れ様です。いつも失礼してすみませ

ん。現在は大阪府の児童相談所に勤務しています

が、第2子を出産し育休を取り、子育てを満喫中で

す。 

社会 15期 岸 さと子 

 社会人2年目になりました！仕事はまだまだです

が、一日一日成長できるように頑張っています。 

 看護婦科 4期 石村 みき子 

 大学病院での仕事を辞め5年が過ぎました。今は週

3回保育園で可愛い子どもたちと遊んでいます。他の

日は公民館のサークル活動に参加して、登山や卓

球、ヨガ等を楽しんでいます。 

 看護婦科 14期 中村 美智代 

 東海大学病院で治験コーディネーターをしていま

す。一日一日があっという間に過ぎ、年々加速する

ように感じております。来年50代に入るためでしょ

うか？（笑）健康で働けることに感謝しておりま

す。 

 保健婦科 4期 山本 八重美 

 同じ九州にいながら、なかなか参加できず残念で

す。毎日、相変わらず忙しくしていますが、資格と

健康のおかげと感謝の日々です。微力ではあります

が、福島県へ災害派遣にも行ってきました。考えさ

せられることの多い派遣となりました。 

 話は尽きませんが、母校の発展をお祈りします。 

 保健婦科 9期 長沼 ひろみ 

 県看保9の長沼です。ご無沙汰しております。皆

様お元気でいらっしゃいますか。 

私は現在、東京都千代田区にあります（株）保

健同人社で保健師として勤務しております。主に

保健指導、健康セミナー、介護予防事業などの企

画から実施までを担当しております。健保や人

事、自治体の方へのプレゼンもありますので、営

業的な側面もあり、資料作成等でデスクワークが

多くなる時もありますが、やはり現場にいる時が

一番充実しています。 

震災や原発問題など暗い話ばかりが続きました

が、先日の山本作兵衛先生のニュースはとても嬉

しく、同郷ということでとても誇らしく勇気付け

られました。 

元 社保短教員 内海 洋一 

 90歳になりましたが、相変わらず歌で有名な

「城ヶ島」の近く、天候状態がよければ「富士

山」を遠くに眺める、約500人の入居者を持つ

大型「終身介護付有料老人ホーム」の個室で、

ぼやぼや生活しています。 

私自身はパーキンソン症候群と診断され、毎

週1回、銀座4丁目近くのクリニックに独りで2

時間かけて治療に通う体調ではあるので、まあ

まあでしょうか。 

ホームの入居率95％。介護士や職員の質のこ

とを気にし、考えながらの生活です。施設の前

に介護付老人ホームが2つあります。定員に遙

に満たない状態。 

近くに来れるならお寄り下さい。同窓会の盛

会を祈ります。 

県大１期の栗山

さ ん の 作 品 で

す！この雰囲気

に癒されます♡ 

福祉 2期 永井 尚子（原口） 

同窓会事務局のお手伝いを始めて5年になります

が、まだまだ一人前になれません。ただ、たくさ

んの先輩に囲まれて仕事ができるのは、幸せなこ

とだなあと感じています。いくつになっても日々

勉強していくという姿勢は大切ですね。 
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 昨年、東日本大震災が起こったことで、福祉や保

育、看護を学んだ会員の方が多い本同窓会としても何

かできないだろうかと思い、会員の方に募金を募り、

被災された方々に送りたいと考えました。 

そこで、前回の会報や、昨年行われた総会でも募金

のお願いをしましたところ、たくさんの皆様から、ご

協力いただきました。総額で684,745円の募金が集まり

ました。（平成24年2月15日現在） 

以下の募金先に平成24年2月15日、送金いたしまし

た。 

   あしなが育英会    244,745円 

   日本赤十字社     220,000円 

   中央共同募金会    220,000円 

それぞれの募金先よりお礼状と領収書をいただいて

います。 

あしなが育英会より 

中央共同募金会より 日本赤十字社より 

 平成24年6月16日（土）、3月に新設されました附

属研究所１階大セミナー室で同窓会幹事会が開催され

ました。 

参加者：36名 

   保母養成9名、社保短11名、県立大学6名 

   保健婦養成3名、公衛看3名、県立看護4名 

内容 

１、会長挨拶 

   川上鉄夫会長 

２、報告事項 

（１）大学近況     

 ・新理事長・学長の就任、附属研究所棟の完成 

（２）事務局報告（昨年度幹事会以降の事業報告） 

３、議題 

（１）平成25年度同窓会総会開催について 

 ・日時：一案 8月25日(日)、二案 8月4日(日) 

 ・場所：北九州市内(小倉駅周辺で検討中) 

 ・参加費：5,000円～7,000円の間で調整 

    ☆子どもについて託児料(保険を検討)+食事 

     代をいただく予定 

   会報P20に総会のお知らせを掲載 

（２）会則変更（案）と慶弔規程（案）について 

 ・会則第５条の変更について 

 ・慶弔規程(案)については審議 

（３）会費減免申請について（会報P7に掲載） 

 ・申請手続きについての説明を行った 

（４）同窓会会報24号発行について 

  ・発送対象：会費納入者 

  ・発行部数：2800部 

   正会員 1370部 準会員 1200部 

  ・同封物：求人情報シート（返信封筒） 

   未納の方には年会費振込用紙 

（５）学生ボランティア活動に対する支援の方向性に 

  ついて 

  ・同窓会としてどうのような支援ができるか、引 

  き続き協議していく 

（６）看護学部同窓会について 

  ・今年度一度、看護学部同窓会との話し合いの場 

  を設ける方向で進める 

                  午後3時閉会 

保母養成所 

  14期 藤井 みつ子 → 仲野 映子 

社保短 保育科 

  13期 螻川内 恵美 → 大瀬 瑞穂 

 

 事務局では幹事募集を会報でお知らせいたしま

すので、同期の方々で声を掛け合って、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。 

【変更前】 

15条 会費は、入会金及び会費を次のとおりに納入す

るものとする。 

（1）入会金 10,000円とし、入会の際に納入するも

のとする。 

（2）会費 年額1,500円とし、毎年度8月末までに納

入しなければならない。但し、総会の開催される年

に、2年分を一括納入することができる。 

【変更後】 

15条 会員は、入会金及び会費を期日までに納入する

ものとする。なお、入会金及び会費の納入詳細、返

還、減免等については別途、規程を定める。 

 附則 この規程は平成24年4月1日から施行する。 
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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

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。 

 

 喜多 佳代子 公衛看１５期 

  Ｈ２０ 

 蒲池 悦子 保健婦養成所 ９期 

  Ｈ２２．１２．９ 

 小河 信子 前副会長 保健婦養成所 ７期 

  Ｈ２３．１１．１４ 

 中路 智代 (小田) 保母養成所 ８期 

  Ｈ２４．２．５ 

 平成23年7月5日、皇居長

和殿（春秋の間）におきま

して、保母養成所5期の合

代敦子さんが瑞寶雙光章を

受章されました。永年福祉

活動に尽力された功績は多

大です。おめでとうござい

ます。 

 二宮 飛鳥(藤原)   

     県大形成 13期 

      24.1月 男児出産 

   福岡県立保健婦養成所 2期生 本川 眞弓 

 今年の3月、傘寿を迎え年相応に身心の衰えを実感

している日々でございます。その上親しい友人との永

遠の別れもあり、悲しみも淋しさも味わっています。 

 昨年11月14日亡くなられた、前同窓会副会長の小河

信子さんとは同じ病院に私も入院しておりまして、お

見舞いにも、お葬式にも伺えず、一人ベッドの上でお

別れいたしました。 

 彼女とは、私が職業人として出発した昭和28年から

5年後、飯塚保健所という同じ職場で出合い、それ以

降半世紀の間、楽しい時も悲しい時もいつも一緒だっ

たと思います。彼女のいつも積極的で慎重な前向きの

姿勢と、行動力は常に私の指針でした。 

 最近では親しい友人達との会合では、“来年会える

かどうか分からないから、元気で頑張りましょうね、

さようなら”といって次回を約束しています。 

   福岡県立保健婦養成所 7期生 猪俣 誠子 

 小河さんとは保健婦養成所時代の同期でした。彼

女はすでに保健所で看護師として働いていました

が、保健師の資格を取るため新婚間もない頃の入所

で、いつもご主人の写真を大切に身につけていまし

た。卒業後は予防終生・医療指導に尽力され、後輩

の指導にあたると共に、看護協会にも多くの足跡を

残されました。 

 いつも前向きで勉強家、努力家でした。退職後は

本同窓会の副会長をされ、お母さんの介護をしなが

ら、絵画、詩吟、ゴルフ、卓球など多彩な趣味を楽

しんでおられ、活動的で元気だった彼女の訃報は信

じ難いものでした。葬儀の折、息子さんが「偉大な

母だった」と繰り返し語られたのが忘れられませ

ん。心よりご冥福をお祈りします。 

 平成21年度まで同窓会副会長

をしてくださっていました、小

河信子さんが、平成23年11月14

日、お亡くなりになられまし

た。 

 同期の方より同窓会へご連絡

いただきましたが、葬儀後でし

たので、事務局二人で後日ご自

宅へ伺い、ご香典をお渡ししま

した。ご冥福をお祈りいたしま

す。 

 小河さんを偲んで、お二人の方に追悼文をいただき

ました。 

 昨年、保健婦養成所７期生の村本静子さんより県

大の茶道部へ、お茶の道具一式を寄贈されました。 

 村本さんは、茶道の先生はされないまでも、若い

頃よりずっとお家でお茶をされておられたそうで

す。使わなくなったお茶の道具を「県大の学生さん

が使ってくれるなら」と大学の方へお声をかけてい

ただき、茶道部の学生さんに譲っていただきまし

た。 

 日々の活動や、秋興祭等では茶道

部のコーナーが設けられますので、

きっと村本さんにいただいた道具も

活躍していることと思います。本当

にありがとうございました。 

平成21年11月総会にて 
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第24回総会にて、入会金・会費規程が審議され、本同窓会では会費の減免を認めることに決定いたしま

した。（入会金・会費規程につきましては下記参照） 

  つきましては、下記１.（１）～（３）に該当する方で年会費の減免を希望される方は、所定の手続きを取 

 られますようご案内申し上げます。 

１．対象となる方 

（１）パートナー：発送住所同一の会員が、郵送物一括発送を望む方。 

（２）ファミリー（親子・兄弟姉妹など）：発送住所同一の会員が、郵送物一括発送を望む方。 

（３）シニア：75歳以上（4月1日現在75歳以上）の方。（※今年度は昭和12年4月2日以前に生まれた方対象） 

２．手続き方法について 

  同窓会事務局までご連絡ください。ご連絡いただいた方には「福岡県立大学同窓会会費減免申請書」の用

紙をお送りしますので、ご記入の上、切手を貼付して、郵送してください。内容を審査の上、「入会金・会

費規程：別表」の減免事由に該当すると認めるときは、減免するものとします。   

３．減免の開始時期について 

毎年7月末日までに（7月31日消印有効）申請され、認められたときは、その年度からとし、それ以降の申

請の場合は、翌年度からとします。 

[書類送付・お問い合わせ先]福岡県立大学同窓会事務局    

 〒825-8585   福岡県田川市伊田４３９５  TEL（FAX）０９４７－４２－２７７７ 

        （開局日は毎週金曜日と学期中の月・水曜日） 

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

第１条 この規程は福岡県立大学同窓会会則（以下

「会則」という。）第１５条により福岡県立

大学同窓会 

（以下「本会」という。）の入会金・会費に

関し、必要な事項を定める 

第２条 会則第１５条により、入会金１０，０００

円、会費１，５００円とする。 

第３条 会則第１５条１項により、納入方法を定め

る。 

（１）入会金 １０，０００円とし、入会の際に納入                           

   するものとする。 

（２）会費年額１，５００円とし、毎年度８月末まで

に納入しなければならない。但し、総会の開催

される年に、２年分を一括納入することができ

る。 

 

   なお３年以上の会費を一括納入することも可能

とする。 

 第４条 既納の入会金、会費は、返還を認めないも

のとする。 

 第５条 会長は会費の金額について、会員から減免

申請があったときには、内容を審査の上、別

表の減免事由に該当すると認めるときは、減

免するものとする。なお、減免の開始時期

は、毎年7月末日までに申請され、認められた

ときは、その年度からとし、それ以降の申請

の場合は、翌年度からとする。 

 第６条 この規程の改廃は、幹事会の議決を要す

る。 

 

 附則 この規程は平成２４年４月１日から施行す  

    る。 

福岡県立大学同窓会  入会金・会費規程 

【別表】 

 
※注：パートナーとは世帯が同一で夫婦揃って同窓生、ファミリーとは同じく世帯が同一で親子、 

兄弟姉妹などの場合とする。 

項 目 減免事由 減免額及び減免後の会費額 

パートナー 

  

発送住所同一の会員が、郵送物一括発送を

望む場合 

会員一人につき減額500円、 

減額後の会費は年額1,000円 

ファミリー 

（親子・兄弟姉妹など） 

発送住所同一の会員が、郵送物一括発送を

望む場合 

会員一人につき減額500円、 

減額後の会費は年額1,000円 

シニア 

  

75歳以上の会員（4月1日現在75歳以上） 減額500円、 

減額後の会費は年額1,000円 

mailto:kendai-dosokai@kbf.biglobe.ne.jp
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保育科10期生クラス会                            

 

   社保短保育科10期  松尾 幸（後小路）    

五月晴れの空の下、5月12・13日、保育科10期生の

クラス会が実施されました。前回のクラス会から５年

ぶりの再会で、今回は、休暇村志賀島にて１泊のクラ

ス会でした。参加者は、坂口先生と17名の10期生。       

博多駅筑紫口に集合し、送迎バスにて志賀島へ。気

分はもう二十歳の私達。早速、短大時代の研修旅行の

遅刻談等‥。アッという間に志賀島に到着。４人ずつ

の部屋に分かれ、懐かしい顔を確かめ合ったり、夕日

を眺めながらお風呂に入ってゆっくり。18時からの宴

保母養成所8期同期会       

 

      保母養成所8期  広瀬 須代子 

8期会を2011年11月に開催しました。卒業して早

50年。病気、事故、災害、死別･･･様々な苦難を乗り

越えて17名が集まりました。 

 場所は、同期の上里智紗子(旧姓井上)さんが経営す

る堅粕保育園。皆さん元気で若々しく、再会を喜び

合う歓声が続きます。おかげで時間を気にせずゆっ

くり交流が深めました。 

 連絡や事前準備、会場作りは、忙しいなか有志の

方達にしていただき有難く感謝しています。当日、

ご主人と、お母様の看病で出席できず残念がってい

た中路智代(旧姓小田)さんが、２月、大動脈破裂で急

逝されました。驚きとショックです。まさか、まさ

かの人生ですが、また、皆さんと会える日を楽しみ

にしています。  

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24年5月16日～17日に、中尾様、大塚様のお世

話で2年に一度のクラス会が由布岳をバックに開けた田

園風景の中を辻馬車が行き交うのどかで、心癒される

緑豊かな由布院で開催されました。 

前日は雨で心配したお天気も2日間とも好天に恵ま

れ、とても楽しいクラス会でした。福岡県はもちろ

ん、千葉、東京、宮崎、佐賀と、遠方から駆けつけて

くださり、再会を喜び合いました。 

当日は早めにチェックインして、食事の前にゆった

りと温泉に入り心地よいやすらぎの時を過ごしまし

た。露天風呂から眺める由布岳は最高でした。夕食で

は由布院の旬の味覚を堪能し、食後は一部屋に集まっ

て学生時代の思い出や、近況を報告、かくし芸と大変

盛り上がりました。 

17日は10時にチェックアウトして時間の許す方は由

緒ある夢想園のレストランでコーヒータイム･･･元気で

クラス会に出席できることに感謝しながら過ごした2日

間でした。 

次回は宮崎の中村様がお世話をお引き受けください

ました。期日は未定ですが、皆様元気でお会いできま

すように、今から楽しみにしています。 

保母養成所8期の皆さん 

公衛看11期の皆さん 

由布岳を背に記念写真 

保母養成所12期生同期会 

 

         保母養成所12期 山本 哲子 

 同窓会事務局の皆様いつもお世話になっておりま

す。 

 私達保母養成所12回生（S40年卒業）は、8月21

日、2年ぶりに同窓会を福岡で行いました。 

 8名と少数ではありましたが、幹事さんの手元に

は、旧友を懐かしむ声や近況などたくさんのお手紙が

届き、皆でそれを読み合ったり、母校の話にも花が咲

き、タイムスリップ。楽しいひと時を過ごしました。

会場も全員が気に入り、2年後もこの場で再会しよう

（なんと博多のど真ん中）と早速に話がまとまり、健

康で過ごすことを誓いあいました。 
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★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。 いつ来るか・・・ドキドキですね！ 

会では、食事をしながら近況報告。坂口先生は、素敵

に年齢を重ねられ、お若いのにびっくり！ 

10期生は、現役で働いている人も多く、それなりに

みなさん貫録が出て来たかな？環境は様々ですが、み

なさん活き活きしてカッコ良かったです。中には、40

過ぎて、センター試験を受け４年間学生をした人も居

て、とっても良い刺激を受けました。その後は、カラ

オケも入り、日頃、園児に美声を聞かせているみなさ

ん、流石にお上手でした。南京玉簾の余興もあり、最

後は、全員でピンクレディーのUFOを踊り、盛り上が

りました。 

翌日は、みんなで朝食をとり、別れを惜しみながら

も、送迎バスにて天神・博多駅へ。 

その後、希望者５人で福岡県立大学へ。バス停を降

りて、この道で大丈夫？と不安になりながらも到着。

かつての面影は無くても、それぞれの頭の中は、古い

短大校舎・緑のグランドでした。伊田の町も当時を思

い出し、懐かしく歩きました。 

クラス会に参加して感じたのは、社保短での生活は

２年間だったけれど、先生・友人に恵まれ、色んな事

に一生懸命で、とても良い思い出であり、現在の糧と

なっているように思われます。本当に、出会いに感謝

です。 

次回は、５年後、還暦の年です。み～んな揃って御

祝いです。クラス全員揃って御祝い出来る事を楽しみ

にしています。 

社保短保育科10期の皆さん 

NHK朝の連続ドラマ「てっぱん」の舞台と

なった尾道の町！ 

 社保短保育科11期生同期会 
         

           社保短11期  藤本 真里子 

 社保短保育科11期生は、全国の地域ごとに当番制で

同窓会を行っています。今回は、山口・広島チーム担

当、去る23年11月20～21日 ＮＨＫ朝の連続ドラマ 

“てっぱん”の舞台となった尾道市の端っこの島“多

島美 ”豊かなしまなみ海道の真ん中、橋を渡れば愛媛

県という生口島（いくちじま）瀬戸田町で行われまし

た。 

 三原駅から尾道観光をし、瀬戸内の海を眼下に柑橘

の島 瀬戸田町へみかん狩りをしたり、耕三寺・国宝

の向山寺・平山美術館を観光したり夜はレモン風呂に

つかり、ツルツルのお肌で気持ちも乙女になり“ぶ

ち！”（広島弁＝ものすごくたくさん）おしゃべりに 

夢中になりました。何才になっても同期生はいいもの

ですネ。 

 次回は地元田川に集合！！ 

 みんな自分を大切にして 元気に頑張りましょう！ 

そして田川でお会いしましょう！！と船に揺られなが

ら帰路につきました。 
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<退職された先生> 平成23年度退任 

 名和田 新 理事長・学長 

 藤山 正二郎 教授（公共社会学科） 

 鬼崎 信好 教授（社会福祉学科） 

 門田 光司 教授（社会福祉学科） 

<新しく着任された先生> 平成24年5月1日着任 

 南里 悦史 特認教授（人間社会学部） 

 小川 有希子 助手（看護学部） 

          元県立大学教 藤山 正二郎 

 

 今年の3月をもちましてめでた

く退職いたしました。今は日本

社会の矛盾を象徴する年金生活

に入っております。35年くらい

になります教員生活の間に溜

まった「モノ」をいかに整理す

るかの日々です。「毎日が日曜

日」の生活はもう少し先になり

そうです。 

 同窓会の皆様も右肩上がりで突き進むだけではな

く、自分の身辺を見直すだけでも、得るものはたく

さんあります。社会で仕事をする皆様も感じられて

いると思いますが、日本社会はあらゆるところで余

裕がなくなっています。その原因は書類主義と会議

主義です。ですが、これをなくすのはかなり困難で

す。日々好日の合間にこのようなこと考えていま

す。 

 http://www7b.biglobe.ne.jp/~fsho2uyghurhotan/ 
上記のようなサイト、ブログを作っております。ご

覧ください。ＵＲＬが面倒であれば「シルクロード

の文化人類学」などのキーワードで出てきます。 

福岡県立大学同窓会へ感謝と期待をこめて 

 

     誠和会牟田病院 名誉院長 名和田 新 

 

 福岡県立大学は柴田学長および

川上同窓会長のもとで、新しい希

望に満ちた出発をされている事と

拝察致します。 

 私は福岡県立大学を退任後、４

月より福岡市で内科医として病院

に勤務しています。医師と看護

師、栄養士、薬剤師、社会福祉

士、メディカルソーシャルワーカー、ケアーマネー

ジャー、OT、PT、STなどのコメディカルの皆さん

と頑張っています。 

 平成１８年４月より６年間法人化後の初代の理事

長・学長として勤務させて頂きました。田川市に単

身赴任し、田川市郡の皆様に温かく迎えて頂き、本

当に感謝しています。大学では非常に優れた教職員

の皆さまと、素直で、まじめで、優秀な学生さんと

共に、大学改革を進め、学位授与機構の認証評価と

外部評価委員会の高い評価を得ることが出来、大学

の全ての皆様に心から感謝しています。 

 福岡県はこの成果に対して、私たちの長年の夢で

した附属研究所を大学のキャンパスに建設しまし

た。同窓会の皆さまに是非活用して頂きたいと思い

ます。 

 高く評価された点は本学の特徴である教育の改革

と社会貢献です。 

 ７０％の学生のボランティア活動の経験、不登

校・引きこもり児童への支援、九州国公私立大学の

看護教育改革と山本作兵衛氏の世界記憶遺産への登

録は、全て、福岡県社会保育短期大学２５年と福岡

県立大学２０年（本年３月６日に２０周年記念式典

開催）の長い歴史の中で、同窓会の皆様の努力によ

り、大学と地域が一体化して培われたものを基盤と

して、大学と地域の皆様が達成したものです。私は

改めて大学の伝統に敬意を表し、その伝統の重さに

身が引き締まる思いです。大学は今後益々発展して

 福岡県立大学創立二十周年を記

念し、Å4版236頁の福岡県立大学

20周年記念誌が発行されました。 

 福岡県立大学の沿革にはじま

り、大学のこれからのあり方、地

域における大学の役割など、福岡

県立大学２０年間の歩みが詳細に

記載されています。本同窓会も支

援団体として寄稿し、写真の提供

等も行いました。 

 昨年の会報で記念誌の購入を呼びかけ、多数の会員

の皆様にご購入いただきました。ありがとうございま

した。 

行くものと確信しています。その中で同窓会の担う

役割は極めて大きいと思います。 

 月脚会長の時、同窓会総会にご招待頂き、講演を

させて頂きました。多くの皆さんが出席され、非常

に和やかで、まとまった素晴らしい同窓会総会でし

た。大学との連携を密にして、看護学部の同窓会と

良い形で一体化して、物心両面で大学を応援して頂

きたいと思います。将来大学支援の同窓会基金を立

ち上げて頂けると嬉しく思います。 

 川上会長のもとで同窓会のますますの発展を心よ

りお祈り致します。 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~fsho2uyghurhotan/
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福岡県立大学の先生の著書の紹介 

 

『ペアレントトレーニング実践 ガイドブック』 

あいり出版/販売価格(税込)： 2,730 円 

 

福田恭介先生が編集した書籍です。 

他の執筆者は、県立大学の先生方、さらには福岡

県立大学同窓生が執筆を担当しています。 

内容： 
○福岡県立大学で行われたペアレントトレーニングが，

家庭における子育て支援から，園・学校における子ども

の発達支援へ，さらには地域における子育て支援に広

がっていく様子をまとめたもの。 

○4部から構成されており，観察と記録を重視。 

○途中に理解を助けるためのコラムが満載。 

○子育て支援から研究までの実践的なペアレントトレー

ニング・ガイドブック 

 

1部：ペアレントトレーニングの概要 

2部：10の事例 

3部：家庭から園・学校，そして地域へ 

4部：Q&A 

コラム 11個 

 

 

山本作兵衛 炭鉱画集の紹介 

         
         社保短13期 保育 大瀬 瑞穂 
 

 昨年5月、山本作兵衛の炭坑画等が日本で初めてユ

ネスコ世界記憶遺産に登録されました。本年5月は山

本作兵衛生誕120年でした。この二つを記念して画集

を制作しました。5月13日に田川市で開催された記念

式典で、来賓の方々に山本家から本画集を贈りまし

た。あわせて一般発売いたしております。山本作兵

衛の遺族と作兵衛ゆかりの個人で本年1月に立ち上げ

た作兵衛事務所の自費出版です。同事務所では主に

著作権と原画に関する事務連絡を行っています。ま

た、4月にボランティア部作兵衛を発信する会を立ち

上げ、同会が画集販売を担当しています。 

 

■限定出版、B4判横開き、16頁、外装、使用炭坑画

等14枚、各炭坑画の解説付 

■山本家と作兵衛ゆかりの個人が所蔵する炭坑画を

収蔵 

■福岡県内の主要書店で取り扱っています。 

 

■定価1,300円 

※秋興祭の時に同窓会ブースでの販売を予定してい

ます。 
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イベント情報 
 

日時：平成24年7月1日（日）～平成24年10月14日   

（日）  

場所：クローバープラザ7階（福岡県春日市） 

特別展：「炭坑で生きた人々～山本作兵衛さんの描

いた人々～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成24年7月21日（土） 

場所：クローバープラザ 大ホール（福岡県春日

市） 

テーマ：「山本作兵衛さんの描いた炭坑と人々」  

 

受付 12:00～13:00  

第１部 13:00～語りと実演「炭坑節」炭坑節語り

べ：原田厳さん、田川炭坑節保存会のみなさん  

第2部 13:45～講演 「炭坑と人々 ～山本作兵衛さ

んの描いた世界～」  

第3部 15:30～16:40 映画上映「炭鉱に生きる」 

ボランティア活動資金を贈呈されました！ 
 

 昨年、東日本大震災が起こったことをきっかけに、「少しでも力になりたい」と考える県大の学生たちが、

“チームひまわり”という東日本大震災関連ボランティアチームを立ち上げました。そして、今年の3月には3

名の学生が一週間、宮城県南三陸町へ学生ボランティアとして派遣され、活動を行ってきました。 

 この“チームひまわり”の活動を知った、『直方子育てネットワークすくすく（代表：同窓会副会長 川口

克代さん）』の皆さんが集めた募金を“チームひまわり”の活動に使ってほしいと申し出があり、6月2日

（土）に贈呈されました。そこで“チームひまわり”の活動の報告も行われました。   

 これからの“チームひまわり”の活動に期待したいですね！ 

 

  

   

写真が語る「今昔写真帖」いま むかし 

         （田川市編）の紹介 

 
        社保短15期 保育 秋元 裕子 
 

 その昔、二人の子どもが小学校へ入学し、子育て

も一段落した頃、“先輩ママ”として、『田川子育

てマップ』づくりのお手伝いをしました。その時出

会ったのがこの本の編集者の船瀬高子さんです。 

 その後、彼女は「筑豊くらしスパイス」という情

報誌の編集を経て、今回この本の発行に至っていま

す。久々に書店に並んでいて、即購入しました。 

 社保短は福岡教育大学の前身の福岡学芸大学田川

分校だった校舎に、昭和42年に開学したとありま

す。(本文100ページ) 

 田川を改めて知る貴重な資料となっています。是

非手に取っていただきたい一冊です…。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定価 本体3,500円+税 

ベッセルリンク出版 

 今回託していただいた義援金を、被災地の方々にとって一番意味のある使い方ができるように、チームひ

まわりのメンバーとしっかりと話し合って考えていきます。いつか一緒に活動を行うことができればうれし

く思います!                           “チームひまわり”代表 阿部 巧 
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 平成20年度には、秋興祭当日に幹事会を開催し、平成21年度には、「同窓会総会in秋興祭」をテーマに同窓

会総会を同時開催、県大同窓会ブースを設置し、写真展示を行いました。 

 平成22年度より新たにフリーマーケットも始めて、会員さんから寄付していただいたものや事務局で集めた

ものを出品させていただいています。平成23年11月12日、13日には2回目の2日間にわたるフリーマーケットを

行い、写真展示も含め、たくさんの方に同窓会ブースへ足を運んでいただきました。会員の方手作りのスイー

ツチャーム（お菓子の形をしたストラップ）が大好評で、準備した数が瞬く間に売り切れてしまいました。2日

間の売上が合計23,940円となりました。 

 今年度も出品する品物を会員の方から募集します。ご家庭に未使用の品物がございましたら、ご協力お願い

致します。衣類（キズ、汚れのないもの）、日用品（新品）、雑貨（新品）等を同窓会事務局までお送り下さ

い。よろしくお願い致します。 

不用品・フリーマーケット用品受付先 

 〒825-8585 

 福岡県田川市大字伊田4395 

 福岡県立大学内 3号館1階 3108 

 福岡県立大学同窓会事務局 

 

 TEL（FAX共用）0947-42-2777 
 E-mail:kendai-dosokai@kbf.biglobe.ne.jp 

                    第21回秋興祭実行委員会 委員長  本田 志帆 
 

 今年度の福岡県立大学秋興祭のテーマは「大輪～咲け！この瞬間、この場所で～」に決定しました。 

昨年、20回目という節目を終えた秋興祭は、今年の11月10・11日を持ちまして、21回目を迎えます。テーマ

には、21回目という新たな一歩を踏み出した秋興祭で、本大学の学生が力を合わせて大きな花を咲かせたい

という想いが込められています。 

 また、秋興祭を開催するにあたって、ご支援とご指導をいただく皆様を花が咲くためになくてはならない

太陽や水であると考え、その存在に改めて感謝し、皆様に楽しんでいただけるお祭りにしたい、という実行

委員一同の想いを込めています。 

 秋興祭の2日間に、ここ福岡県立大学で、皆様の笑顔が咲き誇りますように、今年の秋興祭も、実行委員を

はじめとする本大学の学生全員で盛り上げていきたいと思っています。今年も多くの方々のご来場をお待ち

しております！ 

 

第20回 秋興祭の様子 



福岡県立大学同窓会会報 Page 18 

こんにちは、バドミントンサークルです。私たちは現在41名の登録の下、週に2回体育館で活動を行って

います。練習には本大学の教授も交え、経験者も初心者も分け隔てなく楽しく活動を行っています。昨年

は、北九州インカレ・田川市民大会、アリヨシカップ等々多くの大会に出場させていただきました。田川市

民大会では男子ダブルス2位になるなど賞状をいただくこともでき、日ごろの練習にさらに身が入っている

ところです。 

福岡県立大学バドミントンサークルは、部室に入るとわかりますが多くの賞状や盾が並んでいます。最初

は先輩方の功績に皆驚きましたが、現在はそれに恥じぬように活き活きとプレーを行うようにしています。 

 4月から新入生も入り新しいメンバーでの活動になりました。今年の後期から本大学の体育館は改修工事

が行われ使用することが難しくなりますが、皆で力をあわせて乗り切っていきたいと考えています。 

OB・OGの方々もお暇があれば、ぜひ足を運んでいらっしゃってください。 

                       福岡県立大学バドミントンサークル部長 藤本 昂平 

 こんにちは！！私たち福岡県立大学吹奏楽団は、現在新メンバーを迎えて、約３０名で活動していま

す。毎週月、水、金の週３日、18：00～19：30まで2号館1階の音楽室で練習しています。 

 主な活動は、卒業式や入学式での演奏、11月の大学祭での演奏会、依頼演奏などです。今年の6月3日

（日）は、お隣の伊田小学校の運動会で生徒さんが入場する際の音楽を担当させていただきました。 

 これからもこのような、地域に根ざし

た活動を行い、地域の方々に愛されるバ

ンドを目指していきたいと思っていま

す。たくさんの音楽を届けることができ

るように頑張っていきたいと思っている

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 まだまだ新メンバー募集中です！！興

味のある方は是非、見学に来てください

♪ 

 福岡県立大学吹奏楽団 

            部長 矢中 芳樹 

い つ で も 

遊 び に 来 て 

く だ さ い 。 

退職された甲斐先生と 
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 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、一昨年度より寄付金を募っております。（昨年

度は東日本大震災に関する募金を実施いたしましたの

で、同窓会活動への寄付は募っておりません） 

 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。 

同窓会年会費  １年分1,500円 

 （２年分3,000円一括納入可） 

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。 

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。 

 ブログ同窓会室日記では、同窓会室での学生さん

との出来事や、会員さんとのやりとりなど、今同窓

会で起こっていることを伝えています。ブログが定

着して3年目になりますが、今では、時々プレイモー

ビル（下のある日の日記にも出演しています！）が

登場して、賑やかな日記になっています。 

 しばらく更新がないぞ？という時もたまにありま

すが、ブログを読んでいただくことで、少しでも同

窓会室を身近に感じていただければと思っていま

す。日記の一番下には、皆さんがコメントを書き込

めるようになっていますので、ぜひ一度、ブログ同

窓会室日記を読んでくださいね！！ 
 
同窓会室日記 http://23312459.at.webry.info/ 
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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  

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/ 

 

 

 

 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！ 

 とき ： 平成25年8月25日(日) 

          又は4日(日)  

 ところ： 北九州市内  

 当番期 ： 保母養成所 １５期  

       社保短 ３・４期  

       県大 ６・７・１６・１７期 

       保健婦養成所 ５期  

       公衆衛生看護学校 １５期 

       県看 保助 ５期  

          看護 ５・１５・２５期  

                  保健  ５・１５期 

          助産 ９・１０期 

※詳細は次回会報25号にてお知らせいたします。 

※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。 

※秋興祭当日11月11日(日)に当番期による実行委員

会を開く予定にしています。 

 現在、会報編集は会員の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。寄稿者の氏名、卒業期は、名簿、原稿と擦り

あわせ、校正を繰り返し行っております。気づかれ

ました誤植、訂正箇所など、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。 

 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せ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、要望の中に

は、案件として、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とさせていただくも

のもあるかと思います。 

 会員一人ひとりのご意見、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。 

 会報に掲載する記事を募集しています。 

 

 例えば 

 ・最近読んだ本の紹介 

 ・身近にあった出来事 

 ・お友達が受賞された 

 ・お友達を偲ぶ文章 

 ・同期会の報告と案内 

 ・学生時代の一番の思い出 

 ・私の大学祭 

 ・お気に入りの場所 

 などなど 

 

 会報には会員の皆さまに寄せて頂く記事をなるべ

くたくさん掲載して、身近に感じていただきたいと

考えています。どんな小さな出来事でも構いません

ので、同窓会事務局まで記事をお寄せください。お

待ちしています。 

 【連絡先】 

 〒825-8585 

 福岡県田川市大字伊田4395 福岡県立大学内 

                3号館1階3108 

 福岡県立大学同窓会事務局 

  TEL 0947-42-2777（FAX共用） 


