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 同窓会は心の拠りどころ 
 

同窓会副会長 郡谷 忠士 

 

 昨年の8月、同期会が開催されま

した。卒業して18年、ようやく同

期生との再会に心が動く年頃に

なってきたのかと感じました。 

 福岡県立大学の一期生として卒

業し、そのまま同窓会の役員にな

り、県立大学卒業生の同窓会費の

納付率の低さに肩身の狭い日々を

過ごしてきました。しかし、やっ

と子育てなども一段落し、青春時代をともに過ごした

仲間たちと会える喜び、会いたいという気持ちを感じ

ることができる状態になってきたのだろうと思いま

す。 

 同級生も、会社でいえば中間管理職、自営であれば

親の代を引き継いだ経営者になるなど、多くの方が多

方面で大いに活躍されているという事実を知りまし

た。そういった時の流れの中で、私は、若くして職場

に入ってきた同窓生や仕事関係で知り合った同窓生を

見かけると、年代が違い、話が合わないだろう、と思

いながらも、ついつい声をかけてしまったりします。

温かい目で見守り、なぜか自然に応援している自分が

います。こういうことを思うとき、県立大学になる前

の短大、保母養成所、県立看護専門学校、県立公衆衛

生看護学校、県立保健婦養成所の先輩たちは、私たち

がまだ社会人として新人だったころ、新たな同窓生と

して受け入れ優しく見守っていてくれたのだろう、と

感じるのです。そして時に、先輩たちが、県立大学看

護学部同窓会との間にある、本来、物理的に断つこと

のできないはずの強い絆を断たれているかのような深

い悲しみを感じているのかもしれない、と寂しく思う

ことがあります。 

 県立大学の同窓会は同窓生すべてにとって、とても

大きく温かみのあるものであり、各々の青春時代を生

きた証の一つとなるものなのではないでしょうか。 

同窓会は、これから先も、現役学生を見守るもの、学

校を支援するもの、すべての同窓生の心の拠りどころ

であり続けるものと確信しています。 

 

★急性肝炎から退院し、ブログ始めました。 

お時間のある方はどうぞご覧ください。 

【肝炎治療のために始めたダイエット】で検索★ 
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 同窓会活動に思う                                       

           同窓会会長 川上 鉄夫 

 ひまわりが日に日に背を伸ばす

この頃、同窓会会員の皆様、いか

がお過ごしでしょうか。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。 

 筑豊や福岡地区の会員の皆様は

ご承知のことと思いますが、福岡

県立大学看護学部同窓会の活動に関しての記事が

2014年4月11日の毎日新聞、同12日の朝日新聞、同

17日の読売新聞に掲載されました。主な内容は

『2007年に看護学部同窓会が発足し、新入生から1

人1万円の会費を集めながら、総会や会報発行を1度

しかせず、同窓生から「運営や会計が不透明」と指

摘されている』といったものです。 

 2007年に同看護学部同窓会が発足し、以後県立大

学同窓会のあり方（一本化等）について機会あるご

とに協議の申し入れをしてきた状況下で、新聞記事

となり、本学同窓会の責任者として、非常に残念な

事態と受け止めております。 

 福岡県立大学の歴代の教職員・学生・同窓生の皆

様が培ってこられた様々な実績に、決してプラスに

ならないものでありその影響は予測できません。こ

れまでに同大学の発展・充実のためにご尽力いただ

きました多くの皆様のことを考えると、益々ことの

重大さを感じざるを得ません。県立大学同窓会と同

看護学部同窓会は別組織であるとして、簡単に整理

できるものではないと思っております。 

 今後できることとして、県立大学及び県立大学同

窓会の更なる充実・発展を目指し、努力をしなくて

はならないと再認識し、特に来年の県立大学同総会

は同大学が会場となります。今までにない多くの会

員皆様の参加を得て、充実した総会を目指したいと

思います。会員の皆様の参加を心からお願いいたし

ます。 

 最後になりますが、同看護学部同窓会の創設時の

関係者の皆さんが当時の県立大学同窓会のあり方を

批判され、理想的な同窓会を看護学部独自で作り上

げていくという精神と現実のギャップを関係者の皆

さんはどのように受け止め、今後の方向性を出され

るのでしょうか。大局的な見地からの見直し・改善

を期待いたします。 
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 今、思うこと                

 

          同窓会副会長 野口 久美子           

 

初夏の候、同窓会の皆様、お元

気でしょうか？ 

福岡県立大学同窓会にも高齢化

の波が押し寄せています。多くの

先輩達は、会議のたびに、現在の

同窓会のあり方に心を痛めていま

す。健全な同窓会としての運営に

あたるためには、同窓会の皆様の

願いは、一つ、看護学部同窓会との一体化です。こ

のたびの新聞報道では、同窓生の皆さんから、沢山

のご意見が寄せられました。何故、いびつな同窓会

の形態になったのでしょうか？誰がどのような責任

を負うのでしょうか？ここ数年、看護学部同窓会に

は、何度も話し合いの場をもっていただきたいとお

願いしてきましたが、なしのつぶてでした。後輩の

いない同窓会って何でしょうか？ 

そして今、同窓会として、看護学部同窓会との一

体化を目指して、機を逃さず、根気よく話し合いを

続け、先輩後輩を優しい糸で繋いでいけるよう、川

上会長とともに役員一同頑張ってまいります。今後

とも、ご支援ご協力を宜しくお願いいたします。 

皆様におかれましては、益々お元気に

日々楽しく四季の移り変わりに感動しな

がら、豊かな時間が過ごせますよう祈っ

ています。近いうちにお会いできますよ

うに。 

 

 

5月24日土曜日11時半より、学長室にて学長懇談会

が開かれました。平成24年4月に着任された柴田洋

三郎理事長兼学長と本同窓会 

四役、事務局2名が出席し、 

自己紹介や大学の近況、同窓 

会活動などについて情報交換、 

意見交換を行いました。 

6月15日日曜日13時より、県立大学附属研究所大セ

ミナー室にて同窓会幹事会が開催されました。 

            （参加者 ３３名） 

１、会長挨拶 

２、報告事項（大学近況・事務局近況及び連絡） 

３、議題 

（１）看護学部同窓会との関わりその後 

（２）第26回同窓会総会及び懇親会について 

（３）会員からの意見について 

（４）今後の活動 

 ・同窓会会報26号発行 

 ・総会当番期打ち合わせ 

（５）その他          15時55分閉会 

 

 会の進行がとてもスムーズで、活発な意見がたく

さん出されました。今年は午後からの開催となりま

したが、「午前中が慌ただしくなくて良い。」「お

弁当代の節約になって良い。」との意見を頂き、次

回の幹事会も午後からの開催を予定しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 夕顔日記その後 
                

         同窓会副会長 杉本 眞佐子 

 

同窓会会報前号で夕顔がひと

夜に38個も花開き中秋の名月に

映えて白絹のハンカチーフのよ

うだったことを綴った夕顔日記

前編を載せていただきました。

読んだ友が「いいねぇ」と電話

をくれたのに気を良くし、夕顔

日記後編を年賀状に付記しまし

た。後編では咲きに咲いたその夕顔が大豆と見紛う

程の大粒の種をつけ、「おいしそう」と言われたこ

と等を書き綴ったのですが、たった２芽から始まっ

た夕顔との出会いは年の始まりまで楽しませてくれ

ました。ネットで蒔き時を調べ書いてあったように

葉桜の頃に種を蒔きましたが、なかなか芽はでてき

ません。水を何度もかけ日向に置いたり日陰におい

たり、陰になり日向になり世話をするとはこのこ

と？じゃないかと思うほど手を尽くしましたが芽は

出ません。すでに店先には二葉からつるが伸びて隣

の夕顔と絡みつくほどの苗が売られていました。一

度は買わずに帰りましたが、芽を出す気配すらない

鉢にしびれを切らし二苗購入。植え付け、ネット張

りをしていると大鉢に捨てるように蒔いていた種か

ら芽が出ているのを発見。さすが光源氏が愛した夕

顔、競う相手がいるようです。 

先日の幹事会で、「祭りを支える県大生」と題し

て川渡り神幸祭で県大生が活躍する姿がプリントア

ウトされたのを見させていただきました。撮影した

のは県大写真サークル「写楽」の学生達。被写体と

なった学生達の神輿を担ぐ白装束の神々しい姿、リ

ヤカーを牽き地域に溶け込み活動している笑顔の素

敵な姿に毎年新聞のトップ記事を飾る田川の最大イ

ベントである川渡り神幸祭の確かな支えとなってい

ることがわかります。学部を越えて「県大生」とし

て活動した出来事を讃えあい、よき思い出として語

り合える同窓会。事務局の言う様に卒業しても支え

合い繋がりを紡いでいく。学部を越えて同じ同窓生

として活動できる同窓会となる日が近いことを願っ

ています。 
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その後、貸切バスにて別府へ移動。 

19時から「杉の井ホテル 懇親会会場」にて「～

恩師を囲んで～ 1期・2期合同懇親会」を行った。 

先生方の社保短後の状況や近況など「先生方のプロ

フィール」（全参加者に配布）に基づくお話の後、各

期各科毎に自己紹介や近況報告などを行い、時間が足

りないくらい盛り上がった。（写真2） 

まさに、40数年間の時間の経過が一瞬にしてタイム

スリップ、全員が紅顔の美少年（？）と美少女に戻っ

た訳だ。その後、場所をホテル内のカラオケルームに

移し2次会を行ったが、懐かしさからか多くの参加者

が不良老人と化し、夜更けまで騒ぎ、おおいに楽しん

だ。また、この2次会にも先生方が揃って加わって頂

けたのは、大変嬉しいことでした。 

2日目・10月21日（月）は、朝食を揃ってとった

後、ホテルの玄関前で記念撮影。（写真3） 

その後「地獄巡り」・「うみたまご」等を見学、昼

食に大分名物「だご汁定食」を皆でとり、船曳先生と

はここでお別れ。 

小倉駅を経由し、田川の「石炭記念公園」に到着し

たときは既に午後6時を回っていた。お疲れ様でし

た。 

お付き合い頂いた四人の先生方、同期の皆さん、有

難うございました。 

そしてこの会合の準備に関わって頂いた多くの皆さ

ん、特に参加は出来なかったが打ち合わせ会等にご出

席頂きご協力いただいた皆様、またアドバイザーとし

て最初から最後まで手弁当でご参加・ご指導いただい

た清田勝彦先生・俵国昭先生に心から、深く感謝申し

上げます。 

～恩師を囲んで旧友とひと時を～ 

「社保短 1期・2期合同懇親会」報告 
 

      社保短1期 幹事長代行 藤崎 由洋 

 

卒業から43、44年を経て、初めての宿泊を伴った

「恩師を囲んでの懇親会」を勝手連の幹事長（1期・

真鍋博太郎氏 2期・大森ちづる氏）を中心に2013年

10月20日（日）、21日（月）の2日間（1泊2日）にわ

たり、田川市を集合・解散場所とし、懇親会は別府に

て、4名の懐かしい恩師 

・平田順治先生（社保短当時 福祉科教授 社会学    

 福岡市博多区在住） 

・船曳宏保先生（社保短当時 福祉科助教授後教授    

 社会福祉方法論 大阪府堺市在住） 

・俵国昭先生（社保短当時 保育科助手 美術 

 春日市在住） 

・清田勝彦先生（社保短当時 山本先生 福祉科助手  

  社会調査等 後県立大教授 八女郡広川町在住） 

           にご参加を頂き実施した。 

 

開催案内は1期・2期の全卒業生を対象（対象者総数

178名）として行ったが、住所不明や返信の無い方な

どが半数近くを占め連絡の難しさを痛感。結局、参加

してくれたのは1期生が11名、2期生が14名、特別参加

の3期生が4名、それに平田順治先生・船曳宏保先生

（ご夫妻）・俵国昭先生（ご夫妻）・清田勝彦先生の

6名を加えた総勢35名であった。 

少々残念な向きもあるが、参加出来なかった方々か

らも、「大変懐かしい。今回は無理だが機会があれ

ば」「行けないが、皆によろしく。」「社保短と聞く

だけで懐かしい。参加したいけど、今回は残念」と

いった多くの声をいただき、励みとなった。 

1日目・10月20日（日）は、田川市の「石炭記念公

園」に集合「山本作兵衛」を鑑賞。 

また懐かしい英彦山「俸幣殿」にもスロープカーを

使って参拝。昼食は「あをぎり」（料亭）にて、「平

田順治先生を囲んでの昼食会」として実施。平田先生

はご都合により田川のみの出席であったため。（写真

1） 

福岡県立大学同窓会会報 

写真1 

写真2 

写真3 
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✿社保短 保育科11期クラス会✿ 

               

     社保短保育科11期 田中 陽子（上本） 

 

2年ぶりのクラス会は、25年11月9日（土）～10日

（日）に青春の地 田川で開かれました。 

赤村 源じいの森でゆったり温泉につかり、夜はお

しゃべり…仕事・子どもの結婚・親の介護の話も出ま

したが、盛り上がったのは自分自身の美容と健康！感

情のコントロール法や体の歪みを整える体操など浴衣

姿での実演となりました。 

2日目は、秋興祭へ。卒業後 初めて訪れる人もい

て、すっかり様変わりした母校に驚きの声！学生時代

には一番新しかった附属幼稚園々舎が、今では一番古

くなっていることに、35年の月日を感じました。 

同窓会ブースで、会報に案内のあったチケットを受

け取り、模擬店でチュロスを買いました。集合写真を

撮ろうとしていると、「シャッター押しましょう

か？」と声をかけてくれた県大生 ありがとう！ か

わいい後輩との会話もうれしいひとときでした。 

ランチは、紅葉を求めて英彦山中腹のレストラン

へ。前夜の雨と風のせいか、山道には落ち葉が積も

り、絶景がかすんで見えなかったのは残念でした。 

帰りは、大任町道の駅で話題の1億円トイレと名物

のしじみソフトやボタ山ソフトを楽しんで、解散とな

りました。 

今回の参加者は9名。次回はもっとたくさんの同級

生に会えることを楽しみに、これからも心身ともに元

気に歳を重ねていきましょうね！！    

檜垣先生ご夫妻と懇親会開催 

 
   社保短社会福祉科3期 肘井 政厚 

 
 平成25年11月8日に、檜垣先生ご夫妻と社会保育短

大3・4期生を中心に懇親会を福岡市天神にある「海

幸」で開催しました。当日は11名の卒業生が参加

し、80歳を超えられた先生のご健康をお祝いすると

ともに、久しぶりに逢う卒業生の親睦を深めること

ができました。 

 学生時代に短大の集会所でコンパをしていると短

大そばの官舎に住まわれていた先生が酒瓶を持って

来られて一緒に飲み明かしたことや冬の寒い日に座

禅を組んだことなど、たくさんの思い出話に花を咲

かせることができました。 

 また、「海幸」近くのカラオケ店に席を替えて更

に親睦を深めました。 

 名残はつきませんでしたが近いうちの再会を約束

して家路につきました。 
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養成4期  糸 静子（山本） 

 

地域福祉財団に、名前が登録してあり、私は主に

子ども問題を中心に講演しますので、そのことをお

知らせしたく思いました。その他、地域の公民館で

ストレッチ体操教室を週に１回行っています。毎週

15人くらい参加されます。主人は認知症ですが手

伝ってくれます。認知症が軽くなりました。地域福

祉財団に、森山沾一先生や古橋先生も登録されてい

ます。 

社会福祉科5期  鬼木 八重子（村田）  

  

 私は昨年3月末に定年退職し、今は主婦していま

す。趣味や旅行、孫のもりなど、楽しく過していま

す。又、短大の寮の仲間5、6人と毎年1回旅行して

います。昨年は、宮崎へ、伊勢海老の解禁をまって

行ってきました。伊勢海老はもちろん、宮崎牛もと

ても美味しかったです。今年は、秋の京都も良いか

なと思案中です。そして、来年は総会当番期なの

で、たくさん同期に呼びかけて、みんなと会えるの

を楽しみにしています。      

社会福祉科23期  鶴川 真紀(外輪)  

  

 私の長男は発達障害があり、小学校低学年の頃

は多動が激しく、体育祭等の行事があるたびに、

先生が後を追いかけることが多かったため、一部

の保護者から心無い陰口を叩かれ、つらい時期が

ありました。その長男も今年の春に高校を卒業

し、現在は障がい者支援施設で指導員として働い

ています。ある日、長男が「今日は利用者さんで

多動の人がいて、落ち着かせるのに大変やっ

た。」と話してくれた時に、今まで周りの人に迷

惑をかけてきたけれど、今は人のお世話が出来る

ようになったのだなと思うと胸が熱くなりまし

た。時々、失敗することもあるようですが、真面

目に仕事に取り組む姿は先輩方から評価していた

だいているようなので、今の姿勢をずっと維持し

てほしいなと思っています。 

そして、今までお世話になったたくさんの方々に

「ありがとう！」と伝えたいです。   

         養成12期  郡司嶋 敏子 

保母養成所12期の同窓会を下記の様に行いま

す。 

皆さん、お誘い合わせの上、ご出席下さい。 

   

 平成26年8月17日(日) 11：30～16：00 

  ＦＵＣＣＩ(フッチ)バイキングにて 
         (福岡市博多区中洲) 

   

 ★養成12期の方には、詳しいご案内を同封して 

 おりますので、そちらをご覧ください。  

        県看看護婦科5期 小寺 一恵 

 

 皆さん こんにちは。お変わりなくお過ごし

でしょうか。 

 昨年の同窓会総会では県看５回生は、6名の出

席がありました。これを契機に、皆々様と共に

同期会を8月に予定しています。 

 現在、世話人の井本邦子さんと神谷明美（旧

姓、豊福）さんから連絡等を取っているところ

です。近々詳細の案内を送りますので、出席の

程、よろしくお願いします。 

保健婦養成所 

  8期 山口 紀美子 → 牧野 英子 

 

県看 保健婦助産婦科 

  1期 上村 マサ子 → 竹下 節子 

 

 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下さいますようお願い致しま

す。 

        ★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。 

名簿情報につきましては、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。 
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保育科23期  小林 由美子（清留） 

 

今年3月、小松啓子先生が

退職されました。私は、小

松ホームだったので入学以

来ずっとお世話になった先

生でした。私が学生の頃の

小松先生は、本当に怖くて

(今はとっても優しい♡)、そ

う簡単にはおしゃべり出来

ない存在でしたが、卒業し

てからもたまに遊びに行っていたので、結婚式に

も出席して下さり、妊婦の時も子育て中もアドバ

イスして下さり、怖かったイメージは消えません

が(笑)、冗談も言えるくらい沢山お話させていた

だきました。同じスーツは見たことがないくら

い、いつもビシッと着こなして、学内を颯爽と歩

いている先生は、本当に素敵でした。今年3月、

振袖姿の写真を見て頂き、「素敵なお嬢さんに

なったね。」と言っていただいた娘も、4月から

幼稚園の先生になり、笑顔だけは忘れずに頑張っ

ています。今度は、孫の相談をさせていただこう

と今から楽しみです。先生もまだまだ忙しい日々

を送られていると思いますが、同期の子たちにも

声をかけ、先生のご自宅にお邪魔して、語り明か

したいと思っています。今年3月の県大卒業式で

の写真(右上)は、本当にいい記念にな

りました。 

人間形成学科19期  佐野 由佳 

  

 こんにちは。3月、人間形成学科を卒業しまし

た。私は北九州市の折尾保育所で1歳児12人の担

任をさせて頂いてます。GWの初日に、扁桃腺腫

れから40度の高熱で倒れ、2週間ほど声が全く出

ない状況が続きました。とても辛かったです

が、現場の先生方が心配してカバーしてくださ

り、何とか元気になりました。今は子どもに負

けないくらい毎日奮闘して頑張っています！ 

 同じ職場の岩田先生（社保短卒）は、とても

明るく面白くて、子どもたちに大人気の先生

で、すごく憧れます。休憩時間が岩田先生と重

なると本当に楽しいです。優しい大先輩に出会

えて良かったです。他にも県大出身の先生が2人

もいらっしゃってとても心強いです。 

 現場はベテランの先生ばかりで、毎日失敗を

して自分の未熟さに落ち込みますが、子どもた

ちの笑顔を見ていたら負けていられません。ま

だ保育士スタートしたばかりなので、地道に頑

張りたいと思います！６月は保育参観があっ

て、私が前に立って進めていくことになりまし

た。緊張しますが、笑顔で楽しめたらなと思い

ます。  

 一緒に県大を卒業した同期の友だちともLINE

でよくやりとりをしますが、それぞれの園で頑

張っているようです。 

 時間を見つけて、また県大の同窓会室に遊び

に行きますね♪ 

  

看護婦科5期  小寺 一恵（豊村） 

 

 2年前、長年務めた病院を退職しました。退職

後の感想は、毎日帰宅時間が遅い生活に終止符

を打ち、家族揃って頂ける食事にこんな幸せな

時間があったのかと感激しました。また、毎日

のゆったり時間を好きな趣味に使い充実した生

活を送っていました。そんな中、近所の保育園

で看護師募集の話が舞い込んできました。もち

ろん非常勤ですが60の手習いと慣れない環境に

身を置いて早1年が過ぎました。新しい世界で

キャリアを生かし、保育はもちろん保健指導を

行っています。0歳児からの保育園児を対象とし

た指導は手探り状態ですが、指導のストーリか

ら物造りなど達成感を感じ現在も奮闘中です。 

 人生何事も遅いことは無い！今がその時期と

言い聞かせ、未来を担う保育園児からパワーを

頂き今日も元気で我が家と保育園を徒歩で通っ

ています。 

社会福祉学科2期  永井 尚子（原口） 

  

 ワールドカップ2014の日本の戦いも終わり、

気が抜けた状態の私… 4年間楽しみに待ってい

ただけに、結果はとっても残念でした。朝早く

から起きて、子どもときゃーきゃー言うのが、

ストレス発散にもってこいだったのに‥‥。ま

た4年後に期待して、サムライブルーを応援して

いきます。  

 私自身のことになると、再就職して1年半にな

り、だいぶ体も仕事にも慣れてきましたが、落

ち込むことも数々で…。ただ子どもの手前、弱

音は吐いてられないなと、頑張っています。毎

日が仕事と子どものサッカーの送迎で、目まぐ

るしく過ぎていきますが、これからも

楽しんでいきま～す♪ 
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福岡県立大学オープン

キャンパスが 

8月9日（土） 

11月8日（土） 

に開催されます。  

♪予約不要♪ 

♪入退場自由♪ 

 
詳しくは福岡県立大学

ホームページをご覧く

ださい。 

 田川市には、福岡県の五大祭りの１つがあります。毎年

5月に開催される「風治八幡宮川渡り神幸祭」で、約450年

続く勇壮な祭りです。 

お立ちの獅子舞いの後、参道をくだり万来の拍手で迎え

られた大神輿は、11基の山笠と合流し川へと向かいます。

大神輿を先頭に緋色の鮮やかな幟山笠(のぼりやまがさ) 

が彦山川を渡り、川の中で男衆が山笠を揺すり気勢をあ

げ、水を掛け合うシーンは祭のクライマックスです。 

この祭りを気持ちよく楽しんでもらおうと15年前に

「まつりＩＮ田川実行委員会」が結成され、民間/役所/学

校が一緒になって活動し、社保短13期生の私も実行委員と

してカレンダー部会で写真班と写真コンテストを担当して

います。広報、無料シャトルバス運行、駐車場整備、トイ

レ設置、ゴミ収集、カレンダー販売など多岐に渡る活動で

すが、福岡県立大学生も実行委員として活躍しています。

司会、総合受付、駐車場案内、神輿の担ぎ手、リヤカー部

隊(各山笠の後方支援)など。二日間で200人を超える学生

が地域を盛り上げ、祭りを支えています。今回の会報26号

11ページに掲載されているサークル「写楽」も、写真コン

テストの一員として頑張っていますよ。 

来年の祭りは５月16日、17日に開催されます。後輩の生

き生きとした姿を見に田川へ来てみんね。元気がもらえる

バイ。  

   

  【社保短保育科13期  大瀬 瑞穂(高辻)】 

「平成26年度版 川渡り神幸祭ガイドブック」みこしをかつぐ会40周年記念特集号  

 田川っ子になったつもりで川渡り神幸祭 （風治八幡宮みこしをかつぐ会発行） 

 

「川渡り神幸祭 

  写真コンテスト」 

 

約450年続く福岡県の五

大祭りの一つ、川渡り

神幸祭の姿を写真とい

う形で後世に伝えたい

と願い、毎年写真コン

テストが開催されてい

ます。毎日新聞社の方

から本同窓会に作品募

集の呼びかけがありま

した。今年は締切が過

ぎましたが、来年も開

催される予定です。 

ぜひ作品を応募してみ

ませんか？ 

リヤカー部隊でがんばる 

女子大学生 

祭りの様子 
みこしの装束で気合を 

入れる男子大学生 

美味しい差し入れに 

お腹もいっぱい 

司会進行の

女子大学生 
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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。 

 

鈴木 弘子（井手） 保母養成所10期 

  Ｈ２４．４．１３  

   

松本 涼子（石動丸） 社保短12期社会福祉科 

  Ｈ２５．４．２８ 

  

松浦 尚子（大月） 社保短7期社会福祉科 

  Ｈ２５．５．３１ 

  

和田 良子（中村） 保母養成所4期 

  Ｈ２５．１１．２０ 

 

高畠 砂織（的場） 県大1期社会福祉科 

  Ｈ２６．１ 

 

上里 智沙子（井上） 保母養成所8期 

  Ｈ２６．５．２４ 

福岡県立保母養成所      (敬称略)   

2期  佐山 幸子 

3期  川村 正子 

4期  会田 シズ子 

6期  田口 クエ 

8期  松田 スマ子 

9期  塩見 恵子 

12期  鈴木 和代 

12期  多久島 広子 

13期  寺﨑 和子 

福岡県社会保育短期大学  

社会福祉科6期   大庭 公子 

社会福祉科8期   神代 和子 

社会福祉科12期  秋田 香織 

社会福祉科15期  平重 弘美 

福岡県立保健婦養成所 

10期 石橋 照子 

福岡県立公衆衛生看護学校  

11期 香月 泰子 

11期 寺澤 美和子 

福岡県立看護専門学校  

保助1期 上村 マサ子 

保助5期 木屋 恵子 

保助7期 池田 律子 

保助8期 匿名希望 

看護4期 石橋 久美子 

助産10期 山崎 雅子 

福岡県立大学  

福祉学科2期 永井 尚子 

人間形成学科17期 山田 奈央 

  

平成25年10月16日～平成26年6月30日現在 

         24名 102,430円   

 

会報25号掲載分 

           135名 435,750円 

 

総額 538,180円 
ありがとうございました。 

 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。昨年、総会案内時に年会費納入

願いを同封し、同窓会活動への寄付をお願いしま

したところ、下記の方々より寄付金が寄せられて

おります。会報25号に引き続き、昨年10月16日以

降分の寄付者を掲載するとともに、心よりお礼申

し上げます。寄せられました寄付金はこれからの

同窓会活動に有効に活用させていただきます。   

  

 

 

 

県大大学院生涯発達専攻8期 

 日高 幹子（國枝） 

 

県大人間形成学科13期 

 土橋 美代子（岳尾） 

平成26年5月24日 上里智沙子（旧井上）さんが生

涯を終えられ旅立たれました。博多駅すぐ近くにあ

る三階建ての竪柏保育園。経営者として園長として

名実共に保育に勤めてこられました。8期生の同期の

場として宿泊させてもらったり、手づくりの朝食を

いただいたりと大変お世話になりました。ありがと

うございました。心からご冥福をお祈り申し上げま

す。 

      保母養成所 8期生 広瀬 須代子 
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元人間社会学部助手 

      岡村 真理子 

 

卒業生の皆さん、こんにちは。お

元気でご活躍のことと思います。 

さて、私は平成26年3月31日をも

ちまして、一身上の都合により退職いたしました。平

成5年7月の着任から20年。走り続けてきた日々を、よ

うやく振り返る時間が持つことができております。着

任当初は20歳代でしたので、学生の皆さんと年齢が近

い存在として関わらせていただきました。特に卒論を

とおして、研究の計画、調査や実験、データ分析な

ど、皆さんとともに試行錯誤した時間が昨日のことの

ように思い出されます。当時はパソコンの機能も今ほ

ど発達しておりませんでしたので、学生の皆さんは卒

論を仕上げるまでに多くの時間を費やしていました。

学内LANの設備が整い、携帯電話が普及し、今では学

生さんのほぼ全員が何らかの携帯端末を持つようにな

り、学びのあり方が様変わりしてきたことを実感して

おります。平成13年度からは、食育の実践活動とし

て、伊田幼稚園の子どもたちと学生の皆さんとともに

ちびっこ農園活動を行ってまいりました。その伊田幼

稚園は平成25年度で閉園し、平成26年度からは田川市

立幼稚園となり、ちびっこ農園活動は終了しました。

平成25年度のちびっこ農園活動終了の際、毎年、年長

さんが年少さんに種送りを行ってきた「もちきび」の

種が、栄養学研究室に戻ってまいりました。その「も

ちきび」は、現在、我が家の畑で元気に育っておりま

す。 

退職後は家業の農業を手伝いながら、食の原点を

学ばせていただいております。農業は気温や天候に左

右されるため、自然を感じる力の必要性を実感してい

ます。今後は、福岡県立大学での経験と農業を融合さ

せ、食育の取り組みに活かせるよう精進してまいりた

いと考えております。 

最後になりましたが、皆さま方のご健康と

ご活躍を祈念申し上げます。 

<退職された先生> 平成26年3月31日退任 

 茂木 豊（人間社会学部教授） 

 久永 明（人間社会学部教授） 

 古橋 啓介（人間社会学部教授） 

 小松 啓子（人間社会学部教授） 

 光本 伸江（人間社会学部准教授） 

 岡村 真理子（人間社会学部助手） 

 アドラーコリンズ ジカン（看護学部准教授） 

 山崎 律子（看護学部准教授） 

 三並 めぐる（看護学部講師） 

 八尋 陽子（看護学部講師） 

 柏原 やすみ（看護学部助手） 

 野見山 美和（看護学部助手） 

 第22回秋興祭が平成25年

11月9日・10日に行われまし

た。昨年の売上は50,893円

で、見事、目標達成しまし

た。同窓会ブースへお立ち寄

りくださった同窓会会員の皆

様、ありがとうございました。       

 

同窓会ブースではデコスィーツ

（お菓子の形をしたストラップ

やマグネット） 

講座も行いまし

た。 

 
 素敵なデコスィーツが完成しました♪ 

 

今年も同窓会会員の皆様（在学生は除く）へ秋興祭

チケット（500円分）をプレゼントします。同窓会

ブースにて会報封筒宛名部分と引き換えにチケット

を先着１日50名にプレゼントいたします。プレゼン

トチケットは学生主催の模擬店で使えます。２日間

限り有効です。現金との引き換えはいたしません。

ぜひ、県大秋興祭へお越しください。同窓会ブース

でお待ちしています。 

○同窓会ブースでは、フリーマーケットや写真展示

を行っています。 

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。 

○同窓会ブースで販売したい物品等ありましたら、

事務局へご相談ください。 

      飲食物はご遠慮ください。 

事務局（問い合わせ・フリーマーケット用品受付）  

 〒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  

  昨年の様子です 

福岡県立大学同窓会の上り旗が

出来ました！ 

秋興祭はもちろん、入学式、卒

業式、幹事会等に大活躍してい

ます。 
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こんにちは、写真サークルの「写楽」です。 

私たち写楽は、テーマ等を決めて写真撮影を行って

います。４回生が抜けてからは２回生だけとなり、

５人の小規模サークルになりました。 

去年は春に長崎の繁華街へと写真を取りに行きまし

た。新入生だった２回生も交えてのはじめての活動

でしたが、カメラの操作や写真の魅せ方、物の配置

など写真に関することを確認する良い機会となりま

した。 

今年は福岡市で開催された「アートアクアリウム

展」の写真を各々の魅せ方で写真を撮りました。 

また、他にも田川市内や学内でも撮影会を開き、学

園祭でも展示を行いました。 

ただ撮るだけではなく、部員同士で感想を述べあっ

たり、サークル外の方々にアドバイスを貰ったりし

て写真撮影の技術向上を目指しています。 

５人という少ない人数であるため、感想の幅は狭い

もののフットワークが軽いので、今年はイベントな

どに定期的に参加して撮影技術を磨くことを目標に

活動していきたいと思っております。 

 第23回秋興祭実行委員会  

 実行委員長   久森 彩 
 (人間社会学部人間形成学科3年)    

 

今年度の福岡県立大学秋興祭のテーマは、 

    「奏 ～記憶に残るファンファーレ～」 

に決定しました。秋興祭は11月8・9日を持ちまして、23回目

を迎えます。テーマにおいて、ごく短い華やかな楽曲という

意味を持つ「ファンファーレ」を二日間の秋興祭に見立てま

した。本大学の学生と秋興祭を支えて下さる皆様、来場して

下さるお客様と共に奏でたい、またこのファンファーレが皆 

様の記憶に残ることを願ってこのようなテーマにしました。「奏」という字は音を奏でるという意味だけでな

く、「まとまる」「意見を揃える」「結果を得る」という意味も持っています。この一文字を胸に、私たち実行

委員も一丸となり秋興祭が大成功に終わるよう努力していく所存です。今年の秋興祭も盛り上がること間違いな

しです！多くの方のご来場を心よりお待ちしております（＾－＾）♡ 

川渡り神幸祭でも活躍しています。 

 
平成27年度、田川市で行われます！！ 

詳細は次回総会案内(来年7月)にてお知らせいた

します。 

講師をお招きして、講演会を行う予定です。講

師の方で「この方のお話が聞きたい！」「この

方のお話がよかった！」等ありましたら、事務

局までお知らせください。当番期による実行委

員会で検討し、決定したいと思います。 

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。 

 
後日、実行委員会を開催予定です。当番期の皆さん

よろしくお願いいたします。 

 

 

総会当番期 
  福岡県立保母養成所：1・2期 

  福岡県社会保育短期大学：5・6期 

  福岡県立大学：8・9・18・19期 

  福岡県立保健婦養成所：6期 

  福岡県立公衆衛生看護学校：16期 

  福岡県立看護専門学校：保助6期 

             看護6・16・26期 

             保健6・16期 

             助産11・12期 



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/ 

いつも使用済み切手、書き損じはがきを同窓会

事務局へお寄せいただき本当にありがとうござ

います。寄せられた使用済み切手や書き損じは

がきは、定期的に、 

  ★盲老人ホーム聖明園 

  ★FM福岡モーニングジャム 

に送らせていただいております。 

これからも長く続けていきたいと

思っておりますので、皆様のご協力 

よろしくお願いいたします。 

 ★使用済み切手、書き損じはがきを！ 

 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。 

 また、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。 

 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 

あなたの空いている時間を 

      同窓会活動に貸してください。  

  

 勤務地 福岡県立大学同窓会室（田川市） 

 勤務時間 土日を除く週１～２回一回４時間程度 

 仕事内容 

 ・同窓会に関わる事務一般 

 ・同窓会会報編集等 

 ・同窓会会員個人情報管理 

 ワード、エクセルの入力可能な方、 

 在学生と社会福祉、看護等について話をしてみた 

 いと思われる方 

 田川市またはその周辺で県立大学同窓会室に通勤 

 可能な方 

 交通費実費支給 

 

 ○詳細については同窓会事務局へお問い合わせく 

  ださい。 

 【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） 
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 本同窓会では会費の減免を平成24年4月1日から施

行しております。 

  

★シニア：75歳以上（4月1日現在75歳以上）の方。 

★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。 

★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。 

 

★会費一人につき減額500円、減額後の会費は年額

1,000円となっております。 

  

【申請手続きについて】 
同窓会事務局までご連絡ください。 

減免の申請は毎年7月末日までとなっており、それ以

降の申請の場合は、翌年度からとなります。 


