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平成30年(2018)3月16日に281名の卒業生が同窓会の仲間になりました 

県立大と福岡天神との間に 

西鉄直行バスが運行されています 

所要時間 最短 約88分 
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会長  野口久美子 

  （看護専門学校保助科2期） 

 

 夏本番です。毎日暑い日が続

き、肌で地球温暖化の余波を感じ

る今日この頃です。 

同窓生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。 

昨年は、多くの災害にみまわれ、身も心も凍る思

いがしました。まだまだ復旧復興に向けて、日々取

り組みにご苦労されておられる皆様に心よりお見舞

い申し上げます。同窓会としても微力ながら募金活

動に取り組ませていただきました。今年は穏やかな

年であってほしいと願わずにはいられません。 

福岡県立大学同窓会会長に就任して、初めての幹

事会が平成30年5月27日に開催されました。遠く大

分県や熊本県や佐賀県から一日がかりで、交通の便

の悪い田川まで出席して頂き、そして貴重なご意見

をお寄せ頂き感謝申し上げます。同窓会に対する一

途な思いを語って頂き身の引き締まる思いがしまし

た。又、一方では、幹事の皆様から高齢に伴う親の

介護問題や自分自身の高齢に伴う健康問題も語ら

れ、これからの幹事会のあり方も検討しなければと

思いました。 

今まで福岡県立大学看護学部同窓会との同窓会一

本化に向けて、多大なるエネルギーを注ぎ、やっと

実現いたしました。「さあこれから本来の同窓会活

動が出来るぞー」と自分自身を奮い立たせておりま

すが・・・・同窓会の運営状況をみますと看護学部

と統合できたにも関わらず会費は増えていない状況

です。会費納入者は1,000人前後で推移していま

す。今後どのようにして会費納入率を上げるか直近

の課題であります。どうぞ、会員の皆様が、おひと

りおひとりにお声かけして頂き口コミで少しでも会

費納入率改善に向けてお力添えを頂ければ幸いで

す。まず充実した同窓会活動を推進するためにも財

源の確保は大切な要素です。 

平成25年度より会費納入時に、同窓会活動への寄

付金として募らせていただいたところ、5年間で述

べ510名の方に1,608,592円の暖かい寄附をいただい

ております。誌上をお借りいたしましてお礼申し上

げます。これからの同窓会活動費として大切に使わ

せていただきます。 

現在同窓会事務局職員3名が同窓会繁栄の為頑

張って週3日業務にあたって下さっていますが、事

務室も手狭になり、今後同窓会館の建設が平成29年

8月に開催された総会においても議題になっており

ました。今回初めて37公立大学へアンケート調査を

実施いたしました。この調査結果につきましては、

幹事会にて、ご報告させていただきました。同窓会

ホームページにもアップいたしますので是非アクセ

スして下さい。この調査結果のみで同総会館を建設

するかしないかの結論を出すのは難しい状況ですの

で、更に詳しい調査を実施し情報収集と分析に努め

たいと考えております。先の幹事会において同窓会

館は是非、木のぬくもりを生かし人にも環境にも優

しい木造建設で取り組んでほしいとのご要望もいた

だきました。皆様のご意見を大切に四役会でも財政

面からもシュミレーションしながら更なる検討を進

めてまいります。本格的に見通し等たてば、同窓会

館建設プロジェクトチームの設置等も必要かと思い

ます。情報の共有化もホームページや会報にてその

都度発信していければと思います。どうぞ遠慮なく

ご意見ご要望等お寄せ下さい。 

今後、同窓会として縦糸と横糸をしっかりと紡

ぎ、先輩後輩のつながりをより強固なものにし、こ

ころを寄せ合える同窓会活動の展開を考えていきた

いと知恵を絞ってまいります。 

益々お元気で、雨にも負けず風にも負けず、夏の

暑さにも負けず、熱中症にも負けずしっかり水分補

給して、同窓会会員として更なる活動躍進に向けて

皆さんのエネルギーを結集して頂ければ幸いです。

今後ともご指導ご鞭撻を宜しくお願いいたします。 

 

   

  

                       

役員紹介 

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） 

副会長：杉本眞佐子 

（福岡県立保母養成所15期） 

副会長：村島京子 

（福岡県社会保育短期大学保育科11期） 

副会長：郡谷忠士 

（福岡県立大学社会福祉学科1期） 

会計監査： 

石本光輝（福岡県立大学人間形成学科2期） 

永井尚子（福岡県立大学社会福祉学科2期） 

福岡県立大学同窓会会報 



Page 3 

<退職された先生> 平成29年度退任 

 田中 哲也（人間社会学部 教授） 赤司 千波（看護学部 教授） 

 平部 康子（人間社会学部 教授） 水野 邦太郎（人間社会学部 准教授） 

 大島 操（看護学部 講師）       佐田 佳子（看護学部 助教）       柴北 早苗（看護学部 助手） 

     福岡県立大学看護学部 

学部長 尾形 由起子 

 

 本学の前身看護専門学校は昭和

20年に設立され、平成15年に発展

的改組として福岡県立大学看護学

部が誕生しました。その時代その

時代の将来を見据え、看護の未来

を切り拓く看護職を育ててこられています。 

この春90名の卒業生をおくり、看護学部では平成

18年3月から累計卒業生者数1000名を世に送り出し

ました。10数年前に卒業した学生は、中堅者として

後輩の育成に当たっている方として成長していると

思います。本学部の教員数は60名と西日本でも多

く、きめ細やかな教育実現してまいりました。学生

と教員との距離が近いことも本学部の特徴であり、

看護の現場に出たときにはモデルとなる教員の姿を

目に浮かべることも多いのではないでしょうか。 

今日の日本は超高齢少子社会であり、対象が抱え

ている個々の課題は多様化し、看護職者にはより高

い専門性が求められています。学術的な幅広い知識

を兼ね備えた心ある看護職に育ち、患者さんや共に

働く多職種のみなさんに可愛がられ、諸課題に協働

して立ち向かうチームができる看護職に成長しても

らいたいと願っています。 

現在、文部科学省が掲げるコアカリキュラムに向

けて、4年間の教育の見直しを行っています。看護

職として自身でプロフェショナルを育て世の中でそ

の力を発揮できるよう、教員全体でカリキュラムを

練っているところです。その内容、教員間の連携を

強め重複を減らし、時代の要請に応じた強化科目の

増設し、1年次から4年次までの教育内容の有機的な

連携強化を図ることです。プロフェショナルな視点

を育てるための「看護倫理」や危機的状況におかれ

た現場の中で看護を提供できるよう「災害看護学」

の導入を考えています。さらに、地域の包括ケアの

しくみを作ることへ寄与できる教育を始めたいと考

えています。大学院では、博士課程前期12名を定員

に4つの研究科コースと2つの専門看護師コースがあ

ります。看護学部・研究科を卒業・修了した学生が

みなさまのお傍で励んでいると思います。どうぞ、

温かく見守り育てて頂きますよう心からお願いいた

します。 

福岡県立大学人間社会学部 

学部長 上野 行良 

 

 同窓会の皆様こんにちは。本年

度から学部長になりました上野で

す。なぜ私なんぞがここに出てく

るかと言いますと、立派な人たち

がみんな定年退職してしまうから

です。昨年度、田中哲也先生を送り、本年度は細井

先生、ハオ先生、田代先生、福田先生が退職されて

しまいます。先生方と個人的にお会いする習慣をお

持ちでない方はぜひ先生方が退職される前に大学に

来てお会いされることをお勧めします。特に細井先

生は社保短時代に教鞭に立った最後の教授になりま

す。あとは当時附属幼稚園の先生だった中藤先生が

社保短時代の伝説を創作して語っても誰も本当か嘘

かわからない状態になります。ぜひ昔の話を聞き置

いていただきたいと思います。 

 ところで人間形成学科では本年度より公認心理師

受験資格が取れるカリキュラムになりました。岩橋

先生や吉岡先生が中心に頑張っていただきました。

岩橋先生は心配が重なり不眠を訴えていました。 

その中で感動したのは、実習先を探すのに当たり、

多くの同窓生たちが協力してくださったことでし

た。病院に、福祉施設、更生施設どこにでも卒業生

がいて、口をきいてくださり、実習担当者にもなっ

てくださいました。本当に、立派な卒業生たちが

いっぱいいるのだなと実感できる出来事でした。 

これは象徴的な出来事でしたが、普段から同窓生の

方々と出くわすことが多く、皆さん立派になられて

いて頭が下がる思いです。 

先日も意外なところで同窓生にお会いしました。家

の近所のスタバの副店長として卒業生が赴任してき

たのです。思いの外、嬉しい出来事でした。しかも

初めてそこのコーヒー講座に参加すると彼がたまた

ま講師でした。教え方も上手で、私が鼻高々でし

た。サインまでもらった。 

ということでそこら中でこの話をしています。 

これからも皆さんの立派なご活躍を耳にし目にする

ことを期待しています。 

「県大の誇りは学生だけ」というのが教員たちの口

癖です。 

福岡県立大学同窓会会報 
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  訃 報  
   (平成29年10月以降の連絡分) 
 
 
 追悼：謹んでお悔やみ申し上げます。 
 

  中村 あけみ 公衛看19期  

     H25年1月14日 逝去 

 

  久保 智津子 養成6期 

   H28年12月24日 逝去 
 

  菅原 律子  県看看護婦科3期 

     H29年9月29日 逝去  
 

  梅崎 清子  養成6期      

     H29年11月9日 逝去 

 

  井上 すみ子 養成3期       

     H30年3月19日 逝去 

 
(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。 

平成30年5月27日日曜日13時より、福岡県立大学附属

研究所1階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：30名 

 保母養成6名、社保短11名、県立大学1名 

 保健婦養成2名、公衛看2名、県立看護8名 

内容： 

１、会長挨拶 

２、報告事項 

（１）大学近況 

（２）事務局近況及び連絡 

（３）年会費納入状況 

（４）同窓会活動への寄付金について 

（５）北部豪雨支援について 

・送付先： 

  日本赤十字社平成29年7月5日大雨災害義援金 

３、議題 

（１）同窓会会報第30号発行について 

・発送対象：年会費納入者、 

      平成28年度・29年度卒業生 

・発行部数：2500部   

（２）同窓会活動のアンケートのまとめについて 

（３）今後の同窓会活動の課題 

・今後の同窓会活動について、先輩、後輩がつながっ

ていくような活動は何か、等意見交換をしました。 

（４）平成31年度（2019年度）同窓会総会及び懇親

会について 

・日時：2019年8月25日（日） 

・場所：北九州市内（駅周辺で検討中） 

・参加費：上限7,000円  学生参加費：1,500円 

 子どもはお子様ランチ1,000円（昼食代徴収） 

・当番期：福岡県立保母養成所 5・6期 

     福岡県社会保育短期大学 9・10期 

     福岡県立大学 2・12・13・22・23期 

     福岡県立保健婦養成所 8期 

     福岡県立公衆衛生看護学校 18期   

     福岡県立看護専門学校：保助 8期 

          看護 8・18・28期、 保健 8・18期   

          助産 15・16期 

（５）今後のスケジュールについて 

・同窓会会報第30号発行 

・秋興祭：平成30年11月17日（土）18日（日） 

（６）その他 

・ホームページについて       15時15分閉会 

 

議題審議終了後、一言アピールを行い、幹事の方との

交流ができまし

た。学生アルバ

イトからの質問

に幹事の方から

の回答もあり、

貴重なお話が聞

けました。 

梅崎清子様は保母養成所卒業後、福岡県立若

久緑園に勤務しておりましたが、結婚後退職

されました。明朗で可愛い話し方が魅力的な

女性でした。大病を乗り越え、2人の息子さ

んを育てあげ、今はご夫婦2人で近くに住む

子供さんや孫さんたちと幸せな日々を過ごさ

れていました。電話で、「来年は80歳よ！元

気にして80歳の同期会をしようね！」と私に

ハッパをかけ張り切っていましたのに…。 

ご冥福をお祈りいたします。   
           

養成6期幹事 矢津田 克子 
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養成6期 矢津田 克子 
 

保母養成所6期の皆様、お元気ですか。私が幹事

を引き受けて30数年になりますが、ここ10年余

りは幹事会は欠席で役目を果たさずに過ごして

おります。来年、2019年の総会は当番期となっ

ております。皆様80歳過ぎとなり、一年後の健

康状態は不安なところでございますが、元気で

参加できる方がおられましたら、同じく元気な

同期の方とさそい合って参加して下さい。決し

て、無理はなさらないで下さい。では、皆様、

お身体に気をつけてお過ごし下さい。 

 

養成8期 広瀬 須代子 
 

平成29年10月14日、8期会が天神に集まりまし

た。今回も西さん、石井さん、樗木さんのおか

げです。ここに西さんからのお便りを書きま

す。 

『喜寿の8期会 ご参加ありがとうございまし

た。おかげで楽しく過ごせました。77才とは思

えないはつらつとしていて嬉しかったです。村

上先生(ハゲちゃん)が「8期生はバラバラだが何

かあると急にまとまるな」と言われていたこと

を思い出します。いつまでも気持ちは若々しく

していましょうね。欠席した人達も次回は出席

してくれるといいですね。広瀬さんには同窓会

の幹事を長くしていただき感謝です。今回で8期

の幹事は返上です。お互い身体に気を付けま

しょう。』 

というわけです。事務局の皆様には大変お世話

になりました。ご発展を祈ります。 
 

養成9期 上田ヤス子 
 

保母養成所9回生の皆様、お元気でいらっしゃい

ますか。如何お過ごしですか。 

此の度は、長い間お世話下さった仲道さんより

幹事のバトンを住まいが学校に近いと云う事で

(車で30～40分)お引き受け致しました。何のお役

も立っていませんが、学校からの連絡事や9回生

のネットワークになれればと思っています。現

在、私は歌、踊、お花、長寿会の会計、そして

101歳(要介護1)で元気でいてくれる母(施設にお

世話になっている)の面会に週2～3回、4年前主

人に逝かれ1人暮らしになりましたが元気に過ご

せています。皆様、どうぞお元気でお過ごし下

さい。これからも良い人生を送って下さい。 

社保短13期保育科 大瀬 瑞穂 

 

社保短13期卒業生のみなさん、同封の返信用ハ

ガキに記入して近況をお知らせください。 

 
 

社保短15期保育科 秋元 裕子 
 

いつもお世話になります。同期のみんなは元気

かなー？！。(早生まれなので皆より遅れて

やっと) 55歳になりました。1つの区切りを迎

え、色々と考える事も多くなりました。親の

事、自分自身の老後の事、家の事、家族の事、

お墓の事（維持管理etc）…。先日、ロック歌

手の人がラジオで「あと何年歌えるか何の保障

もないけど…。」と言われたのが、染みました

―。恐ろしく（？）前向きなところは変わりま

せんが、いつの間にか、正真正銘のオバアさん

でーす。 

保養2期 本川 眞弓 
 

地域の社会資源を上手に活用しながら、単身（独

居）生活を楽しんでいます。 

保健婦科助産婦科1期 竹下 節子 
 

看護専門学校第１回生(保・助科)同窓会を次年度予

定しています。たくさんの方が参加して下さる

様、お願いします。 

会報 No .29 の訂正とお詫び 

2017年11月1日発行の会報29号にて保母養成所15

期 高橋和子様の文章で文字の入力を間違えてお

りました。深くお詫び申し上げますとともに、以

下訂正させていただきます。 

掲載箇所 【誤】 → 【正】 

17頁 洟の70代 → 華の70代 
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A4 すずかけ寮：学年、学科問わず、さらに留学生とも仲良くなれると思ったから。経済的負担を考えたう 

        えで寮費が安いから。共同生活をすることで学べることがあるから。大学から近く、敷地     

        内にあるため安全だから。 

  アザレア寮：経済的負担を考えた。友達を早く作りたかった 学校に近かった。寮母さんがいて安心。 

  国際交流寮：通学時間がかからない。新設されると聞き、興味をもったから。 

        アパートに比べて安いから。国際交流が出来そうだと思ったから。 

学生寮のルール  

＊運営は寮生の自治＊ 

A2 すずかけ寮：寮長・副寮長 

        会計・おもてな 

        し係・ボイラー 

        係・買い物係・ 

        郵便係・放送係 

        照明係 

  アザレア寮：寮長・会計長 

        フロア長・会計    

  国際交流寮：各部屋に会計係 

 定員と内訳 

A3 すずかけ寮： 

      ①門限23時  

   ②掃除時間22時から 

     （場所は放送係が決める） 

      ③冷蔵庫の食品には名前と部屋 

    番号を明記 

   ④お風呂で挨拶をする 

   ⑤男子禁制！(家族も) 

  アザレア寮： 

   ①門限23時 

    ②外泊するときは外泊届を出す 

   ③靴を出しっぱなしにしない  

   ④ペットボトル捨て 

  国際交流寮： 

   ①門限23時 

   ②靴は靴箱へなおす 

女子学生寮（すずかけ寮・アザレア

寮）に加え、大学の敷地内に新たに

国際交流寮（男子学生寮）ができま

した。今回、寮生の声を聞いてみま

した！！ 

A1  
すずかけ寮：定員60人  

  入寮数51人 

 （人社25人看護20人留学生6人） 

アザレア寮：定員99人 

国際交流寮：定員12人  

  入寮数11人 

 （人社6人看護2人留学生3人） 

すずかけ寮（女子寮） 
建物：鉄筋3階建 

   1983.11月完成 

居室：2名１部屋 16.5㎡ 

入寮期間：2年間 

名前の由来：前身校である福岡

県社会保育短期大学の頃に完成

しており、呼称を「福岡県社会

保育短期大学学生寮」と決定さ

れた。しかし、学内にすずかけ

の樹が群生しており以前から寮

は「すずかけ寮」という名称で

呼ばれていたことから、この名

称が定着するようになった。  

アザレア寮（女子寮） 

建物：鉄筋4階建 

   2002.12月完成 

居室：個室 21㎡ 

入寮期間：1年間 

名前の由来：福岡県立大

学がある田川市の市花は

「ツツジ」である。ツツ

ジ科ツツジ属の植物の総

称が「アザレア」である

ことから、アザレア寮と

なった。 

 学生寮を選んだ理由   

 学生寮の中で役割 



Page 7 福岡県立大学同窓会会報 

A5 すずかけ寮：1限は8時50分からですが、最悪5分前に起きても間に合う。そういう風に 

        余裕でいると寝坊する。球技大会、お菓子パーティー、人狼などイベント 

        を提案するとすぐにできる。水風呂は誰もが経験する。虫が出ても頼れる 

        人がいる。お土産や貰い物を共有できる。 

アザレア寮：近すぎて寝坊する。 

      各県の方言が面白い。 

      靴を靴箱に戻すのを忘れる（出しっぱなしにして寮母さんに回収される） 

      鍵を閉じ込めてしまう。 

国際交流寮：共同スペースは意外に使われていない。せっかく広いスペースがあるが、 

      なんだかんだで個室の方が居心地が良いという部分も大きいかもしれない。 

      虫はけっこう出てくる。 

      朝は8時40分くらいに出る。  

A6 すずかけ寮：新しい洗濯機、録画機能付きプレーヤー（テレビ）、珪藻土マット 

       たこ焼き器、来客用スリッパ、新しいほうき 

 アザレア寮：トレーニング器具、冷暖房付きの談話室（学習室）、映画鑑賞ルーム 

       自販機（お菓子付き） 

 国際交流寮：電子レンジ、IHコンロ、屋根のある駐輪場（男子寮の隣に） 

       大き目の冷蔵庫（今ある冷蔵庫は3人で使うには小さい。） 

 学生寮にあったらいいなと思う“こと” 

A8 すずかけ寮：すずかけ寮はなんといっても寮生1人1人の距離が近いことが一番の魅力です。 

        1年生の歓迎会から始まり、今年は球技大会やお花見、秋興祭での出店なども企画して 

        います。寮の発展はいつもお世話になっております学生支援班、教務班の皆様や同窓会 

        事務局の皆様のお陰です。ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

 寮生エピソード 

 学生寮にあったらいいなと思う“もの” 

A7 すずかけ寮：寮祭（ぜひとも復活させたい） 

        球技大会、ＢＢＱ、お花見 

        留学生との交流イベント 

  アザレア寮：歓送迎会（ピザパーティー、たこ焼パーティー）  その他  

国際交流寮（男子寮） 

建物：鉄筋2階建 ４戸 

   2018.3月完成 

居室：1戸につき個室3部屋 

   6畳2部屋・4.5畳1部屋 

入寮期間：1年間 

名前の由来：男子学生の増加を期

待するとともに、中国、韓国から

の留学生が増える中で、本学の学

生との交流を目的とすることか

ら、「国際交流寮」となった。 
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桧垣会 集まりました 
 

    福岡県社会保育短期大学3期生 榊 京子 

 

2017年5月17日、桧垣先生ご夫婦を福岡にお迎え

し、囲む会を福岡「海幸」で行いました。清田先

生、俵先生も参加され、3期・4期・6期生の14名が

集まり、楽しいひと時を過ごしました。それぞれの

近況などを報告。熊本在住の人から熊本地震の状況

をリアルに話していただき、連絡がなかなか取れず

みんなで心配したことなども出されました。 

82歳になられる桧垣先生は大変お元気で、今も

水泳をしておられ、25ｍ無呼吸で泳がれるとの事、

みんな感嘆の声をあげました。若いころの写真を見

て、いろいろなエピソードも出て、思い出ばなしに

大いに盛り上がりました。 

食事後、カラオケに行き、自慢ののどを披露しあ

いました。コンパの時、桧垣先生が良く歌っておら

れた「ゴンドラの歌」を久しぶりに歌っていただ

き、学生時代に瞬時にタイムスリップ！なんの衒い

もなかった若い頃、食べて飲んで歌った日々がよみ

がえりました。 

みんな高齢者と呼ばれる域に入り「早く会わない

とね」と次回の桧垣会を約束し、楽しみにして終了

しました。 

★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。 

楽しい集いでした！！ 
 
        保母養成所13期生幹事 清水 紘子 

 

 保母養成所13期生の同期会をH30年6月10日に宗

像ロイヤルホテルで行いました。神奈川、大分、

山口の遠方からや、近くだから来られた方等で19

名もの参加です。卒業して50年以上も経過してい

る皆様です。日時の思い違いや、すっかり忘れて

たり、名前が出てこなかったり、のハプニングが

ありましたが、幹事会の報告、会費納入の依頼か

ら始まり、今までの思いや活動している事の自己

紹介、それぞれが楽しんで作った手作りの物のプ

レゼントあり、お土産ありで、来る時より帰る時

の方が荷物が増えています。歓声や笑顔があふれ

ている会場を見ると実行委員一同、計画して良

かったと思いました。今回で最後？でも次回の計

画を約束して、名残惜しかったのですが解散とな

りました。50年以上前に戻りはつらつとした（気

持だけ）楽しい時を共有できた事を報告します。 

Thank you for good time 
 
  県看 看護婦科7期 横手 綾子（旧姓：太田） 

 

 昨年の県立大学総会出席者で話し合い、今年の3

月に同期会を開催しました。参加者は11名でした。

卒業して40年になります。今回は2回目の同期会で

したが、住所変更で連絡が取れない人や、親の介

護、仕事等で少ない参加者となりました。 

 当事の、苦楽を共にした思い出に話しが盛り上が

り、笑いの多い会となりました。とても楽しい一時

でした。 

 来年の県立大学総会（北九州開催）には、泊まり

で参加し同期会をしたいと計画しています。 

 ただ今、看護婦科7期生の名簿（住所録）確認作

業中です。また、皆で集まれますように！！ 
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同窓会会員の皆様・在学生の皆様へ 
 

同じ学び舎で過ごした同窓生として同窓会員同士

あるいは在学生とかかわりをもちながらワーク

ショップをしませんか。 

好きなこと、得意なこと、苦手なこと、はじめて

のこと、集まってやってみましょう。 

ちょっと集まって、ちょっと一緒に過ごしてみま

しょう。 

まずは子どもと楽しめる物つくりをやってみたい

と思います。 

ペープサート・パネ

ルシアター・指人

形・エプロンシア

ター・折り紙など 

 

 

 

 

◇場所は県立大学同窓会室 又は大学内 

◇日時は未定です。 

◇やってみたい方は是非ご連絡ください。 

①メールでお知らせください。 

 E-mail:office@fpu-alumni.org 

②Twitterにアクセスください。 

 https://twitter.com/FPUAA 

③ホームページからアクセスください。 

 http://fpu-alumni.org 

④お電話お待ちしています。 

 Tel&Fax：0947-42-2777 

 

みんなで作り上げていこうと思います。 

詳細はホームページやTwitterでお知らせします。 

 

     第23代自治会長 鍋山 朱帆 

     （人間社会学部公共社会学科2年） 
 

私たち福岡県立大学学生自治会は、1、2年生

を中心に計16名で活動しています。主に新入

生オリエンテーションのサークル紹介、学生

大会、卒業生へ向けての予選会などの学内行

事の主催をしています。また、地域の方々と

街灯交換をしたり、プランターの花植えをし

たり、学内だけでなく学外での仕事もあるの

で多くの人と交流ができるのも魅力です。目

立たない活動ばかりですが、大勢の前で司会

をすることもあります。他にもプロジェク

ターや照明の操作、経費の管理、商品の発注

など、自治会に入っていなければ経験できな

いことばかりです。大変な仕事ですが、一つ

のイベントが終わったときには達成感に溢

れ、さらにワンランク上の自分に出会えま

す。学生の皆様、卒業生の皆様、同窓会事務

局の皆様、学生支援班、教務班、総務班の皆

様、地域の皆様、日頃のご理解ご協力まこと

にありがとうございます。今後も変わらぬご

指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

1号館1階 自治会室 
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第27回秋興祭実行委員会  

実行委員長   平古場 美奈子  

        （人間社会学部社会福祉学科3年）  

 

今年度の福岡県立大学秋興祭のテーマは  

    繋～未来へかける伝承架～  
に決定しました。11月17・18日を持ちまして、秋興祭

は27回目を迎えます。大学祭が普段からお世話になっ

ている地域の皆様方、県立大学生、ご来場くださるお  

客様の“繋”がる場になればという思いを込めまし

た。また、実行委員の先輩方の熱い想いを引き継ぎ、

昨年よりも進化した大学祭を、そして来年度以降もよ

り良いものにしていってほしい、この想いを後世へ受

け継いでほしいという願いも込められています。  

現在、実行委員は1回生52名、2回生41名、3回生43名

の計136名で活動しています。  

私たち実行委員の力だけでは秋興祭は成功しません。

日々支えてくださっている方々との繋がりを大事に

し、実行委員一丸となり秋興祭が大成功に終わるよう

日々努力していく所存です。  

皆様方のご来場、心よりお待ちしております！  

 

サークル紹介 
 

福岡県立大学男子バレーボール部 

主将 久保 大樹 

 

私たち男子バレーボール部は、月水金曜日に

午後6時半から午後10時まで体育館で練習を

行っています。初心者の部員も多く、バレー

経験者を中心に、みんなで互いの能力を高め

あえるよう、活動しています。4月の県リー

グ、5月の春季リーグ、6月の九州インカレ、

10月の秋季リーグ、11月の北九州インカレと

多くの大会に参加し、少しでも上の成績を残

せるよう日々、練習に取り組んでいます。ま

た、日々の練習だけでなく、みんなで協力し

て楽しく活動出来るよう、合宿や秋興祭での

出店などの活動を通して、部員同士の仲をさ

らに深めています。初心者の人でも楽しめる

ように活動を工夫しつつ、一つでも上のリー

グに復帰できるよう、これからも頑張ってい

きます。 

 
 

第27回秋興祭実行委員 

昨年度（第26回）の秋興祭の様子 
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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。 

なお、寄付金総額については総会開催年の決算書

でご報告いたします。 

                 （敬称略） 

昨年度開催されました第27回総会で、同窓会で何

ができるかということを考え、九州北部豪雨の募金

を呼びかけることになりました。前回の会報で募金

をお願いしましたところ、たくさんの皆様から、ご

協力いただきました。総額で157,000円の募金が集

まりました。 

以下の募金先に送金いたしました。 

 

送金先：日本赤十字社  

    平成29年7月5日からの大雨災害義援金 

 

被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げま

す。 

なお、募金された方の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。 

福岡県立保母養成所 

9期 仲道 輝子 

福岡県社会保育短期大学 

社会福祉科2期 首藤 茂子 

社会福祉科9期 吉村 千春 

保育科13期 向井 妙子 

社会福祉科13期 内田 美恵 

社会福祉科23期 鶴川 真紀 

福岡県立公衆衛生看護学校  

18期 丸山 加津代 

福岡県立看護専門学校 

看護婦科4期 仲山 淳子 

看護婦科5期 高橋 百合子 

看護婦科7期  中村 洋子 

福岡県立大学  

社会学科6期 匿名 

第27回秋興祭（11月17日・18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。 

 

 

 

 

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。 

 

昨年の秋興祭 同窓会ブースの様子です 
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福岡県立大学同窓会 
 

〒825-8585 

福岡県田川市伊田4395 

福岡県立大学内 3号館１階 3108  

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 

URL:http://fpu-alumni.org 

 

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30号は年会費納入者と平成28年度、平成29年

度の県立大学卒業生に発送しております。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を昨年9月

に変更しましたので登録をお願いします。 

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、 

  ★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！ 

 

 

 

  

 

とき  : 2019年年8月25日(日) 

ところ : 北九州市内  

当番期 : 福岡県立保母養成所5・6期 

     福岡県社会保育短期大学9・10期 

     福岡県立大学2・12・13・22・23期 

     福岡県立保健婦養成所8期 

     福岡県立公衆衛生看護学校18期   

     福岡県立看護専門学校：保助8期 

         看護8・18・28期、 保健8・18期   

         助産15・16期 

※詳細は次回総会案内（2019年7月発行予定）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。   

第27回同窓会 

総会の様子です 

第27回懇親会の

様子です 


