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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 12,655 名 FPUAA 

平成29年(2017)3月17日に260名の卒業生が同窓会の仲間に入りました 

平成29年(2017)8月27日に第27回総会が開催されました 
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福岡県立大学同窓会会長に就任して 
                 

会長  野口久美子 

（看護専門学校保助科2期） 

朝夕は、めっきり秋の気配を感

じる今日この頃です。 

同窓会会員の皆様におかれまし

ては、益々ご清祥のこととお喜

び申し上げます。平成29年8月27

日に、第27回総会が福岡市内の八

仙閣で開催され、133人もの皆さんに参加して頂き

ありがとうございました。今までにない大盛況で会

場一杯の熱気にあふれていました。今回は、看護学

部と県立大学同窓会が一本化して初めての総会とな

りました。会員皆さんの念願でもあり、同窓会の歴

史的な幕開けになりました。会場には県立大学の学

生さんがボランティアとして総会の運営にあたって

頂き、若いエネルギーを感じた一日でもありまし

た。看護学部の学生さんからオレンジリボン運動の

紹介もあり、母子保健の分野で虐待に対し取り組む

姿に看護の道を歩く者の情熱を感じました。特別講

演としてメイミさんより「笑って長生き」という

テーマで介護の現場で体験した実話をもとに、多く

のエピソードが紹介され、思わず「うーん、うー

ん」と頷いて、まさに超高齢社会の行く末を思い知

らされました。びっくりするような早着替えやチョ

コレートが飛び出してくる手品やレクレーションに

隣の席の人と顔を見つめて大笑いする場面も沢山あ

りました。久しぶりに腹を抱えて笑って過ごすこと

ができました。忙しさにかまけて一日一時間も笑っ

ているのかと、自分の生活を振り返る時間になりま

した。 

総会では、活発な意見交換があり、今後の同窓会活

動のあり方や同窓会館の方向性についてもご意見を

頂きましたので新執行部でしっかりと受け止め、幹

事会等で議論し、会報やホームページで経過報告し

ながら、少しずつ歩みを進めていければと考えてい

ます。会費の納入率が年々下がっていることへの取

り組みも今後あらゆる対策を展開しながら会費納入

率の向上に努めよと宿題も頂きました。沢山の課題

を頂き、未熟な私が会長として務まるのか不安一杯

ですが、会員の皆さんを信じて頑張っていこうと思

います。川上前会長同様に宜しくお願いします。川

上前会長が築かれた足跡を大切にしながら一つ一つ

前向きに取り組んでまいります。 

大所帯となった同窓会活動をスムーズに運営するた

めに、今後事務局体制の強化も図りたいと思いま

す。情報発信の場としてホームページもリニューア

ルしていますので、是非アクセスしてご意見をお寄

せ下さい。同窓会の機能を最大限にいかしながら、

卒業生と在校生をつなぐネットワークも築いていけ

るよう活動の工夫も必要だろうと思います。同窓会

に対する会員の皆様の一人一人の思いを大切にしな

がら事務局と四役と知恵を絞ってまいります。田川

の地で県立大学が大いに発展し、保健福祉医療に携

わる専門職が輝いて夢に向かって取り組んでいける

環境づくりに、同窓会として大いに支援の輪を広げ

ていきたいと思います。 

ヨチヨチ歩きで頼りない会長ですが、今後ともご指

導ご鞭撻を宜しくお願いします。 

今年7月の北部九州を襲った豪雨で被災された皆様

に心よりお見舞い申し上げます。思うように進まな

い復興への支援に対して、労力を惜しまず関わって

くださっているボランティアの皆さんへ心より敬意

を表します。同窓会でも会員の皆さんから寄せられ

たご意見を基に、今年度一杯を期限として募金を

募っていますので併せてご協力をお願いいたしま

す。お願いばかりで大変恐縮ですが、会長就任の挨

拶に代えさせて頂きます。 

副会長  杉本眞佐子 

（保母養成所15期）  

秋桜が風に揺れ、過ごしやすい

季節を迎えましたね。同窓会会

員の皆様いかがお過ごしでしょ

うか。 

8月に開催された同窓会総会には

多くの方の出席があり、議題に

対して熱心な審議がなされ、よい

総会となりました。お疲れ様でした。福岡市内での

開催は6年ぶりで、福岡市の西の外れの松林の中に

学び舎があった私達には様々な想いのある街での総

会でした。路面電車がまだあり、沿線には様々な大

学があり、短パンに手にはラッケットの定番テニス

スタイルで信号を待つ姿が景色となる街でした。同

窓会となるとこの通学路風景が浮かんできます。授

業は講義時間が長かったことしか浮かんできません

が。 

その学び舎は、15期を最後に田川市で社会保育短期

大学となり、私達15期生は「福岡県社会保育短期大

学附設保母養成所」として卒業になりました。半世

紀も前のことです。 

県立大学となった今は看護学部もでき同窓会の繋が

りも大きく広がりました。この年齢になっても先輩

の方々との繋がりには心癒されます。私たちもその

ような存在でありたいと願っています。 

「繋がりを紡いでいく」同窓会。同窓会からの便り

は「この私にも学生時代があった」ことを思い出さ

せてくれます。 

 

夕顔日記顛末記 
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いいなと思います。 

いろんな人と出会い、いろんな経験をし、いろんな

ことが起こるから面白い。もしかしたらその人の人

生が変わる、そんな出会いの場が同窓会にあればと

思っています。 

今が私の人生の折り返しの地点です。今までいただ

いた真心やご厚意。これからはそれを返していくこ

とが仕事です。こどもたちに、職員に、同窓生に、

友人に、そして私の家族に。 

 

 

時間の大切さ 
 

副会長  郡谷 忠士 

（県立大社会福祉科1期） 

身近な人が亡くなると、いつも考

えさせられます。しばらくの間、

人の死と直面しないでいると、時

間の大切さ、命の大切さ、人様へ

の感謝の気持ちを忘れてしまいます。 

生き物であれば、いつの日か命は途絶えるものなの

ですが、せめて、幸せだった日々を思い出して、想

い出に浸る時間が欲しい。なんて、のんきなことを

言っていては、結局何もできないままとなってしま

います。時間は、あえて作らないといけないので

す。 

もう50歳が近づいて来ている私は、全く思い出に浸

る時間など作ってないのです。大先輩たちがたくさ

んいらっしゃいますが、皆さんはいかがですか？想

い出に浸る余裕はございますか。 

結婚し、子どもたちが産まれ、育ち、中学生にな

り、気がつけば、もう高校生。たくさん録画した子

どもたちのビデオなど、すでに再生する機械が壊れ

ていたりします。 

今になって「そうか、ビデオは撮ってること自体が

楽しかったんだ。」と分かってきました。 

以前も、愛犬が亡くなったあと、大量にビデオテー

プがあるのはわかってはいるものの、実際に見るの

が忍びなく、結局、見る勇気が出ずに見られないま

まだったりします。 

想い出は機械的に記録するものではなくて、時間は

過ぎさってしまっても、「そういえば、こんなこと

があったなあ」というように、ふと思いだすこと。

そもそも、その時の一瞬一瞬がそれ自体なんだと。 

時間はなにごとにも代えがたい貴重なものです。特

に、仕事時間など自分では自由にならない時間は、

何がマストなのか、何を優先するのかを意識しなが

ら、効率良く過ごすしかないのです。 

時間は待つと長く、なにかに没頭すると、直ぐに過

ぎてしまいます。限られた時間、今出来ること、今

すべきことを考える余裕と時間を持ち、後悔のない

人生を送りたいものです。 

一粒のこぼれ種から芽を出した今年の夕顔。「花よ

り団子」で植えられたミニトマトの陰で、蔓が伸び

ているのさえ気がつかなかった。植えてもらえなけ

れば、自ら芽を出す。儚げながらしたたか。ミニト

マトのもらい水で花芽をつけ、主役のミニトマトの

退き際を察し、一輪、二輪と花開かせてきた。夕暮

れに爽やかな香りとともに現われ朝陽とともに姿を

隠す優雅さ。さすが光源氏が愛した夕顔、月明かり

に映る絹布色の大輪の花姿は、月を愛でる秋の夜長

によく似あう。 
 

同窓会会員の皆様、またお会いしましょう。ご健勝

を祈っています。 

 

副会長  村島京子 

(社会保育短期大学保育科11期)  

同窓会の皆様、この度副会長を務

めますようになりました村島京子

です。私の還暦という節目の年に

このような大役をさせて頂けるこ

とを光栄に思っております。宜し

くお願い致します。 

私事ではありますが、35年間、直方

市の公立保育園に勤務し、その後民営化に伴い早期

退職、そのまま民間に園長として2年間雇用されま

した。そして、飯塚市より公立こども園の民営化を

受け、今年4月より社会福祉法人三和会 幼保連携型

認定こども園 幸袋こども園を開園し運営しており

ます。開園にあたり、保育教諭の募集から始めまし

たが、中学の同窓生、高校の同窓生、そして社保短

同窓生の方々のおかげで、あっという間に集まって

頂き、人に感謝、出会いに感謝、縁に感謝するばか

りでした。約40年間保育の道を歩み、今改めて、保

育の原点を見つめています。 

こども園は、親の就労時間や就労などにかかわら

ず、その地域のこども全てが利用できます。幼稚園

児も保育園児も皆一緒に保育・教育を受けることが

できるのです。お昼で帰る子、こども園が閉まる時

間ギリギリに保護者が走って来る子など、いろんな

生活状況のこどもたち。そして近年増している気に

なるケースのこどもたち。そんなこどもたちが通っ

てくるこども園です。こどもを中心に据え、「こど

もにとって」をモットーに、職員と共にこども園の

理念を作り上げ、【こどもの楽園】を目指していま

す。また、来年は、新園舎建設を計画しています。

保育教諭が仕事をしやすい導線を考え、こども達が

遊び興じることができる園舎つくりを目指していま

す。 

 私の第二の人生の始まりです。こども園園長、そ

して県立大学同窓会副会長として、今後の課題に誠

心誠意取り組んでいく所存です。 

同窓会館問題もありますね。私は、人ってとっても

福岡県立大学同窓会会報 
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第27回福岡県立大学同窓会総会が、八仙閣(福岡市)で

開催されました。 

総会参加者133名：保母養成卒28名、社保短卒50名、

福県大卒（大学院卒を含む）6名、保健婦養成卒1名、

公衛看卒3名、県看卒30名、来賓2名、在学生11名、

事務局スタッフ2名でした。 

※総会議題につきましては、7月発行の総会案内に同

封しておりますのでそちらを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合司会の松尾孝子さん（社保短8期）の進行のもと

総会が始まりました。川上会長挨拶の後、横手綾子さ

ん（県看看護婦科7期）が議長に選出され議題審議が

行われました。 
 

■議題審議■ 

議題①平成27年度・28年度 事業報告 

 野口副会長より事業報告 

 

 川上会長から同窓会館のことについて説明 

 

前回の26回総会で、同窓会館については前向きに少し

進めてもらいたいとの意見があったので、平成28年3

月に大学事務局長にこの件について説明する。平成29

年3月にも大学事務局長と面会し、事務局長からどの

ようなものにしたいのかを具体的に聞きたいと求めら

れる。しかし、同窓会としては具体的な議論はしてい

ないので少し時間をもらいたいと返答する。平成29年

5月の幹事会で同窓会館が必要なのかという意見も

あったので今回の総会でも検討することにしている

が、大学側は同窓会館については後ろ向きではないと

いうように感じているので、同窓会として、こういう

ような同窓会館を整備したいというような方向が出て

くれば大学側に文書で伝える時期が来ると思ってい

る。 

 

議題②平成27年度・28年度 決算報告 

 郡谷副会長より報告と特別会計について説明 

議題③平成27年度・28年度 会計監査報告 

 石本監事より監査報告 

  

◇議題①②③は一括採決の結果、承認されました。 

 

議題④役員改選 事務局より提案 

平成29年度・30年度役員に以下の方が選出され、承認

されました。 

会長：野口久美子 

（福岡県立看護専門学校保健婦助産婦科2期）新任 

副会長：杉本眞佐子 

（福岡県立保母養成所15期）再任 

副会長：郡谷忠士 

（福岡県立大学社会福祉学科1期）再任 

副会長：村島京子 

（福岡県社会保育短期大学保育科11期）新任 

会計監査： 

石本光輝（福岡県立大学人間形成学科2期）再任 

永井尚子（福岡県立大学社会福祉学科2期）再任 

 

議題⑤平成29年度・30年度事業計画案 

 杉本副会長より説明提案 

議題⑥平成29年度・30年度予算案 

 郡谷副会長より提案 

議題⑦会則改正案説明 

 村島副会長より提案 

提案内容：会則第19条の会員名簿発行の規定

があったが、個人情報保護のために名簿の発

行はしてないので、「本会は会員情報を管理

し、適宜更新する」に変更するとの提案。 

 

◇質疑応答 

質問1：会費の納入率が低下してきているが、このこ

とに関してどのように考えているのか？ 

野口会長回答：執行部も頭を痛めている問題であり、

ホームページがリニューアルして情報がもっと届くよ

うになって会員の目に留まるようになることや、口コ

ミで会費納入のことが話題になるように会員の声を出

してもらいたい。また、同窓会として就職ガイダンス

等を開催して準会員である学生や新しい会員に声かけ

をしていくような新たな活動を検討する。 

質問2：同窓会館について説明があったが、特別会計

が3千万円もないくらいなので、建設と運営は不可能

だと思う。前身の学校の思いはあるとは思うが、もう

一度考え直してもいいのではないか。 

野口会長回答：同窓会館については川上前会長が議題

①のところで説明したように、具体的なことはまだ何

も検討していない。これから他大学同窓会の情報収集

をして、同窓会予算でやれるかどうかということを幹

事会等でいろんな意見をつめていきたい。 

質問2続き：同窓会館を建設するということか？ 

野口会長回答：その方向で考えている。 

質問2続き：反対なので設立ありきで話が進んでいく

のもどうかと思う。 

郡谷副会長回答：すぐに建てるというようなことは具

体的に何も決まっているわけではなく、ただ大学との

協議は続けていかないといけないと思っている。 



質問2続き：意見を聞く場を設けてほしいと思う。 

川上前会長補足説明：前回の総会(H27.8.30開催、26

回総会)の時に、皆さんから特別会計をそのままにし

ないで前向きに進めてほしいという意見があり同窓会

館ということが話題になったので、それを受けて大学

側と協議したということである。先進地の状況を収集

して、幹事会や総会で提案していくことになる。 

意見1：60代終わりの養成所の15期でも会費を23％納

めているのは、いかに同窓会が楽しいかということだ

と思う。同窓会館がいまだに建たないのは残念であ

る。現役の学生を含めみんなで同窓会を盛り上げて、

経費のことで心配せずにできることをみんなでがん

ばっていきたいと思う。 

 

◇議題⑤⑥⑦は一括採決の結果、承認されました。 

 

議題⑧報告事項 

事務局：総会資料に対する意見や質問の中に北部九州

豪雨への寄付の提案があったので、平成30年3月31日

まで募金をお願いしたい。 

ホームページへの掲載と会報29号に募金の振込用紙を

同封する。本日も募金箱を準備しているのでお願いし

たい。 

 

議題審議終了 

 

■役員紹介■   

野口会長から役員紹介後、会長、副会長、会計監査よ

り自己紹介を行いました。 

会長： 

活発な意見を出していただきありがたいとお

もっています。川上会長の後を継いで、同窓

会館や会費の問題に執行部4名で頑張っていく

ので、いろんな意見を寄せてもらいたいと

思っています。 

杉本副会長： 

会長と同じ様に考えています。同窓会の役に

立ちたいと思っています。 

村島副会長： 

6つの学校が一つになった同窓会は素敵だと思

いました。6つの同窓生が気軽に情報交換した

り、親睦を図ることができるような県立大学

ならではの同窓会館、同窓会室といったもの

があればと思っていますが、皆さんの意見を

聞きながら進めていきたいと思っています。 

郡谷副会長： 

ずいぶん長く副会長をしていますが、昨年、

看護学部と一本化できたということで本当の

意味で学生、同窓生や関係者が集うような所

ができればいいと思っています。会費の納入

率の低さに驚いていますが、学生時代から同

窓会との関りを持ち、それを継続していけば

改善するのではと思っています。それには職

業ガイダンスなどに各分野の先輩方の意見を

お願いしたいと思っています。 
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■川上前会長退任あいさつ■   

 

同窓会の副会長と会長を22年間務めていましたが、そ

の中でも旧県看との同窓会の統合と、県立大学看護学

部同窓会の独立、そして再度一本化へとなったことが

思い出されます。今からは一会員として頑張っていき

たいと思います。長い間、ありがとうございました。 

 
 

講演会  「笑って長生き」 

 

メイミ氏 

特定非営利活動法人笑顔 

工場理事長・ 

漫談家・介護福祉士 

 

同窓会総会終了後に講演会を開催しました。 

メイミさんの漫談家、介護福祉士としての活動を

通して笑いの大切さを語られました。また、簡単

なマジックや体操をみんなで行って和気あいあい

の講演会が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会の感想は 

P10～11をご覧ください 
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○野口久美子さん（看護専門学校保助科2期）の乾

杯の音頭で懇親会がスタート。八仙閣の懇親会場で

卒業生、在学生が歓談しながら会食を行いました。 

〇来賓紹介 

福岡県立大学看護学部准教授 山下清香先生 

福岡県立大学看護学部助教  楢橋明子先生 

福岡県立大学看護学部助教  吉田静先生 

福岡県立看護専門学校元教員 香月泰子さん 

当番期の方々 

★香月先生を囲んで★ 

☆来賓の先生方☆ 

司会は秋興祭実行委員のみなさん 

★県看の卒業生と看護学科の学生★ 

★先輩を囲んで★ 
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○当番期は前方に出て頂き、代表の方よりご挨

拶いただきました。 

当番期の皆様、ありがとうございました。 

次回総会は2019年に北九州市で開催予定です。 

またお会いできることを楽しみにしています。 

当番期の方々 

同期がそろったテーブルは 

一段とにぎやか 

八仙閣自慢の中華料理 



学部同窓会の分離後の統合などに携わってきまし

た。 

その中でも同窓会の事務室が大学側との協議で現在

のところが確保できたことや旧県看護専門学校同窓

会役員の皆さんと真剣な協議を重ね、県立大学同窓

会に加入することを総会で決定し、一本化できたこ

と。また看護学部増設に関しては、同窓会活動に携

わって間もない時に、その当時の学長であった

（故）安藤学長が「私はこの大学を福祉、保健、医

療の人材を育てる大学になるよう取り組みます。子

どもから高齢者までの福祉、保健、医療の連携は大

変重要です。」とお話になっていたことが思い出さ

れます。 

このことや福祉現場などでの三者連携の重要性を認

識していた私にとって、旧県看同窓会が県大同窓会

へ加入したことや県大看護学部同窓会が県立大学同

窓会に一本化されたことは喜ばしいことでした。 

これからの取り組みとして、今年の総会でも確認さ

れましたが同窓会館等の整備があります。事務室が

ない時代から事務室の確保ができて以降の現在まで

の活動状況を考えると、最低でも事務スペース、協

議スペースが必要と感じます。卒業生や学生の皆さ

んが同窓会室で安心して相談や協議ができる環境整

備をすることは日ごろからのより充実した同窓会活

動が取り組めます。日々の活動を大切にしないと、

同窓会の充実発展は望めないと思います。このよう

な理由と先輩方の思いを受け継ぎ、今総会で同窓会

館等の整備の提案をしたものです。ハードの整備を

するときに、完成後のランニングコストを十分に検

討しておくことは大変重要です。同窓会館等の整備

検討はスタートラインについた状況です。これらの

ことを含め、新役員のもとで同窓会活動がより充実

するよう取り組まれるものと確信しております。 

また長年の課題であった同窓会ホームページが社保

短3期生の肘井さんの協力で一新され、リアルタイ

ムでの情報の更新もでき、スマートフォンでも見る

ことが可能となりました。特に若い同窓生の皆さん

が同窓会活動を身近に感じる有益なツールになるこ

とが期待できます。 

現在同窓会員数は、1万数千人になっております。

その同窓生の多くが福祉、保健、医療の分野など

で、全国的に活躍されていると思います。 

皆さんが同窓会をもっと身近に、かつ有効に感じて

もらえるようになり、同窓会が充実発展することを

願っております。 

また同窓生の皆さんが、一人でも多く心の思いを少

しでも大学と同窓会の発展充実のために注いでいた

だければ幸いです。 

同窓会や大学の教職員の皆様、長い間のご支援・ 

ご協力ありがとうございました。その中でも事務局

の皆さんには特にお世話になりました。心より感謝

申し上げます。 

同窓会活動を振り返って 
    前同窓会会長  川上鉄夫 

 

私は社保短４期生ですが、昭和47

年3月に卒業して早、45年が過ぎ

ました。 

同窓会との係わりを持ったのは、

1993年（平成5年）9月23日に開

催された「社保短から県大移行記

念事業」の実行委員募集が前年に

あり、それに参加したことがきっ

かけで、それ以来、副会長を7期、会長を4期務めさ

せていただきました。 

その間、大学や同窓会の発展のため、先輩同窓会役

員等のご指導をいただきながら、取り組んでまいり

ました。 

主な活動として、県立大学発展のための支援、同窓

会充実のための規約や会報の見直し、同窓会事務局

の環境整備についての協議、旧県立看護専門学校同

窓会の県立大学同窓会への加入統合、県立大学看護
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★リニューアルしたホームページの紹介★ 

★お子様ランチを用意しました★ 



 

◆同窓会総会について 
 

➀大変よかった 17  ②よかった 39  

③ふつう 18        ④ 悪かった 1 

 

意見・感想 

● 同窓会館設立に協力します。 

● 同窓会館設立について、もっと詳しい説明があ

ると設立について賛同できたと思う。会館とい

うと今の予算では難しいと思う。‘同窓会室’

の整備という形でやってはどうかと思う。意見

を広く聞いてみてはどうか。なかなか総会に来

られる方がいないのでは。 

● 意見は出たが、審議が出来たかといえば 時間

足らずで、後味が悪い。 

● なかなか皆で話し合う場がないので、次回の総

会時には、本日の問題点、学生会館、年会費等

について討論ができる時間を設けてほしい。 

● 同窓会館が出来ることを楽しみにしています。 

● 無事、承認されて良かった。 

● 同窓会館の件は、同期会の時にでも意見を集

め、幹事会で集約できればと考えます。また、

年会費納入は同期会で協力要請します。 

● 幹事のみなさん、本日までの準備ありがとうご

ざいました。 

● 初めて参加しました。意見のない総会は活動が

みられないので、前向きに活動を進めていく上

でいい総会であったと思います。 

● 意見交換があったのですが、時間が押してい

て、押していてと言われ、進行の方の気持ちも

よくわかるのですが、5分くらいは意見を出せる

設定になさったら良かったなぁと感じました。 

● 初めて出席しました。これだけ沢山の学校がま

とめて県立大学になった経緯の大変さを思いま

す。また、維持、継続して、仕事の重大性を思

うと、一つのまとまった県立大学としての在り

方、そこに、同窓会館設立についても まだ、

方向性もよく見えないようですね。大学の使命

の特殊性から、地域に根ざした活動も含めて、

活発な議論が出ることを祈ります。 

● 同窓会スタッフの皆様、お世話様でございま

す。定期発行も楽しみにしています。今、障が

い者に対して、慈悲の心もなく殺人に及ぶよう

な事件が起こり悲しい思いです。福祉の柱とし

てどっしりと将来を見据えた方向性の同窓会運

営をしてください。 

● 日ごろなかなか連絡のとれない友人に会え、楽

しかったです。心のリフレッシュが出来まし

た。 
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● 現同窓会の背景にはいくつもの卒業校があり、

何かと運営も大変だろうと思います。しかし、

一本化となり、県立大の同窓会員になられて嬉

しく思っています。役員さんは御苦労も多いで

しょうが、よろしくお願いします。 

● 同窓会館についての意見交換が出来たことは良

かった。 

● 審議時間をもう少し多く取っても良かったので

はないかと思いました。(時間が押していると言

われ、意見を言いたい方も言えなくなると思い

ました。) 

● 会費納入に関しては、同窓会の設立に関しても

周知されていない事も沢山あるように思われま

す。私もその１人でした。私の後輩もそのよう

に最近聞いています。特に統合した後のことを

よく知らない人もいると思います。(転勤等で住

所不在になっていた事などが起因しています。) 

● 時間!! もう少し。 

● 同窓会館は非常に良いと思います。 

● 活発な意見が出て良かった。 

● 幹事の方が「同窓会館設立反対」と意見を言われ

たのはいかがなものか。幹事会の時で話す話でも

あるし、真っ向から反対はビックリです。 

● 同窓会室の件については、確かに以前の幹事会

で‘建てる’方向で決まっていたが、同窓生の

意見は聞けていなかったと思う。(幹事会がその

代表の諮問機関？だから止むを得ないことか？)

但し、‘反対’の明確な意見を持つ人がいるこ

とが分かったこともあり、‘同窓生’がどこま

で賛成or反対の意見を持っているか、反対なら具

体的にどうしたいか聞ける機会を今後持った上

で、みんながどうしたいかを確認することが必

要かもしれないと感じている。 

● 同窓会の基本的な意見が出て良かった。年会費

は75歳以上になったら、自動的に減免に出来た

らと思う。 

● 準備から大変だったと思います。有意義な総会

でした。これからもよろしくお願いします。 

● 川上前会長さん、ありがとうございました。何

といっても一つになれてよかったですね。私は

いつも川上さんを応援していました。 

● 今回は、福岡ということで大勢集まって、活気

があり、「笑って長生き」等の講演もあって大

変良かったと思う。学になり、面白く、人の気

を引くような計画をすれば、自然に同窓生も集

まって来ると思う。 

● 同窓会館について一言、必要ないのではと思い

ます。会費も集まらない状態では、無理なので

はないですか。 

● 最後の同窓会と思って参加しています。年会費

は終生払うものでしょうか？そろそろ年令を引

いて、同窓会への案内がくる程度にしては？と



だきます。本日は、皆様のお陰で、同窓の皆と

会うことが出来、本当に嬉しく思いました。あ

りがとうございました。香月先生のお顔を拝見

でき、幸せで有難かったです。 

● 数十年ぶりの再会で顔はわかるけど名前が出て

こない。旧姓をきいてやっと昔が蘇る感じなの

で、名簿か名札に旧姓を入れて欲しいと思いま

した。 

◆講演会について 

 

➀大変よかった 41  ②よかった 33 

③ふつう 4         ④悪かった 0 

 

意見・感想 

 
● ただお話を聞くだけでなく、体を動かし、笑顔

でお隣同士、アイコンタクトが出来て良かっ

た。 

● 楽しい時間をすごしました。ありがとうござい

ました。 

● 楽しく身体を動かしながら、話しを聞くことが

できました。笑顔、楽しくなくても笑顔を保つ
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思います。養成所時代は喜んで会費を払う人が

多かったと思います。今少し、魅力あるものへ

とお考えください。 

● 同窓会館 これからの課題だと思いました。 

● 会費納入について・・・耳の痛い問題ですが、

みんなで努力していけるといいですよね。 

● いろんな意見が聞けて良かった。 

● 同窓会費納入についての前向きな意見や同窓会

館の建設に向けた経緯なども理解できて良かっ

たと思います。 

● ご準備お疲れ様です。県立大学の合同になるま

で、代々の役員の皆様のご苦労にご尽力に感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

● 初めて参加しました。活動内容が少しわかって

良かったです。同窓会の運営御苦労様です。 

● 川上会長 長い間お世話いただきありがとうご

ざいました。新しい役員の方、よろしくお願い

します。 

● いろいろな意見があることに少し驚きました。

同窓会館など総会では継続して、全員の方々が

参加しているわけではないので、その回、その

回でまとめていかれるのは大変な事だと実感し

ました。 

● もう少し協議の時間を設定しては？ 

● 同窓会館(特別会計の使途を含む)の建設に向け

て、協議を進めていくことは大変良いことだと

思います。同窓会会報で会員皆様に周知され、

ご意見をいただけるといいかと思います。 

● 会の始めに、物故者へ黙祷をして欲しかった。 

● 同窓会館設立は良い事と思いますが、今、空き

家が多いので、古民家利用も考慮に入れられた

ら？と思いました。サロン的な。 

● 役員の皆様 お疲れ様でした。県立大学になっ

てはじめての参加でした。場所が八仙閣で行き

やすかったから、参加の決意をしました。同窓

会館設立は私は賛成です。 

● 同窓会費納入が出来るよう連絡を取らせていた

総合司会 

松尾孝子さん(社保短8期) 

総会議長 

横手綾子さん(県看7期) 

総会前の新旧四役会議 



当に良かったです。ありがとうございました。 

● 笑顔になれて良かったです。 

● 人の前で笑いを取るのは、難しいが、なるべく

笑顔で話し、長生きしたいものですね。 

● 笑顔を心がけたいと思います。 

● 笑顔で百歳を迎えたいと思いました。 

● 笑って長生き・・・とってもステキなテーマで

すね。 

● 忘れていた笑顔を取り戻しました。 

● 楽しい講演で大変良かった！夢中で生きて、楽

しく元気に100才を超えたいと思いました。 

● 笑顔になれる楽しい時間でした。ありがとうご

ざいました。 

● 講師の方の笑顔がとてもすてきでした。これか

らの人生、演題通り笑って長生きできたらと思

います。 

● 楽しい時間でした。仕事にも活かせそうです。 

● 身体を動かして、笑顔で笑って笑って。 

● みんなでやるのが楽しかったです。ありがとう

ございました。 

● できれば、もっともっと多くのエピソード、心

に残る言葉を聞けたら最高でした。 

● 楽しく聞けました。 

● 楽しい一時、ありがとうございました。手遊び

等はすぐに所属している会で使わせていただき

ます。 

● 一方的に聞くだけでなく参加型だったので楽し

く過ごせた。 

● 元気をもらいました。 

● 笑って長生きできるようにします。ありがとう

ございました。 

● 楽しく、そして心に残るお話をありがとうござ

いました。コスプレっぽくしてくれたり、体を

動かすようにしたり、飽きなくて楽しいお話で

した。笑って長生きを心に留めて生きていきた

いです。 

● 楽しくお聞きすることが出来ました。人生の勉

強になりました。笑顔で過ごしていきたいで

す。 

● 良かった。但し、少し長い？我々の年令を考え

ると笑って終わり！！の雰囲気が欲しかったで

す。或程度、就職で体験することですから。 

● 講演良かったです。早速、地域で活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と仕事も家も元気になります。 

● 内容的にもっと深まりのある方が良かった。 

● 笑いあり、良かった。 

● 近くのディサービスでパフォーマンスをする機

会に大いにパクらせていただきます。ありがと

うございました。自分の生き方も見直せまし

た。 

● 和やかにリラックスでき、良い時間を過ごせま

した。 

● とても元気になるいい講演だった。気持ちよ

く、家に帰って、話しをしていきたいと思いま

す。 

● メイミさんのお話は楽しくなる内容で大変良

かったです。“笑顔”は大切な宝物です！ 

● 笑ってとても楽しいお話でした。 

● 良かったです。楽しかったです。 

● 最後のエピソードは心に沁みました。前半のエ

ピソードはやや薄かったです。 

● おもしろかったけど、あまりためにはならな

かった。 

● 素晴らしいパフォーマンスでした。ますますの

御活躍を祈ります。 

● 介護福祉士の資格を持ち、高齢者の方々との触

れ合いの言葉に笑いを誘いました。元気が溢れ

る高齢者を目指すこと。「楽しくないと続けら

れない」さすがです！「笑いがある、笑顔があ

る！」ことのコミュ二ケーションの大切さを痛

感しました。笑顔時間が増える、よく楽しみあ

りがとうございました。「笑って長生き」の講

演は、とても役に立ちました。講演会の演題も

とても関心と興味があります。 

● 参加型の講演で飽きずに時間が過ごせました。

楽しかったです。 

● 話を聞くだけでなく、一緒にパフォーマンスを

して良かった。 

● ディサービスセンターの看護師として働いてい

ます。介護度が高い方ばかりの仕事ですが、

日々、笑顔を絶やさず、頑張っていきます。 

● 元気一杯で楽しい話でストレス解消できた。 

● エピソードも動きもあり、楽しかった。 

● 楽しい講演で良かった。 

● 笑顔が素敵でした。 

● とても楽しかった。 

● いろんなパフォーマンスで役に立ちました。い

つも笑顔！！ 

● 聴くだけでなく、参加できる講演会。笑いの中

にピリッとためになる言葉、心の中に残る言葉

がありました。 

● 楽しく時間を過ごすことが出来ました。ありが

とうございました。 

● 若い方だから、どうかなと思っていたのです

が、大変貴重な話や面白い話をうかがえて、本
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◆懇親会について 

 

①大変よかった 31  ②よかった 12 

③ふつう 2         ④悪かった 0 

 

料理はいかがでしたか？ 
 

● おいしかった。30 

● とてもよかった。6 

● 普通 

● 久しぶりの中華料理 とても美味しかったで

す。2 

● 美味しくいただきました。熱いものは熱いと料

理の基本を教わりました。 

● 美味しかったです。お腹一杯になりました。 

● ちょうど良かったです。サラダがあるとよかっ

たかな。 

● 味付けが辛くなく甘くなく大変美味しくいただ

きました。料理もそれほど待つことなく良い間

隔で運ばれてきました。 

● 美味で満足です。 

● 友人達と楽しくいただきました。 

● 味がまろやかで良かったです。 

● 各自食べれる量を取れて良かったです。 

● 杏仁豆腐が食べたかった。 

● 味付けがよかった。お腹ペコペコの方や男性の

方には少し量が足りなかったかなと思いまし

た。 

● ソフトドリンクのメニュー表が各テーブルにあ

るといいなと思いました。 

● アルコールや注文できるドリンクの説明が欲し

かった。 

 

全体の流れ・時間設定はいかがでしたか？ 

 
● よかったですが、前で話をされている人の声が

あまり聞こえなくて残念でした。2 

● 丁度良いと思います。22 

● 若い学生さんの進行がよかったです。 

● 時間が長いかなと思っていましたが、久しぶり

の友達と会って、あっという間に過ぎていきま

した。 

● 良かったけど、人の話は聞いてないです。 

● トイレ休憩はやはり10分位必要ではないでしょ

うか。 

● 良かったと思いますが、お食事中で看護学校の

方々のお話が可哀想なくらい話を聞いている方

が少なく残念でした。（お喋り多大也、元気良

き事哉） 

● 色々と工夫してくださり楽しかったです。 

● もう少し皆さんたちと交流が出来れば良かった

です。 

● 少しバタバタ感がありでした。 

● 懐かしい先輩のお顔にほっとしました。ありが

とうございました。 

● クラス会が出来て楽しい時間となりました。 

● 懐かしい友人達と語り合い、時間は短く感じま

した。大学教員、後輩の方々の色々な催しに感

謝致します。 

● 立食の方が交流があったかもしれませんが、高

齢の方も多いので着席が正解ですね。 

● ホームページの紹介など良かった。 

● 130人以上の参加となると、それぞれの席で盛り

上がっていて、前に出て話される方の声が後ろ

まで届いていなかった気がします。 

 

 

事務局より 
 
総会終了後のアンケートには、いろいろな意

見、感想を記入していただきました。 

また同窓会への意見と次回総会(2019年予定)の

開催場所についての要望等もお聞きしました。 

出席されなかった同窓生の方々にも、この総会

がとても有意義なものであったことが伝わると

嬉しいです。 
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総会終了後の1枚 
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総会総合司会 

社保短8期 社会福祉科 松尾 孝子 

 

幹事として初めての同窓会総会総合司会の大役を担う

ことになったのは、代理で幹事会に参加してくれたク

ラスメイト二人の推薦でした。 

原稿の字が少し小さいけど大丈夫かな？と思いながら

本番に臨み、なんとか無事に終わりそうと思った矢

先、講演会の講師紹介の際、顔を上げて手元の原稿を

見たら、すぐには焦点が合わずに字が読めませんでし

た。プロフィール紹介が途中で止まったときは、

「何？」と思われた方も多かったことでしょう。 

心の中でかなり焦りながらも（自分としては）何事も

なかったかのように、また空いた間を目立たせないよ

うに、その後の紹介はわざとゆっくり読み上げまし

た。総合司会が終わったとき、クラスメイトから「良

かったよ」と声をかけてもらって少しホッとしたとこ

ろです。 

その日の17時から社保短8期社会福祉科クラス会の進

行役も務めて、二次会・泊まりと大変長い１日でし

た。総合司会役と進行役共に少々悔いが残るところも

ありましたが、クラスメイトが多く参加して楽しく過

ごすことができたので、本当に充実した１日となりま

した。無事に役を終えられて、お世話していただいた

同窓会事務局の方々、同窓生のみなさまそしてクラス

メイトに感謝です！ 

 

 

総会議長 

県看7期看護婦科 横手 綾子 

 

第27回福岡県立大学同窓会総会は当番期でもあり、議

長として総会進行を務めさせて頂きました。福岡市で

の開催でもあり、多くの会員の皆様の参加がありまし

た。（参加者133名） 

総会進行に関しましては、時間の都合上、十分な協議

が出来なかったことは申し訳なく思います。 

事前質問頂いた同窓会館については、平成29,30年度

の事業計画で承認されましたので、今後の動向を見守

りたいです。また、事業報告にあった同窓会年会費の

納入率の低下は問題だと思います。同窓会の円滑な運

営のため是非、納入をお願いします。 

時間の超過もありましたが、皆様のご協力のもと、無

事総会を終えることが出来、良かったです。 

今回、議長をさせて頂き、事前打ち合わせを含め、同

窓会活動を“知る”良い機会となりました。役員、事

務局の皆様には日頃の運営に感謝いたします。 

最後に4期8年間、会長を務

めて頂きました川上会長が

退任となりました。長い

間、ありがとうございま

す。 

秋興祭実行委員長 加藤 優花（人間形成学科3年） 

 

今回同窓会に参加できたことは、本当に私にとって貴

重な経験で、得るものが多くありました。 

メイミさんの講話では、周りの人と触れ合うコミュニ

ケーションによって笑顔が生まれることを学びまし

た。講演中に行った実際に体を動かしての遊び体験で

は、全く知らない方が隣に座っていたにもかかわら

ず、自然とたくさんの笑顔が生まれていたと思いま

す。笑顔の平均時間は2時間とおっしゃっていました

が、私は一日中笑っていられるような、そんな楽しく

充実した人生を送れる人になりたいです。 

懇親会では、県大OBの方とのお話しさせていただ

き、県大の歴史やこれまでのことを聞く良い機会にな

りました。私たちが入学するずっと前の県大のお話を

聞くのは大変刺激的で、驚くことや今に繋がっている

と感じることがたくさんありました。今回参加したこ

とでこんなにたくさんの卒業生のおかげで私たちが今

この大学に通うことができているということを実感

し、私たちも後輩に何か残したいという気持ちがさら

に強くなりました。卒業したら、絶対に同窓会に参加

したいです。貴重な経験をありがとうございました。 

 

秋興祭実行委員 本田 智奈美（公共社会学科3年） 

 

本日は同窓会のお手伝いをさせていただきありがとう

ございました。 

今日、実際に同窓会に参加したことで、たくさんの

方々が福岡県立大学のことを思い、応援していること

が分かりました。 

司会はとても緊張しましたが、皆さんの前で話すとて

も良い機会になりました。 

また、皆さんの前で秋興祭のことをお話しする機会が

あったので、多くの方に知っていただけたと思うので

良かったです。 

同じテーブルの先輩方にもお話を聞くことができ、普

段はできないとても貴重な経験をさせていただきまし

た。 

これから自分が卒業した後もぜひ同窓会に参加してい

きたいと感じました。 

本日は大変お世話になりました。ありがとうございま

した。 

 

秋興祭実行委員 徳田 陽香（人間形成学科3年） 

 

わたしは今回、秋興祭実行委員としてはじめて同窓会

のお手伝いをさせていただきました。受付や司会を

し、とても貴重な経験をすることができました。懇親

会では、1期生と2期生の先輩方と当時の県立大学や秋

興祭のおはなしをすることができ、今わたしたちが楽

しく大学生活を送れているのは先輩方のたくさんの思

いがあるからなのだなと実感しました。久しぶりに

会って写真を撮ったりお話をしたりしている先輩方を

見ると、お手伝いをすることができて本当に良かった

なと思います。わたしたちも何年か後にこうして大切
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な友達と再会できる同窓会に参加したいと思いまし

た。本当にありがとうございました。 

 

秋興祭実行委員 向井 美結（公共社会学科3年） 

  

福岡県立大学の同窓会にお手伝いとして参加させてい

ただいて、同窓会はたくさんの先輩方と繋がることの

できる、とても素敵な機会だと思いました。参加され

た方は笑顔でとても楽しそうで私も嬉しくなりまし

た。お食事の際、先輩方とお話をさせていただいて、

福岡県立大学の歴史を知り、もっと色々なことを知り

たいと思うきっかけになりました。 

受付の補助や司会をさせていただいたことは私自身と

ても貴重な経験となりました。最後に｢ご苦労さま｣

｢あなたたちがいてくれてよかった｣｢今日はありがと

う｣という言葉をいただき、とても嬉しく思い、やり

がいを感じました。 

そして私も卒業したあと、ぜひ同窓会に参加させてい

ただきたいと思いました。 

卒業したらおわりなのではなく、離れていても同窓会

で再び会える関係をずっと続けていきたいです。 

これからも同級生や先輩方との繋がりを大切にしてい

きたいと思います。このような機会を設けてくださ

り、ありがとうございました。 

 

秋興祭実行委員 平田 美結（看護学科2年） 

 

今回同窓会総会のお手伝いという形で会を見学させて

いただきました。その中で、福岡県立大学の歴史の長

さを知ることができ、さらに、同窓生の皆様の大学へ

の思いも感じることができました。特に、昼食の時間

には、福岡県立大学について、私たちが知らなかった

多くのことを教えていただきました。第一回目の秋興

祭についてや、多くのサークル活動を立ち上げたとき

についての話を、昼食を取りながら話ができ、とても

楽しい時間を過ごしました。 

多くの人からお話を聞かせていただき、たくさんの歴

史と、たくさんの人の協力があって、今の福岡県立大

学があるということを、改めて感じることができまし

た。貴重な体験をすることができました。ありがとう

ございました。 

オレンジリボン運動 佐藤 里花（看護学科3年） 

 

自分たちが行ってきたオレンジリボン活動のことをお

伝えしなくてはいけないということもあり緊張もあり

ましたが、偉大なる先輩方と貴重な時間を過ごすこと

ができ、参加させていただけたことを嬉しく思いま

す。私も先輩方に負けないよう必死に学び、いつかは

追いつくことができるよう努力していきたいです。あ

りがとうございました。 

 

オレンジリボン運動 松下 綾香（看護学科3年） 

 

私はオレンジリボンの活動についての発表ということ

で同窓会懇親会に参加させていただきました。発表前

の食事の際に、現在保健師として働かれている先輩方

に優しく声をかけていただいたことで緊張もほぐれ、

保健師活動についてや勉強のことなど貴重なお話を伺

うことができました。終始会場はアットホームで、私

も卒業したらみなさんのように同級生や先生と再会で

きたら良いなと感じました。今回は貴重な経験をさせ

ていただき、ありがとうございました。 

 

オレンジリボン運動 松浦 朋海（看護学科2年） 

 

先日は同窓会総会懇親会に参加させて頂き、ありがと

うございました。 

わたしはこのような会に参加するのは初めてだったの

ですが、先輩方から大学時代や仕事での話を聞くのに

とても良い機会を頂いたと思います。行く前は少し緊

張して臨んでいたのですが、実際には皆さんが私たち

にも積極的に話しかけてくださり、とても楽しい1日

を過ごすことができました。 

またこのような会があった時は参加させて頂きたいと

思います。ありがとうございました。 

 

オレンジリボン運動 廣森 麻依子（看護学科2年） 

 

同窓会総会懇親会に初めて参加させて頂きました。 

今回オレンジリボン活動について、皆様に知っていた

だく事が出来、大変嬉しく思っております。 

卒業生の方々と接する中で、先輩方の母校に対する熱

き思いを感じ、先輩方のお仕事や学生だった頃のお話

も聞く事が出来、貴重な体験となりました。今後も、

福岡県立大学の

学生として、頑

張ろうと思える

機会でした。短

い間ではありま

したが、楽しく

有意義な時間を

過ごす事が出来

ました。有難う

ございました。 

 



 平成29年8月末までに寄せられたメッセージです。 
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福岡県社会保育短期大学  

第5代学長  向井 忠亮 
 

福岡県社会保育短期大学に昭和56年11月9日から平成

元年11月10日までの8年間お世話になりました。在任

中の印象深い思い出として、附属幼稚園の運動会で大

玉を使った競技で張り切りすぎて膝を捻挫したことで

す。自宅に生えていた竹を使って杖を作り暫くの間、

杖をついて生活していました。短期大学を辞めて、早

いもので28年の年月が経ち、本年7月6日、100歳にな

りました。 

昨年までは、自分で自動車を運転して近所の病院通い

をしていましたが、秋口に軽い脳梗塞を患い、左半身

の動きが思わしくないので、今は運転を中断していま

す。週に2回ディケアでのリハビリに励んでおりま

す。今は、再び杖をつく生活になっています。 
 

 

 

福岡県立大学 

第3代学長  橋口 捷久 

 

同窓会の益々のご発展を願っております。 
 
 

 

福岡県立大学看護学部臨床看護系助手 

清原 智佳子 

 

申し訳ありません。この日は福岡におりませんので参

加することができません。 
 

 

 

県立看護専門学校事務職員 

岩竹 甚次郎様のご長男 岩竹秀昭様より 

 

平素は大変お世話になりまして、厚く御礼申し上げま

す。この度、貴局より岩竹甚次郎宛てに同窓会総会の

ご案内を賜り、有難うございました。父は、平成27年

12月30日享年98歳で逝去致しました。 

生前のご厚誼を賜った多くの方々に、深く感謝申し上

げます。 

養成2期  岸上 美智子 

 

色々と行事が重なり調整するのに日数がかかりました

が、どうにか出席できるようになり、懐かしい皆様や

同期生との再会を楽しみにしています。 

一昨年、大学での同窓会、懇親会では最年長というこ

とで、乾杯の音頭や又最後にはトンカラリ体操、肩た

たき等で楽しい時を過ごさせて頂き感謝、良い想い出

となっています。今年も最後に輪となって同窓会の和

を持てたら良いなと期待しています。 

各幹事さん、ご苦労さまでした。 
 
 

養成2期  佐山 幸子 
 

地域の子育て支援事業のお手伝い、北九州児童文化会

（年2回）、子ども劇場参加、全国童話人協会会員年2

回、体力の続く限り活動したいと思っています。 
 
 

養成2期  村上 みさ枝 
 

事務局の皆様、御世話になります。昨年の熊本地震に

よる難渋な避難生活を経て、現在は落ち着いた生活に

戻りました。3年前の腰椎、背椎の大手術のあと、

残った感覚障害による下半身麻痺と、電流のような痛

みもものすごいリハビリの結果、外出時には杖を頼り

に、家内外では杖なしで歩けるようになりました。日

常生活は、近くの弟妹の助力も得て安定しています。 

同窓会費納入の激減は悩ましいですね。私は私なりの

寄付しか協力できませんが、同窓会のために頑張って

ほしいと願っています。役員の皆様、くれぐれも健康

に留意してお過ごしください。 
 
 

養成2期  山口 規子 
 

同窓会の皆様、お変わりなくお過ごしのことと存じま

す。 

同窓会事務局の皆様、お世話になります。 

私は傘寿を過ぎましたが、時々健康センターで軽い運

動ゲーム等で楽しんで居ります。春から数年ぶりに書

道を学んで居ります。書筆の上達もですが、姿勢、集

中のためです。このひとときが好きです。現在健康、

それだけが幸せです。同窓会の盛会を祈念いたしま

す。 
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養成3期  井上 スミ子 

 

今回、初めて妹（養成9期）と参加致します。養成3期

で地元で保育に携わり、東京で子育て、埼玉では市の

産休代替を10年ほどやり、私立女子中学、高等学校で

保健室勤務20年、74歳で退職しました。現在では続け

ていた油絵と絵手紙を、お茶を飲みながら集会所で

やっております。 

脳と指先の運動にとピアノを弾いています。すると松

風の音や、鯵の煮付け、揚げともやしのおみそ汁の香

りまでする様で、当時の学校や寮を思っています。皆

様にお目にかかるのを楽しみにしています。 
 
 

養成4期  北川 伸子 
 

会報をいつもありがとうございます。子育てがすみま

したら、いつでもゆっくり訪ねる事が出来るから…と

楽しみにしていましたのに、気がつきましたらすっか

り年を重ねてしまっていました。共に学んだお友達の

こと、共に働いた先生方のこと（全員同じ卒業生で

す。）いつも思い出して過ごして居ります。大好きな

ふる里 福岡です。いつかお訪ねできることを楽しみ

にしています。 
 
 

養成4期  糸 静子 
 

27年に胃がんの為手術しましたが、おかげさまで完治

しました。毎週、近くの公民館に体操教室に行ってい

ます。 
 
 

養成4期  陣川 勢津子 
 

同窓会役員、幹事、事務局の皆様にはひとかたならぬ

お世話でご苦労様でございます。八十路を超え、体力

的には衰えを感じていますが、同期生から電話で誘い

を受けた日から楽しみにしております。若い日の同窓

生や現在若い同窓生と共に過ごす同窓会は、若い日に

タイムスリップして元気を戴きます。有難うございま

す。 

また住所変更で、会報郵送を二度手間をおかけしてご

迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。 
 
 

養成4期  川村 千佐子 
 

同窓会役員の方、御苦労様です。出席したいと思って

いましたが、足腰が悪くなって歩行困難ですので、参

加できずに残念です。御盛会をお祈り致します。 
 
 

養成8期  石井 紀子 
 

後期高齢者になって二年目。体力的にも精神的にもき

ついなーと感じるこの頃です。また、同期生が少しづ

つ旅立っていく寂しさも身にこたえます。四月に右ひ

ざ手術、だいぶ歩ける様になりましたが、未だにリハ

ビリ中です。早く回復して、テニスや旅行を楽しみた

いと思っているこの頃です。役員の皆様、お忙しい

中、暑い中、大変ご苦労様です。同窓会発展のため、

今後共よろしくお願い致します。 

 

 

養成8期    

長 弥生様のご家族 長 安繁様より 

 

長い間、大変お世話になりました。有難うございまし

た。 
 
 

養成9期  大塚 紀子 
 

Saluton！ 

昨年の熊本地震により、只今久留米市にお世話になっ

ています。家解体、地盤整理etc、未だ落ち着きませ

ん。早く落ち着きたいです。 

県立大学のご繁栄お祈りいたします。 

＊会費納入率増えます様に！ 

＊使用済み古切手、もっと呼びかけても良いのでは？

総会当日少々持参いたします。 
 
 

養成9期  黒羽 トミ子 
 

いつもお世話さまです。ご案内をいただきながら、参

加できずにいましたが、今年は姉と一緒に参加させて

いただきます。今年の4月から縁あって32年ぶりに保

育園長として働きはじめました。私の原点に戻った気

分で、楽しく働いております。同窓会 楽しみにして

います。どうぞよろしくお願い致します。 
 
 

養成12期  花田 政枝 
 

両親が亡くなり、自分も2回も手術をし、3年が過ぎま

した。やっと体が動かせるようになり、3年間、山や

田んぼをほったらかしにしていたら草ボーボーになっ

てしまいました。切って、焼いて毎日クタクタです。

自分の食べるだけの夏野菜を植え、立派に育ったので

すが、アナグマ（タヌキと思っていたら‥）が毎晩

やってきて、トウモロコシを食べてしまい、ガックリ

力が抜けてしまいました。このように、毎日 早朝か

ら夕方8時半頃まで動き回っています。（昼間は暑い

のでお休みです。） 

会員の皆様、3000円の会費 納めてやってください。

（スーパーへ買い物へ行った時、ちょっとお菓子など

を買ったつもりで） 
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養成13期  清水 紘子 
 

来年は同期会を計画したいと思っています。懐かしい

顔に会えるのを楽しみにしています。 
 
 

養成13期  後藤 敦子 

夫の3回忌も無事に終え、学生時代のピアノ大好き人

間になり、いろいろな曲にチャレンジし、後輩の家で

ミニミニコンサートで腕前を披露。又、メダカを飼育

したり、野菜をプランターに植えて、成長を見守って

います。古希を過ぎ、まだまだやる気充分です。 

 

 

養成15期  城戸 芙佐代 
 

二男が10月に結婚します。ワクワクしながら落ち着か

ない日々です。またこの異常な暑さにも閉口していま

す。 

皆様、くれぐれもお体をご自愛ください。 
 
 

養成15期  古道 重子 
 

学校も同窓会も若い世代に移行し発展していることに

希望を感じています。ますますの社会貢献ができます

ようお祈り申し上げます。 
 
 

養成15期  清水 幸子 
 

70歳になり6年間地域の民生委員を退任致しました。

在京生活が50年になろうとしています。 

出身高校から、今年合格した2名が入学してどんな進

路を選んだのか楽しみです。 

全国的にこの業界の人手不足が言われています。学生

の皆さんの一層の奮闘を期待します。 
 

 

養成15期  高橋 和子 
 

2年前はコルセットの日々、痛めた足と腰のリハビリ

を兼ねてフラもどきを始めて1年。講師の先生の理解

もあり皆さんと同じ様には無理ですが、子ども達に教

えた手話と曲のリズム取などは44年間してきた保育士

の経験が役立ち(？)それなりにフラ気分を楽しんでい

ます。只、覚えた・・・と思えば・・・次の練習日の

2週間後は、はて．．．??? あ～脳の劣化！笑えとい

われても口元がプルプルのケイレンと・・・老化！今

までの経験などを見事に打ち砕き、立ち止まった2年

間を痛感させられています。それでも保母養成所魂？

ふりしぼって華の70代に向けて古希の今年、痛みと仲

良くゆっくり自分の歩きを調整しつづけていきたいと

願っている日々です。 

社保短2期社会福祉科  足立 千加子 
 

福岡市での開催なので、出席すべきですが、当日は都

合がつかず欠席させて頂きます。申し訳ございませ

ん。猛暑の今夏、皆様お元気でお過ごしくださいます

よう。 

 

 

社保短3期社会福祉科    

寺崎 久美子様のご家族 寺崎 秀樹様より 
 

2014年8月23日永眠いたしました。生前は大変お世話

になりまして、厚く御礼申し上げます。 
 
 

社保短4期社会福祉科  入江 和子 
 

残暑お見舞い申し上げます。昨年長い職場生活にピリ

オドを打ち（定年）地域の行事に参加させていただい

ています。人生100年時代が到来した様です。盆踊り

や料理教室にも自主参加しながら運動や食生活に気を

配り、ケガや病気予防をして第2、第3の人生を迎えた

いと願っております。 
 
 

社保短5期保育科  柴田 久美子 
 

卒業して45年。45年ってすっごく前‥‥ でも同窓生

に会うと、一気に45年の時が縮まります。総会で皆さ

んにお会いできることを楽しみにしています。 

～最近、気になったこと～ 

ちょっと前、知人から「私たちは、80までにあと15年

しかないんですよ！」と言われ、あ～↘一日一日を大

切に!! 
 
 

社保短5期社会福祉科  鬼木 八重子 
 

私は定年退職して、5年になります。前の職場の退職

者会の事務局をしているので、職場の友人と会った

り、趣味などで新しい友達もでき、楽しく過ごしてい

ます。だけど、学生時代の友達と会うのは又、楽しく

て、小、中、高、大の友達と退職してからは定期的に

会っています。そして、2年前の県立大同窓会総会

で、私たち社保短5期が当番幹事となり、みんなに呼

びかけて15名集まりました。卒業して初めて大学に来
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でいます。高血圧、糖尿と老いゆく身体と闘いつつで

すが（笑） 

先日の集中豪雨で甚大な被害がＴＶ等で映し出されて

いましたが、皆様の方は大丈夫でしたか？皆様のご健

勝と益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

 

社保短8期保育科  中原 栄子 
 

保育所で40年勤務して、昨年の3月に定年退職しまし

た。現在は嘱託員で保育とは関わりのない職場で働い

ていますが、子どもたちの笑顔が見られないのが寂し

いです。 

 

社保短8期保育科  江藤 稔子 
 

保護司をしています。おおいた少年問題を考える会に

所属し、月1回、高校の教師、養護教諭、フリース

クールしているNPOや発達障害のNPOなど多方面の

方と話し合っています。未来の世の中を良くする為に

今の少年達をどう育て大人がどんな環境を作ったり

ネットワークを作ったらよいか話し合っています。有

意義な会議です。 
 

社保短8期保育科  平野 英子 
 

いつもお世話になりありがとうございます。 
 

社保短8期社会福祉科  芳賀 郁子 
 

昨年3月末で、40年間勤務した福岡市立学校の事務職

員を定年退職しました。第3の人生をスタートさせて

います。心と体を健康にして、充実した生活を送るに

はどうすればよいか、試行錯誤しています。全体同窓

会が福岡市で開催され、社保短の担当幹事として参加

するにあたって、久しぶりのクラス会をすることにな

りました。事務局の皆様には、大変お世話になりまし

た。多くの再会を楽しみにしています。 
 

社保短8期社会福祉科  仲松 奈緒子 
 

定年まであと1年半。老体を酷使して働いておりま

す。それでも、嫁いだ娘たちは「ボケ防止に定年後も

働いたほうがいい！」と申します。本当にそうでしょ

うか？ 
 

社保短9期社会福祉科  松岡 幸枝 
 

仕事を辞めて8年、その間に孫も8人になりました。点

訳ボランティアと孫の世話、それに気功を楽しんでい

ます。 
 
 

社保短9期社会福祉科  吉田 恭子 
 

毎年夏休み、孫の世話におわれています。 
 
 

た人も多く、学生時代が懐かしくて、時間がたつのも

忘れて楽しい時間を過ごしました。別れる時、「みん

な、又、2年後に会おうね！」と言って、あっという

間に時が過ぎて、福岡での同窓会を迎えます。同窓会

事務局にお願いして、前のように、呼び掛け文を送っ

てもらいましたが、誰と会えるかな、何人集まるかな

と今から楽しみにしています。 

 

社保短5期社会福祉科  稲吉 尚子 
 

H26.12月に6年間介護した母が他界しました。その後

自由に使える時間ができたので、昨年は1年間、大学

の聴講生として学生さんといっしょに勉強させていた

だき、むずかしいけど楽しく、わからないけど聴きた

いという気持ちで、ほとんど休むことなく大学に通い

ました。また図書館で辞書を引きながらの新鮮な1年

でした。 

若い人の吸収力のすごさは驚きでした。これからも少

しずつ勉強を続け、思うところあって、最終的な目標

はお経を原典で読みたいと考えています。 
 

社保短6期保育科  

仲上富美子様の御主人 仲上健様より 

 

富美子は2013年7月23日に癌の為、逝去しました。皆

様によろしくお伝えください。 
 

社保短6期社会福祉科  松元 良子 
 

60数年、無事に過ごす事が出来、感謝しています。ま

た、これからも平穏無事に過ごせたらと思い、願いま

す。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げま

す。 
 

社保短8期保育科  伊藤 春美 
 

すみません。欠席します。雨は大丈夫だったでしょう

か？ 
 

社保短8期保育科   廣重 玲子 

 

卒業後、保育園勤務40年、一昨年無事定年退職しまし

た。現在、終活、孫の世話、保育園理事、子育て支援

ボランティアなどをしています。保育士不足や子育て

支援、相談対応とあわただしく過ごした現役時代でし

たが、今、第三者的、又市民(住民)視点で子育て支援

を考えさせられる日々です。 

時々、保育園に出かける時、子どもたちが声をかけて

くれ、話せることで元気をもらっています。 

“子どもたちの笑顔”はいつまでも宝物ですね。 

 

社保短8期保育科  河上 眞理子 
 

いつもお世話になりありがとうございます。私は、定

年を迎えながらもパートとしてまだ保育園に勤務して

います。半日なら…と何とか子ども達に囲まれ楽しん
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社保短15期保育科  秋元 裕子 
 

16年ぶりに（しかも北九州市で）保育士に復帰しまし

た。H28.12.13～H29.6.30の約半年間勤め、次のス

テップの準備の為、退職しました！！保育現場の厳し

さや現状を肌で感じ、更なるステップアップの為に残

された時間を有効に使って、生きたいと強く感じまし

た。未来を生きる子ども達とその周りの大人達の為

に、もうひと頑張りして、「今伝えたいこと」をでき

るだけ多く伝えていきたいと願っています。この歳に

なって言える事やできる事があると信じています。そ

して、正しいことはきっと伝えられるし、伝わると思

います！！ 

“思い強ければ、必ず叶う”と信じて、一歩一歩進ん

でいきたいと思っています。ガンバルゾー 
 

社保短18期保育科  福間 真由美 
 

同窓会のお世話、いつもありがとうございます。どう

してもはずせない用事ができ、申し訳ありませんが欠

席させていただきます。同窓会の盛会を、そして今後

のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。暑

い日が続きます。くれぐれもお身体、ご自愛下さい。 
 

社保短19期社会福祉科  公田 充子 
 

卒業して30年、外見はすっかりオバサンですが、気も

ちはいつも20代です。息子たちは４年生大学へ進学

し、今、学生生活まっただ中です。そんな彼らを見る

につけ、30年前に気分はタイムスリップ・・・ 

スマホはもちろんケータイやワープロも一般的ではな

かったあの頃、今に比べれば不便だったのかもしれま

せんが、だからこそ得られたものが沢山あったように

思います。今風にいうと『リア充』でしょうか。若い

時は気付かなかったけれど、何かを失うということは

何かを得ること、何かを得ることは何かを失うことだ

な、と。『リア充』な毎日ですか？ 
 

社保短23期保育科  小林 由美子 
 

卒業して26年。鹿児島には帰らず、ここ田川に残った

私にとって“福岡県立大学”はとても身近な存在で

す。13年前から、同窓会事務局のお手伝いするように

なり、先輩、後輩と接することがぐ～んと増え、様々

な面で刺激があります。2年に一度の同窓会総会は、

裏方として準備等大変なことが多いですが、会場で同

期の方々と楽しく過ごされている姿を見ると、もう少

ししたら、私の同期も集まれる時期に来るのかなと想

像しています。また、同期の集まりだけでなく、 

♪Sing Group ポテコ♪の集まりもしてみたいです。

 ポテスマ は、保育の現場でとっても役にたちま

した!! 

 

 

 

 

社保短10期社会福祉科  千々輪 恵 
 

親の見守りをしながらマイペースで仕事しています。 

いつもお世話になり、ありがとうございます。 
 

社保短12期社会福祉科  井上 久美子 
 

社保短を卒業して38年めになりました。時のたつのは

早いものです。仕事も何とか続いており、あと2年と

半年で定年を迎えます。家庭では息子（双子）たち

に、それぞれ2人ずつ子供もおり、今のところみんな

元気にすごしています。 

同窓会当日は仕事（休日出勤になりました・・・）が

あり、参加させていただくことができません。盛会と

なりますことを心よりお祈りします。 
 

社保短12期社会福祉科  徳永 裕美 
 

お疲れさまでございます。いつもありがとうございま

す。 

転勤族の主人だったのですが、福岡市内に落ち着くこ

とになりました。今回は同居している義母の介護で出

席できません。よろしくお願い致します。 
 

社保短13期保育科  大瀬 瑞穂 
 

折り紙講師研修会で大阪行きです。欠席です。すみま

せん。 

現在日本折り紙教会の講師資格をとって、姪の講師の

サポーターをボランティアでやっています。 

田川市に田川市ボランティアセンターが8月1日に開設

され、センター長を拝命しました。田川市の人口約5

万人のうちの1割、5000人がボランティアとして活躍

するまちを目指しています。現在4600人を超えまし

た。 
 

 

社保短13期社会福祉科  植野 俊司 

 

毎年、同窓会会報ありがとうございます。 

年を重ねる度になつかしくなり、投稿したくなり手紙

を書きました。 

【青春とは人生のある時期ではなく、心の持ち方を言

う】サミュエル・ウルマン 

今も青春の中を生きていますが、あの社保短の2年間

ほど青春の中にいた自分はいませんでした。それほど

悩み、不安を感じ、迷っていたと思います。あの頃の

ことが年を重ねる度になつかしく思い出としてよみが

えってきます。この思い出は私の財産であり、残され

た人生を強く生き抜く道しるべとなりました。同期の

みなさん、本当にありがとうございました。 

現在、私はNPO法人太宰府障害者団体協議会の方でボ

ランティア活動を行っています。 

そのような方々と共にこれからも地域にかかわってい

きます。 
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保養1期  中田 八重子様のご家族様より 
 

母は平成29年3月24日に他界いたしました。 
 
 

保養4期  神谷 トシ子 
 

趣味のクラブ活動（社交ダンス）の世話役を務め、毎

日元気に過ごしています。同窓会は所用の為、欠席さ

せていただきます。 
 
 

保養6期  太郎丸 澄子 
 

卒業して60余年になる。福岡市に保健師として67歳ま

で（34年間）子育てし乍ら懸命に働いたが、今では風

のように過ぎ去った感じで、振返ることも少なくなり

遠くになりました。が、2年程前、保健師時代の後輩9

名が会いに訪れ、昼食を共に楽しいひと時を過ごし嬉

しいことでした。 

退職後は山にはまり、日本百名山、九州百名山、宝満

山2000回、外国のキリマンジャロ、ネパールのカラパ

タール(5450ｍ)その他を登り、大自然の美しさにたく

さん感動を受けました。 

現在は、近くの立花山に週2回程度、山の空気を楽し

んでいます。また、コーラス、ピアノを継続し、心癒

されています。孤独が好きなので、独居し、近くに長

男、二男家族がそれぞれ居住しており、孫の成長を見

守り、感謝し乍ら、生涯自立を目標に生活していま

す。今のところ、何とか元気です。 
 
 

保養7期  猪俣 誠子 

 

今年は夫の没後16年にあたりますので、「猪俣彪17回

忌遺作展と親子三代家族のメモリー展」を田川市美術

館で6月6日～6月18日まで開催しました。私は、ステ

ンドグラス、嫁は陶器の動物のモチーフのランプ、孫

はデザイン画とそれぞれのジャンルの違う作品を展示

し、話題を呼びました。同時に美術館主催で大作を中

心に5月23日～6月25日まで「秘めたるメッセージ 

猪俣彪＋コレクションコラボ展」も開催され、相乗効

果で連日盛況でした。 

 

 

公衛看11期  中村 敏子 
 

卒業後30余年が過ぎました。今日、この会を退会させ

ていただきたいと思います。 
 
 

公衛看11期  香月 泰子 
 

久方ぶりの出席です。欠席が続き申し訳ありません。

体調を崩してはいますが、今年の会場が福岡市とわか

り頑張って3本足で出席します。 

又、看護学部同窓会が一本化されたことが分かり、心

から喜んでいます！！若くて活気ある卒業生の笑顔か

ら放たれるパワーを存分に吸収したいと思います。 

（同期生の皆さんへ。東京でのクラス会に出席できず

すみませんでした。） 
 
 

公衛看12期  深川 敬子 
 

高齢者施設の相談員、NPO法人保健科学総合研究会

（生涯現役をめざし知識技能をたかめる会）の理事、

高齢者施設の歌のボランティア活動等、多忙な日々を

過ごしています。 
 
 

公衛看14期   南里 照子 

 

福岡県の保健師業務を退職して、はや15年が経過しま

した。保健師業務に携わったことにより多くの出合い

があり、感謝しています。福大の調査研究で知り合っ

た友と「なでしこの会」をつくって、毎月楽しく天神

にて豪華ランチで盛り上がっています。ソフトバンク

頑張れ!! 優勝して福岡を元気にしよう。 
 
 

公衛看18期  備後 由喜江 
 

ご多忙の中、いつもご案内有難うございます。六本松

の学校を卒業後、早くも47年が過ぎました。振り返る

と数多くの方々の支援を受けて、元気に過ごせること

に感謝しております。昨年の熊本地震では、我が家も

半壊状態になり、現在、自宅建て替え（やっとの思い

で）中です。しかし、自宅を建てるなんて思ってもい

なかった事で、これまた家族（亡夫）、子どもたち、

友人の支えのおかげです。今後も地域の方々とも助け

合いながら元気で前向きに生きたいと思っています。 
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県看 保助科1期  上村 マサ子 
 

いつもたいへんお世話かけます。 

朝倉、日田 豪雨の被害に合われた方 お見舞い申し

上げます。こちらも暑い日が続いて、もう少しもう少

しと思って過ごす毎日です。今回、福岡市内で総会が

開かれると知り、近いので参加します。友人と会える

のを楽しみにしています。 
 
 

県看 保助科1期  倉住 玲子 
 

7月5日の大雨に対する水害お見舞いのお電話ありがと

うございました。元気にしています。今年で70歳にな

ります。ささやかですが、母乳育児支援として市町の

育児相談でおっぱいマッサージを続けています。1年

更新で頑張ります。 
 
 

県看 保助科2期  野口 久美子 
 

同窓会総会に参加するのを楽しみにしています。大所

帯になった同窓会のひとりひとりの会員さんをつない

で連携の輪を広げていけたらいいなと考えています。

私自身は、フルタイムで(公財)福岡労働衛生研究所で

元気に働いています。若い人のパワーを沢山いただい

て、幸せな時間を過ごしています。 
 
 

県看 保助科2期  倉西 邦子 
 

近くで家庭菜園を楽しんでいます。 

同窓会総会に参加したく思いますが、次回はと考えて

います。 
 
 

県看 保助科4期  浦部 和子 
 

総会の御案内ありがとうございます。卒業の母校も統

合のため無くなり、私自身も定年後、5年目を迎え、

同窓会と縁遠くなっています。 
 
 

県看 保助科5期  水尻 節子 
 

定年退職後の再任用ですが、保健師現役続行中です。 
 

県看 保助科6期  江島 恵美子 
 

陶芸を始め、作品がだいぶ増えています。友人等にも

らってもらったり、おしつけがましく差し上げたりし

ています。まだまだ・・・ですが「欲しい」と言われ

る様に楽しく作り続けています。 

数年後のクラス会に持参しようかと思いますが、なに

せ重いものですので全員分というわけにもいかず（か

えって迷惑かとも・・・）思案中です。「こんなのが

欲しい」というリクエストがあればお知らせくださ

い。ご希望に絶対にお応えする自信はありません

が・・・（全くありません） 
 

 

県看 保助科6期  原田 桂子 
 

卒業して42年になります。（あっという間でした。）

子供達も巣立ち、残りの人生を保健師教育に従事した

いと思い、今、国際医療福祉大学大学院博士課程 保

健医療学研究科看護学分野公衆衛生看護学領域の3年

になります。修了にむけて、論文では大変 苦労して

おり、月に1回のゼミ参加には上京しております。無

事に修了できましたら、来年 皆様とお会いしたいと

思います。 
 
 

県看 保助科7期  麻生 ヨシノ 

 

所用にて出席できません。残念です。 

現在趣味に仕事、一生懸命頑張っています。次の機会

を楽しみにしています。 
 
 

県看 保助科7期  宮本 敬子 
 

平成28年3月末に38年の保健士生活を終えました。定

年まで良くがんばったと思います。後半の5年間は久

留米市の職員として勤務し、いい経験になったと思っ

ています。 

今は自分のための時間に三分の一、家族のために三分

の一、地域のために三分の一をめざして!! 
 
 

県看 保助科8期  郡島 久美子 
 

篠栗町役場を定年退職し、その後民間病院で医療ソー

シャルワーカーとして再就職しました。ところが高齢

の母が健康に対する不安を訴え1年で退職し、現在、

介護と主婦業に専念しています。庭先で収穫した野菜

で佃煮など加工品を作って楽しんでいます。1年前か

ら3~4日ごとに甘酒を作り、毎日飲用しています。ま

た黒ニンニク作りにも挑戦しました。 

そろそろ終活も始めていますが、思い出の品が捨てら

れず困ったものです。子どもからすれば不動産や税金

以外はゴミかもしれません。 
 
 



県大1期社会学科  松永 郁子 
 

当番期県大1期の幹事及び準備に携わっている皆様お

疲れ様です。総会の御成功をお祈りいたします。 
 
 

県大2期社会福祉学科  山上 和宏・山上 尚美 
 

卒業してあっという間に20年経ちました。県大での学

生生活がとても懐かしく思い出します。福祉の現場

は、相変わらず大変で思い通りに行かないことも多々

あり、気持ちが折れそうになることもありますが、同

窓生のみなさんの奮闘を頭に浮かべ、私達も日々、利

用者様のために頑張っていきたいと思います。 
 
 

県大3期社会学科  大原 志保（旧姓梅崎） 

 

お久しぶりです。 

県大三期生同窓会報告拝読させていただきました。残

念ながら子育てと介護があり参加できませんでした

が、学生当時のことを振り返り懐かしく思いました。 
 
 

県大6期社会学科  盛永 真理（旧姓水ノ江） 
 

2006年に結婚し、二児の母となりました。 

 

 

県大17期社会福祉学科  井上 愛（旧姓田淵） 
 

ご案内ありがとうございます。いつもありがたく拝見

しております。所用のため、欠席いたします。申し訳

ございません。 
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県看 看護婦科1期  龍頭 久子 
 

元気にケアマネージャーとして働いています。ゆっく

りしたいと常々思っていましたが、年を取って仕事が

出来る事は幸せな事だと最近思うようになりました。 

 
 

県看 看護婦科5期  中村 史子 
 

ディサービスで高齢者の看護、介護で頑張っていま

す。ご利用者様の後を追いかける年齢になりつつあり

ますが、もう少しお世話させていただく方でお願いし

たいところです。 
 
 

県看 看護婦科5期  井本 邦子 
 

H27年3月で38年間の看護職から離れ、畑仕事と孫の

世話をしています。ボランティアとして社会教育委員

とヘルスメイトをさせて頂き、自分自身の学習の機会

になっています。昨年の地震で家も無事でしたが、あ

の揺れの恐ろしさは忘れられません。多少なりと地域

の中で看護の実践をすることになり改めて看護の大切

さを知り、今後も役に立てるようにと思います。皆様

方の多くのご支援ありがとうございました。日々生き

ている幸せを感じながら感謝して過ごしています。 
 
 

県看 看護婦科7期  中村 深雪 
 

第27回 同窓会総会のご案内ありがとうございまし

た。現在、親の介護世代であり、今回の総会に参加で

きません。事務局の皆様には申し訳ありません。 
 
 

県看 看護婦科7期  黒岩 都子 
 

昭和54年の卒業生です。看護職を続けています。平成

11年に訪問看護ステーションに異動し、早18年、現在

に至ります。昨年8月、定年を迎えました。色々な事

がありました。周囲の方々のお陰様でこの仕事を続け

てこられました。感謝の気持ちで一杯です。体力は

少々落ちておりますが、元気にがんばります！ 8月

27日の同窓会で友達に逢えることを楽しみにしていま

す。 
 
 

県看 看護学科31期  下川 一江 

 

近所のデイサービスでパート勤務をしております。 
 
 

県看 保健婦科1期  田中 忍 

 

大変お世話をおかけしております。 

ありがとうございます。 
 

 

県看 保健婦科7期  賀村 悦子 
 

大野城市役所こども健康課で、26名の職員と一緒に、

親子の健康づくりや子どもたちの人権を守るためにが

んばっています。 

同窓生の皆様となつかしい友達と再会し、楽しい時間

を過ごせるのを楽しみにしています。幹事の皆様、い

ろいろな準備、お忙しい中、本当にありがとうござい

ます。 

残暑きびしい毎日です。皆様のご健勝をお祈り申し上

げます。 
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松美会4期生 祝傘寿  

保母養成所4期 月脚雅子 

 

保母養成所を卒業して60年になりました。各自いろん

な人生を過ごしてこられ、早や傘寿の年を迎える事に

なりました。筑後の方々が発起人で昨年、平成28年10

月31日(月)に、西鉄久留米駅前の梅の花という料亭で

集まることになりました。18人の出席でした。殆どの

人は足腰が悪いながらも、元気でお会い出来て良かっ

たです。お話を始めたら学生時代にタイムスリップ

し、若さを一瞬でも取り戻した気分でした。また、そ

れぞれの近況報告では昔なら成績自慢でしたが、今は

病気自慢になってしまいました。でも、こうして楽し

い時間を持てた事に感謝しながら、また会える日を楽

しみに家路につきました。 

社保短8期社会福祉科クラス会報告 
（2017年8月27日～28日） 
社保短8期 芳賀 郁子 
 

総会当番期に合わせて、25年ぶりのクラス会を開き

ました。5期の先輩方が前回の同窓会に大勢集まり盛

り上がっていたのをみて、私たちもと今年初めから準

備を始めました。この間、4名もの訃報に接し、更に

クラス会を！との思いを強くしました。事務局と連絡

を取る中で、参加票にクラス会の案内を入れてもらえ

て助かりました。優しい社保短精神は、事務局に継承

されていると実感です。 

不慣れなパソコンでの近況報告と名簿作りに悪戦苦闘

する様子に、夫が卒業アルバムの顔写真をスキャンし

印刷してくれました。これは、40年ぶりの再会でも

顔と名前が一致するとみんなに好評でした。 

クラス会の始まりは、写真撮影から！みんないい笑顔

です。近況報告と学生時代の思い出をそれぞれ話して

もらっているうちに気分は二十歳です。ありえない寮

の話やあぶない下宿生活、部活動、バイト経験、体育

祭や文化祭、厳しかったプール指導、資料持ち込みが

記述式で役に立たなかった試験の話等・・・・まさ

に、私たちの青春がありました。永眠された友の娘さ

んからのお手紙を一部披露して、お返事を書いてもら

うことも出来ました。みんなに連絡を取ることを目指

していた幹事代表は24名もの参加に嬉し泣きです。 

宿泊する和室に移動しての二次会には、東京帰りに直

行した着物姿の友の顔もありました。そこでも学生時

代の思い出話が中心です。夜中の12時、やっとお開

きになりました。 

翌日の朝食では、今の生活、現役でバリバリ活躍して

いる様子など面白い話が聞けました。いろんな人生が

あるなあと、感じます。遠方に帰る友の見送りに博多

駅に出て解散しました。 

心地よい疲れと共に、明日への活力をいただきまし

た。これからも、日々の生活を大切にしながら、ま

た、集まりましょう。それまで、お元気でね、ごきげ

んよう！ 

大学院12期人間社会学研究科 

社会福祉専攻 鎌石 佐織 
 

13年目の主任介護支援専門員として、在宅医療・介護

保険相談センターで勤務しています。地域包括ケアシ

ステムの構築に向けて地域ケア会議やインフォーマル

サービスでの開拓等介護保険制度に留まらない多様な

活動や連携が必要になってきました。私生活では、4

歳の娘の子育てと母親の介護もあり、現在、下関での

生活ですが、体調管理しながら誰もが住み慣れた地域

での生活が実現出来ますように、専門技術を磨いてい

きたいと思っています。 

県大18期人間形成学科  林田 今日子 

 

昨年、熊本地震にて被災し、転居しておりました。 
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社保短12期社会福祉科クラス会報告 
 

社保短12期 吉丸あけみ（旧姓：松尾） 

 

今夏、8月27日(日)に開催された県立大学同窓会総

会。その日に併せてクラス会を開催しました。昭和

55年に福岡県社会保育短期大学社会福祉科を卒業し

た私たち。卒業以来38年ぶり10名が集まって近況報

告や学生時代の想い出話に花が咲きました。中には

東京・宮崎・大分・山口など遠方から駆けつけてく

れた人もいてありがたいことでした。 

私達が社保短を卒業する頃はまだまだ女性の社会進

出が進んでない時代。これという資格も取得できな

かった社会福祉科学生でしたが、現在、障がい者や

高齢者福祉関係で働いている人が多くいたのは意外

でした。また、兼業で農業を営んでいる人や配偶者

の転勤に伴って何度も引っ越ししてきた人の話、子

どもや孫の話などを聴き、一人一人がそれぞれの道

を歩いて今があるのだなーと感じました。何せ、20

歳前後で卒業し、その倍近くの年月が経っているの

ですから… 

盛り上がった学生の頃の話では、社保短特有のホー

ムの想い出。（社保短以外の人へ説明：担当してく

ださる先生の名を冠した「○○ホーム」、部活動の

部室のような教室でそこには1・2年生がそれぞれ7

～8人ずつ所属し自由に過ごせるというもの、不安

がいっぱいの新入生の頃には安心できる場所であ

り、頼りになる先輩や楽しい仲間と過ごせる場所で

した。ここだけの話、私が所属していた大里ホーム

ではストーブの上でぜんざいを作って食べたりもし

ていました。）講義では、桧垣先生の対馬伊奈の村

落調査や小関先生の自閉症児の療育キャンプなどに

参加した時の想い出などをなつかしく、また当時は

知らなかった「実は・・・・・」の話も興味深く聴

くことができました。この年になると、またすぐに

忘れてしまうのですが。 

楽しい時間もあっという間に過ぎ、またの再会を約

束して別れましたが、遠くからのメンバーは一緒に

宿泊し、翌朝ブランチをしてそれぞれ帰路についた

とのこと。次は1泊で集まるのもいいなと思いまし

た。今回残念ながら参加できなかった級友も次回は

ぜひご一緒に！！そしてお元気で！！ 

 

7 人の同期会 

社保短15期 保育科 小林英子(旧姓 井上) 

 

去る8月27日、福岡市近郊に住む友に声を掛け、7人

で同期会を開催しました。 

卒業以来、30数年振りの顔もありましたが、一瞬に

して当時に戻れ、色々な話の花を咲かせることが出

来ました。 

皆、それぞれの道を懸命に歩いている・・・。社保

短生は、やっぱり志が高いのか?! 同窓会に参加す

るたびいつも多くの刺激を受けています。 

定年退職まで残り数年と楽な生活を指折り数えてい

た私は、皆の「新たな一歩」を聞いて、忘れていた

ものを思い出しました。人生終わるまで「挑戦」な

んですね。何歳からでも新たな一歩を踏み出せるん

ですね！漠然と過ごすのではなく、まずは日々の小

さな一歩から始めようと思いました!! 

60歳で盛大な同期会を開催したいと思っています。 

たくさんの「笑顔」に会えることを楽しみにしてお

ります。 

 

 

県大同窓会in八仙閣after同期会 

15期保育科 
 

社保短15期 秋元裕子 

2017.8.27(日) 

 

県大同窓会に合わせて同期会を計画した期がいくつ

もあった様で代表で同窓会に出ました、同じテーブ

ルに2組(2人ずつ)いました。私もその一人でした。

同窓会への出席は少ないものの、看護学部同窓会合

流が実現して、懇親会はなかなかの盛り上がりでし

た！ 

さて、15期保育科は博多駅そばの「しらすくじら」

に集合。集まったのは市内や近郊の7名でしたが、

公立の園長先生を10年やっている人、4月から園長

をする人、リタイヤして専業主婦を始めた人etc、そ

れぞれの人生の話etc・・・。「県人会したいね

～！」や「5年後の還暦は盛大に集まりたいね」な

どと話しました。話の花が咲き放し(？)で4時間が

あっという間に過ぎ、それぞれの家路へ向かいまし

た。 

 

県大三期生同期会報告 
                                      

県大3期社会学科  安田 淳 

 

平成28年8月13日(土)、博多区のレストランで、福

岡県立大学三期生の同窓会を開催しました。卒業か

ら18年ほど経ち、皆40代にさしかかった頃合での初

開催でした。お盆の忙しい時期にも関わらず、36人

の同窓生が旧交を温めました。 

学生生活を思い起こせば、入学当時はインターネッ

トも携帯電話も普及しておらず、入学するまで大学



 

サークル紹介 
 

私たち硬式テニス部は、水金土日曜日に、平

日も休日も午後1時からテニスコートで練習を

行っています。テニス経験者から初心者まで

あらゆる人が楽しくテニスができるように活

動し、また自身の能力を高めるべく一人ひと

りが意識しながら上達を目指しています。北

九州市で、春と秋の年2回開かれる北九州・下

関インカレに毎回参加しています。また、毎

年5月に筑豊ハイツ・筑豊緑地で開かれる飯塚

国際車いすテニス大会には、近隣の大学と合

同でボランティアとして参加しています。と

ても大きな大会で、世界中から多くの有名選

手が集まってくる大会です。 

部としての活動は、日々の練習や合宿、秋興

祭の出店などでイベントのたびに部員一丸と

なって協力するため、部員同士とても仲良く

和気あいあいとした

雰囲気で活動してい

ます。部活動は強制

参加というわけでは

なく、自分が「テニ

スをしたい！」と思

うときに参加するこ

とができる自由度の

高い部活です。  

★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。 

の情報や雰囲気を知りうることは難しく、期待と不

安が混在していたのを思い出します。大学も県立大

学としてスタートして3年目で、まだまだ4年制の大

学としては発展途上だったように思います。それゆ

え、1期生や2期生の先輩方と一緒に、良くも悪くも

自分たちで創りあげていく醍醐味を味わえた4年間

でした。そんな学生生活をともに過ごした旧友との

再会は、とても温かいものでした。乾杯のあとは懐

かしい話題が18年間の空白を塗りつぶしていき、語

りつくせぬうちに閉会となりました。 

最近はSNSなどで、例えば知人の夕飯まで知ること

ができますが、私たちの場合「卒業以来、初めて顔

を合わせる」ケースも多く、まずは顔と名前をリン

クさせるところからでした。卒業から現在まで、お

互いの人生を視聴していなったからこそ、同窓会の

意義は大きいものだと思いました。そして、すぐに

当時の雰囲気に戻れる関係は、同級生が150人ほど

の小さな大学で多くの時間を共有した我々の強みな

のかもしれません。また、同窓会にありがちな自慢

話や噂話がなく、お子様連れで出席している友人を

多くの人が気にかけてみんなで過ごしやすい空気を

作ってくれていたのも、県立大学ならではのカラー

だと思いました。それは同期だけでなく、先輩、後

輩との関係にも言えることで、同期会の直後に開か

れた1期生〜3期生の合同同窓会も大変楽しく、濃密

な時間となりました。 

今回、残念ながら参加できなかった方からも、次回

開催を望む声も多く、時期を変えて開催したいと思

います。 

今回は卒業アルバムに記載されている古い住所や電

話番号に連絡を入れ参加者を募ったのですが、今回

の同窓会を機に連絡が取れる方も増え、また次回新

たな顔ぶれの参加もありそうです。       

そんな楽しみを心のどこかに置きつつ、くれぐれも

お体に気をつけて、また元気な姿で会いましょう。 

                                

【平成28年8月17日報告】 
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下記の方々より同窓会活動への寄付が寄せられております。お名前を掲載

するとともに、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。ありがとうございました。

（敬称略） 

2016年6月10日～2017年10月10日現在      168名606,722円 

  

福岡県立大学・福岡県立大学大学院 

社会福祉学科1期 栗山 勝行 

社会学科2期 冨永 将介 

社会学科2期 前田 誠太郎 

社会福祉学科2期 山上 和宏 

社会福祉学科2期 山上 尚美 

人間形成学科3期 大島 聖子 

社会福祉学科4期 栗山 真紀子 

人間形成学科4期 匿名 

社会学科5期 石川 仁美 

人間形成学科8期 佐藤 彩子 

社会学科10期 新山 佳奈子 

人間形成学科10期 深川 めぐみ 

社会福祉学科18期 匿名 

看護科7期 千々和 由香 

看護科11期 杜 舞 

生涯発達専攻科7期 松岡 和利 

総会募金箱 総会会場にて 

福岡県立保母養成所 
1期 豊野 愛子 
2期 井上 壬子 
2期 村上 みさ枝 
2期 佐山 幸子 
2期 田上 久美子 
3期 匿名 
3期 勝間 信子 
4期 月脚 雅子 
4期 北川 伸子 
4期 川村 千佐子 
4期 糸 静子 
5期 中島 晧子 
6期 福井 尚子 
6期 高田 末子 
6期 西 洋子 
6期 矢津田 克子 
7期 森光 千佐子 
8期 松田 スマ子 
8期 石井 紀子 
9期 養成9期の皆様 
9期 足立 宗子 
9期 眞野 征子 
9期 工藤 美智子 
9期 山脇 光子 
9期 上田 ヤス子 
9期 大塚 紀子 
10期 日比 堯子 
12期 吉田 桂子 
13期 舟越 陽子 
13期 後藤 敦子 
13期 寺﨑 和子 
13期 清水 紘子 
14期 野坂 留美子 
14期 松野 トミ子 
15期 匿名 
15期 靏川 登美子 
15期 清水 幸子 

社会福祉科5期 深蔵 和子 
保育科6期 篠﨑 順子 
保育科6期 中村 みち子 
保育科7期 森本 優子 
社会福祉科7期 松岡 奈保子 
保育科8期 藤川 一代 
保育科8期 久保山 美恵子 
社会福祉科8期 匿名 
社会福祉科8期 黒木 松美 
社会福祉科8期 竹野 昭子 
社会福祉科8期 浅岡 悦子 
社会福祉科8期 隅川 美代子 
社会福祉科8期 松田 環 
社会福祉科8期 松本 淳子 
保育科9期 田代 田鶴子 
社会福祉科9期 井福 寿子 
社会福祉科9期 吉村 千春 
社会福祉科9期 白水 智子 
社会福祉科10期 濵﨑 清香 
社会福祉科10期 青木 敦江 
社会福祉科10期 藤田 優美子 
社会福祉科12期 重石 多鶴子 
社会福祉科12期 井上 久美子 
社会福祉科12期 徳永 裕美 
社会福祉科12期 釜﨑 千鶴子 
社会福祉科12期 山岡 寿 
保育科13期 大瀬 瑞穂 
保育科14期 立花 ゆかり 
保育科14期 平野 美代子 
社会福祉科14期 田中 智子 
保育科15期 左 広美 
社会福祉科15期 秋枝 いをり 
社会福祉科16期 川口 奈津子 
保育科17期 森永 真寿美 
社会福祉科17期 中村 直子 
保育科18期 匿名 
社会福祉科18期 柴田 尚子 
社会福祉科19期 西嶋 裕子 
社会福祉科20期 三浦 緑 
保育科22期 林 由美 
保育科23期 小林 由美子 
社会福祉科23期 牛島 好 
保育科24期 匿名 
社会福祉科25期 大西 美佳子 

11期 寺澤 美和子 
11期 香月 泰子 
14期 南里 照子 
16期 外山 和子 
17期 故垣内 春子様のご主人様 
18期 猿渡 美智代 
18期 備後 由喜江 
福岡県立看護専門学校 
保助1期 上村 マサ子 
保助1期 山本 サヱ子 
保助1期 田代 孝江 
保助1期 宮石 照代 
保助1期 井上 博子 
保助2期 野口 久美子 
保助3期 匿名 
保助3期 馬場 芳子 
保助4期 宮沢 操 
保助4期 浦部 和子 
保助7期 麻生 ヨシノ 
保助8期 郡島 久美子 
看護1期 龍頭 久子 
看護2期 野田 洋子 
看護2期 廣永 泰子 
看護3期 山田 和子 
看護3期 匿名 
看護4期 石橋 久美子 
看護4期 枝元 京子 
看護5期 南 光子 
看護5期 小寺 一恵 
看護5期 荒巻 弘美 
看護7期 横手 綾子 
看護7期 中村 深雪 
看護7期 黒岩 都子 
看護7期 西 利江子 
看護7期 山口 由喜 
看護8期 匿名 
看護12期 山中 真理子 
看護13期 石田 雅子 
看護14期 井口 比呂美 
看護17期 山口 裕美 
保健2期 丸山 ヒト恵 
保健4期 小泉 孝子 
保健6期 平田 里香 
保健19期 奥村 優貴 
助産7期 山口 真実 
助産20期 倉重 潔子 

福岡県立保健婦養成所  
1期 牟田 チセ子 
1期 田中 銀子 
2期 小松 弘子 
3期 丹 以久代 
7期 土肥 佳子 
7期 渡辺 善子 
8期 伊藤 多喜子 
10期 石橋 照子 
10期 箕輪 尚子 

福岡県社会保育短期大学  
保育科1期 柳井 えつ 
保育科1期 宮崎 敏子 
社会福祉科2期 匿名 
保育科3期 桜井 陽子 

社会福祉科3期 
故寺崎 久美子様の 
ご主人様 

社会福祉科3期 榊 京子 
社会福祉科3期 肘井 政厚 
社会福祉科3期 平田 恵子 
社会福祉科4期 入江 和子 
社会福祉科4期 小川 歩子 
保育科5期 七条 悦子 
社会福祉科5期 日高 尚子 
社会福祉科5期 馬場 豊美 
社会福祉科5期 匿名 
社会福祉科5期 匿名 
社会福祉科5期 鬼木 八重子 

福岡県立公衆衛生看護学校  
11期 香山 充子 



県立看護専門学校 保健婦助産婦科2期 

 

野口久美子さん 

 

2017年(平成29年度)日本看護協会 

会長賞受賞  

 訃 報 (平成29年7月以降の連絡分) 

 
追悼：謹んでお悔やみ申し上げます。 
 
渡辺 マサ子 保健婦養成所6期 
 H.24.2.5 逝去 
 
仲上 富美子 社会保育短期大学6期  
 H25.7.23 逝去 
 
寺﨑 久美子 社会保育短期大学3期  
 H.26.8.23 逝去 
 
岩竹 甚次郎 県看事務職  
 H.27.12.30 逝去 
 
長野 忠子 保母養成所4期   
 H29.1.9 逝去 
 
中田 八重子 保健婦養成所1期  
 H.29.3.24 逝去 
 
関 圭子 保母養成所2期 
  
片平 由美子 社会保育短期大学17期 
 
遠藤 葉末 保健婦養成所2期 

(敬称略) 

★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または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。 

幹 事 交 代 
  

保母養成所9期 仲道 輝子 → 上田 ヤス子 

 

このたびの平成29年7月九州北部豪雨で亡く

なられた方々や被災されました方々に、心から

お悔やみとお見舞いを申し上げます。また、被

災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げ

ます。 

第27回総会で、同窓会で何ができるかという

ことを考え、九州北部豪雨に関する募金を集め

ることといたしました。 

集まった募金先につきましては今後検討してい

きます。募金状況や募金の送金先につきまして

は同窓会のホームページや次回の会報等で報告

いたします。 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

募金の期間：平成30年(2018)3月31日まで 

募金の方法：同封の振込用紙でお願いします。 

  金額を明記してください。 

 

なお、募金をしていただきましたお名前は会報

等での掲載は致しませんのでご了承ください。 
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四役会を開催しました 

 
新四役会を平成29年(2017)10月5日、午後6時

から8時まで県立大学内の同窓会室で開催しま

した。組織の充実や同窓会館の件、財務に関す

ることや広報に関することについて副会長の役

割分担を決めました。 

年会費納入の対応について、また同窓会館の今

後の進め方について協議しました。 

それらの内容については幹事会や総会で報告し

協議していきます。経過についてはホームペー

ジでお知らせします。 

また、同窓会会則第13条に基づき事務局員の

委嘱がありました。 

事務局長 肘井政厚  (社保短3期社会福祉科) 

事務局員 林 由美  (社保短22期保育科) 

事務局員 小林由美子(社保短23期保育科) 



第26回秋興祭実行委員会 

  実行委員長 加藤 優花 

        （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、 

「紡～ぼくらの糸で織り成す輝跡～」 

11月11日・12日に26回目の秋興祭を迎えます。私た

ちが今年も大学祭を実行できるのはこれまで25回の秋

興祭の歴史と実行委員の汗と涙、そしてご来場くださ

るお客様、ご協力してくださる皆様のおかげだと思っ

ております。そのすべての皆様の思いの糸と今年の秋

興祭実行委員の思いの糸とを紡いで、また新たな足跡

を残せるよう、そしてそれがこれからも繋がっていき

ますように、との願いが込められています。当日は楽

しい企画とたくさんの出店がございます。この2日間

が皆様にとって良い思い出となりますよう、そして皆

様を笑顔にする秋興祭を作り上げられるよう、これか

ら実行委員一丸となって日々努力してまいります。多

くのご来場を心よりお待ちしております。 

 

今年のお笑いライブゲストは 
11日土曜日 

 11：05～ 

   NON STYLE石田、だんごばーな 

 16：00～ 

   コロコロチキチキペッパーズ、だんごばーな  

12日日曜日 

 15：00～ 

   トータルテンボス、どんぴしゃ  

 16：30～ 

   スリムクラブ、どんぴしゃ  
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<退職された先生> 平成28年度退任 

 中藤 洋子 （人間社会学部 准教授） 

 平林 恵美 （人間社会学部 講師） 

 佐藤 香代 （看護学部 教授） 

 田中 美智子（看護学部 教授） 

 村田 節子 （看護学部 教授） 

 宮園 真美 （看護学部 准教授） 

 生駒 千恵 （看護学部 助教） 

 吉村 美奈子（看護学部 助教） 

 青野 広子 （看護学部 助教） 

 第26回秋興祭（11月11日・12日）当日、同窓会

ブースへお立ち寄りの同窓会会員（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30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のみで使えます。2日

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。 

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：0947-42-2777 
E-mail:office@fpu-alumni.org 
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現在、会報編集は会員の皆様よりいただいた原稿を

事務局で編集し四役または幹事会で会報発行の承認

を経て、データを印刷業者で印刷し事務局で発送し

ています。寄稿者の氏名、卒業期は、名簿と原稿を

擦りあわせて校正を繰り返し行っております。気づ

かれました誤植、訂正箇所などがありましたら事務

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いたしますが、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、四役会や幹事会で検討

する場合もあります。 

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29号は平成29年3月の県立大学新卒者と平成29

年度会費納入者のみとなっております。宛先不明で

返送される場合もありますので、同窓会事務局への

住所登録にご協力いただきますよう、同期の方へお

声かけください。よろしくお願いいたします。 

なお、ホームページをリニューアルしています。学

生時代の写真をお持ちの方がいらっしゃいました

ら、同窓会事務局までご連絡ください。 

EmailアドレスとホームページのURLを

変更しましたので登録をお願いします。 


