
 向暑の候、皆様には、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より、本同窓会事業にご理解・ご協力誠

にありがとうございます。 

 さて、同窓会会則第9条に定められました同窓会総会（2年に1度の開催）を下記の要領で実施致します。 今

年度は、総会と講演会と懇親会を企画いたしております。お忙しい中とは存じますが、お誘い合わせの上、沢山

のご参加を心よりお待ちしております。 

◆期日：2019年8月25日（日） 

◆場所：リーガロイヤルホテル小倉 

 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2    

 TEL 093-531-1121  

◆時間：10時00分～15時00分（ 受付 9：30～ ） 

◆参加費：正会員      6,000円 

     準会員（在学生） 1,500円 

     お子様ランチ   1,000円 

◆内容（１）：総会 10：00～10：55 

  議題① 平成29・30年度事業報告 

  議題② 平成29・30年度決算報告 

  議題③ 平成29・30年度会計監査報告 

  議題④ 役員承認（口頭にて） 

  議題⑤ 令和元年・令和2年度事業計画案審議       

  議題⑥ 令和元年・令和2年度予算案審議 

  その他 

◆内容（２）：講演会 11：00～12：20 

  講師：上野 行良氏 

  （福岡県立大学人間社会学部学部長） 

  講演テーマ：「つらいことがあったとき」 

◆内容（３）：懇親会 12：30～15：00  

  ≪当番期≫  

 

 保母養成所 5期・6期 

  社保短 9・10期 

 県大 人間社会学部 2・12・13・22・23期 

      看護学部 2・3・12・13期 

 保健婦養成所 8期     

 公衆衛生看護学校 18期 

 県看 保助 8期     看護 8・18・28期 

    助産 15・16期   保健 8・18期 

＜JRを利用する場合＞ 

 JR小倉駅新幹線口より歩道橋で徒歩3分 

 

＜西鉄バスを利用する場合＞ 

「小倉」駅前バスセンター停下車徒歩3分 

 

＜車を利用する場合＞ 

山口方面からお越しの場合 

北九州自動車道 門司ICで北九州都市高速に 

乗り換え「小倉」駅北ランプより2分 

福岡方面からお越しの場合 

北九州自動車道 八幡ICで北九州都市高速に 

乗り換え「小倉」駅北ランプより2分 

 

JR小倉駅新幹線口から出られて同窓会の 

 のぼり旗を目印にお越しください。 

 学生スタッフが案内いたします。 

お 願 い 
○次頁以降に総会資料を掲載しています。議題につい

てのご質問・ご意見を事前に取りまとめ、当日は効率

的な議事進行に努めたいと思います。参加票に議題に

関するご質問・ご意見をよろしくお願いいたします。 
●参加申し込み、ご質問、ご意見等の 

 締め切りは 8月15日（木） 

参加申し込み 
 別紙「福岡県立大学同窓会総会参加票」に必要事項

を記入の上、以下の方法で送付または送信ください。 

○郵送 

「福岡県立大学同窓会総会参加票」を投函ください。 

                （切手貼付不要） 

○FAX 

「福岡県立大学同窓会総会参加票」を送信ください。 

 送信先：0947-42-2777 同窓会事務局 

○メール 

 必要事項と件名「同窓会総会参加申し込み」を入力 

 メール送信ください。   

 送信先：office@fpu-alumni.org 



議題① 平成29・30年度同窓会事業報告 

※同窓会総会でこのことについて審議いたします。 

議題⑤ 令和元・令和2年度同窓会事業計画（案） 
１ 会報の発行・WEBサイト更新・SNS更新 
  ・総会案内発行。 
  ・第29号(H29)第30号(H30)を定期発行。 
  ・準会員対象に会報入学号・会報卒業号を発行。 
２ 会員名簿の整理・活用 

・会員の連絡先・氏名変更等、随時会員の通知によ
り名簿整理を実施する。 

・卒業生に新住所報告を依頼、名簿作成。 
３ 同窓会総会の開催(福岡市：八仙閣) 
４ 大学の発展に関する協力 
  ・大学主催の事業等に協力 
  ・会員個人情報提供（各種事業案内の発送） 
５ 準会員（在学生）支援事業 
  ・同窓会情報の発信 
  ・学生の就職活動への援助 
  ・卒業生からの就職情報提供（学内掲示・メール配信） 
６ 会員（卒業生）支援事業 
  ・会報発送(総会案内は全員に発送、会報は新卒者・会 
   費納入者に発送) 
７ 会員・準会員交流事業     
  ・秋興祭参加（同窓会ブース設置） 
  ・つながりワークショップ開催 
８ 同窓会運営の充実 
  ・会費納入の要請・徴収 
９ 社会貢献事業 
  ・使用済み切手の回収・送付 
  （盲老人ホーム聖明園 FM福岡モーニングジャム） 
10 その他 
  ・同窓会館について 

１ 会報の発行・WEBサイト更新・SNS更新 
  ・同窓会総会案内発行。 
  ・第31号(R1)第32号(R2)を定期発行。 
  ・準会員対象に会報入学号・会報卒業号を発行。 
２ 会員名簿の整理・活用 

・会員の連絡先・氏名変更等、随時会員の通知によ
り名簿整理を実施する。 

・卒業生に新住所報告を依頼、名簿作成。 
３ 同窓会総会の開催(北九州市) 
４ 大学の発展に関する協力 
  ・大学主催の事業等に協力 
  ・会員個人情報の提供（各種事業案内の発送） 
５ 準会員（在学生）支援事業 
  ・学生の就職活動への援助 
  ・卒業生からの就職情報提供（学内掲示・メール配信） 
  ・卒業時に記念品贈呈 
６ 会員（卒業生）支援事業 
  ・会報発送(総会案内は全員に発送、会報は新卒者・ 
   会費納入者に発送) 
    ・同窓会情報の発信 
  ・再就職情報の提供 
７ 会員・準会員交流事業 
  ・職業ガイダンス交流会 
  ・秋興祭参加（同窓会ブース設置） 
８ 同窓会運営の充実 
  ・運営に関する諸規程の整備 
  ・会費納入の要請・徴収 
９ 社会貢献事業 
  ・使用済み切手の回収・送付 
  （盲老人ホーム聖明園 FM福岡モーニングジャム） 
10 同窓会室整備準備 
  ・同窓会室のあり方について 

＜活動報告＞ 
平成２９年度 
4/4    福岡県立大学入学式・入学号発行・入会金徴収 
      入学生にお祝いメッセージ・花スタンド贈呈 
5/21   四役会・幹事会開催 
      （総会議案の審議・総会案内発行の承認）  
7/1     同窓会総会案内発行・発送、年会費徴収開始 
     同窓会活動への寄付金呼びかけ 
7/2   当番期会開催（八仙閣） 
8/19   四役会開催 
8/27     第27回同窓会総会開催（福岡市：八仙閣） 
11/1   同窓会会報第29号発行・発送(年会費納入者・ 
     27年度28年度卒業生） 
         平成29年九州北部豪雨に関する募金呼びかけ 
11/11･12 秋興祭参加（出店ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ・写真展示） 
1月   他大学への同窓会運営についてのアンケート 
     調査実施 
2/6～  卒後情報登録開始 
3/16   福岡県立大学卒業式・卒業号発行 
      卒業生にお祝いメッセージ・花スタンド贈呈 
      記念品贈呈（多機能型ボールペン） 
 8月・9月・1月  使用済み切手郵送 
平成３０年度 
4/4    福岡県立大学入学式・入学号発行・入会金徴収 
      入学生にお祝いメッセージ・花スタンド贈呈 
5/27     四役会開催・幹事会開催 
      会報第30号発行承認・他大学への同窓会運営 
      についてのアンケート調査集計報告 
7/15    同窓会会報第30号発行・発送（年会費納入者・ 
     28年度29年度卒業生） 
11/17･18 秋興祭参加（出店ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ・写真展示） 
12/1   第1回つながりワークショップ開催 
1/12   第2回つながりワークショップ開催 
2/5～    卒後情報登録開始 
2/9   四役会開催 
3/15    福岡県立大学卒業式・会報卒業号発行 
           卒業生にお祝いメッセージ・花スタンド贈呈     
           記念品贈呈（多機能型ボールペン）  
3/29     平成28年熊本地震募金の送信 
         平成29年九州北部豪雨募金の送信   
 5月・8月・2月  使用済み切手郵送 

＜活動予定＞（案）  
令和元年度 
4/3    福岡県立大学入学式・会報入学号発行 
          入学生にお祝いメッセージ・花スタンド贈呈           
           入学式にて同窓会入会金徴収 
      在学生アドレス登録 
5/25    四役会開催 
6/16   幹事会開催 
    （総会議案の審議・総会案内発行の承認）  
7/1    同窓会総会案内発行・発送(全会員) 
      年会費徴収開始・年会費減免申請受付開始 
            同窓会活動への寄付金呼びかけ 
8/中旬  四役会開催 
8/25     第28回同窓会総会開催 
    （北九州市：リーガロイヤルホテル小倉） 
10/中旬 同窓会会報第31号発行・発送 
     （新卒者・年会費納入者に発送） 
11/9･10  秋興祭参加（同窓会ブース設置） 
2/上旬   卒後情報登録開始 
3/17   福岡県立大学卒業式・会報卒業号発行 
     卒業生にお祝いメッセージ・花スタンド贈呈

記念品贈呈 
 
令和２年度 
4/上旬  福岡県立大学入学式・会報入学号発行 
           入学生にお祝いメッセージ・花スタンド贈呈
       入学式に同窓会入会金徴収 
      在学生アドレス登録 
6/中旬  四役会開催・幹事会開催(会報第32号発行承認) 
7/中旬  同窓会会報第32号発行・発送 
     （新卒者・年会費納入者に発送） 
11/中旬  秋興祭参加（同窓会ブース設置） 
2/上旬   卒後情報登録開始 
3/中旬  福岡県立大学卒業式・会報卒業号発行 
           卒業生にお祝いメッセージ・花スタンド贈呈 
           記念品贈呈 
 随 時：使用済み切手郵送 



○福岡県立大学同窓会特別会計  

 令和元・２年度予算（案）  

   項目    予算額 内訳 

収

入   
繰越金  6,500,000   

利息  29,570 定額貯金満期利息受取 

繰入金  1,000,000 一般会計より 

合計  7,529,570   

支

出  
繰出金  29,570 利息分を一般会計へ 

特別事業費  0   

繰越金  7,500,000   

合計  7,529,570  

○人間社会学部同窓会特別会計 （福岡県社会保育短期大学同窓会分） 

 令和元・２年度予算 (案） 

   項目    予算額 内訳 

収

入   
繰越金  17,717,921  

利息  3,972 資産*年利率*2 

繰入金  0   

合計  17,721,893  

支

出  
繰出金  3,972 利息分を一般会計へ 

特別事業費  0   

繰越金  17,717,921  

合計  17,721,893  

○看護学部同窓会特別会計 （福岡県立看護専門学校同窓会分） 

 令和元・２年度予算 (案） 

   項目    予算額 内訳 

収

入   
繰越金  3,808,000   

利息  990 資産*年利率*2 

繰入金  0   

合計  3,808,990  

支

出  
繰出金  990 利息分を一般会計へ 

特別事業費  0   

繰越金  3,808,000   

合計  3,808,990  

 ○一般会計  

令和元年度予算 （案）  令和２年度予算（案） 

 大項目 中項目 予算額 29年度予算額 内訳 予算額 30年度予算額 内訳 

収

入  
１繰越金 (1)繰越金 4,836,712 4,495,602 繰越金 4,126,919 4,649,242 前年度繰越金 

２経常収入 (1)入会金収入 2,500,000 2,500,000  入学者250名*\10,000 2,500,000 2,500,000  入学者250名*\10,000 

 (2)年会費収入 2,205,000 2,244,000 会報発送可能数*納入率*\3,000 97,200 106,500 会報発送可能数*納入率*¥1,500 

３臨時収入 (1)売上金収入 30,000 28,000  秋興祭フリマ・グッズ売上 30,000 28,000 秋興祭フリマ・グッズ売上 

 (2)寄付金収入 100,000 100,000  同窓会活動への寄付 50,000 50,000  同窓会活動への寄付 

 (3)諸収入 525,000 507,500 総会参加費*参加人数 6,000 1,000  参加費等 

 (4)雑収入 31,937 4,287 特別会計・一般会計利息 2,681 4,303 特別会計・一般会計利息 

 収入合計 10,228,649 9,879,389  6,812,800 7,339,045  

支

出   
１事務局費 (1)会議費 20,000 18,000 四役会 幹事会 17,500 17,500 四役会 常任幹事会 幹事会 

 (2)旅費 195,800 196,560 四役会 幹事会 195,720 200,320 四役会 常任幹事会 幹事会 

 (3)印刷消耗費 59,940 10,908 インク 文具 スタッフジャンパー 12,540 10,584 インク 封筒 文具 

 (4)備品費 17,500 16,200  卒業アルバム・パソコンソフト 17,600 16,200 卒業アルバム・パソコンソフト 

 (5)人件費 1,132,656 1,186,016 事務局賃金  972,800 992,586  事務局賃金  

 (6)通信費 77,490 94,640 郵便代 電話代 65,834 70,830 郵便代 電話代  

 (7)渉外費 50,000 50,000 卒業・入学式花代・電報 50,000 50,000 卒業・入学式花代・電報 

 (8)賃借料 567,990 449,473 同窓会室賃借料・水道光熱費 570,390 449,473 同窓会室賃借料・水道光熱費 

 (9)雑費 1,000 1,000  1,000 1,000  

２事業費 (1)会議費 817,980 820,680 総会・ガイダンス・ワークショップ 24,300 26,880 職業ガイダンス・ワークショップ 

 (2)旅費 85,828 125,828  総会アルバイト旅費等 8,600 8,600 講師旅費等 

 (3)印刷消耗費 908,510 539,661 会報印刷・総会案内印刷・卒業記念品 278,894 396,900 会報印刷・トナー 

 (4)通信費 774,000 555,275 会報送付・総会出欠返信郵便代 124,211 652,886 会報送付・返信郵便代・WEBサイト 

 (5)人件費 418,716 479,986 会報送付作業・総会アルバイト 342,720 405,480 会報送付作業アルバイト等 

 (6)寄付金 50,000 20,000  大学への協力 50,000 20,000  大学への協力 

 (7)謝金 124,320 165,920 総会謝礼等 41,920 39,920 講師謝礼・会報原稿謝礼 

３予備費 (1)特別会計繰出金 500,000 0   福岡県立大学特別会計へ 500,000 0 福岡県立大学特別会計へ 

 (2)予備費 300,000 500,000    30,0000   500,000    

４繰越金 (1)繰越金 4,126,919 4,649,242  3,238,771 3,479,886  

 支出合計 10,228,649 9,879,389  6,812,800 7,339,045  

会計帳簿及び関係書類監査の結果、上記の通り相違ありません。 

   令和元年５月１５日      会計監査 石本 光輝         永井 尚子                       

○看護学部同窓会特別会計 （福岡県立看護専門学校同窓会分） 

 平成２９・３０年度決算  

   項目    予算額 決算額 増減 

収入   繰越金  3,808,000  3,808,000  0 

利息  1,524 1,214 △310 

繰入金  0  0  0 

合計  3,809,524 3,809,214 △310 

支出  繰出金  1,524 1,214 △310 

特別事業費  0  0 0 

繰越金  3,808,000  3,808,000 0 

合計  3,809,524 3,809,214 △ 310 

○福岡県立大学同窓会特別会計  

 平成２９・３０年度決算  

   項目    予算額 決算額 増減 

収入   繰越金  6,500,000 6,500,000  0 

利息  0  1,794 1,794 

繰入金  0 0 0 

合計  6,500,000 6,501,794  1,794 

支出  繰出金  0  1,794 1,794 

特別事業費  0  0  0 

繰越金  6,500,000  6,500,000  0 

合計  6,500,000  6,501,794 1,794 

○人間社会学部同窓会特別会計 （福岡県社会保育短期大学同窓会分） 

 平成２９・３０年度決算  

   項目    予算額 決算額 増減 

収入   繰越金  17,717,921 17,717,921 0 

利息  4,800 4,366 △434 

繰入金  0  0  0 

合計  17,722,721 17,722,287 △434 

支出  繰出金  4,800 4,366 △434 

特別事業費  0  0  0   

繰越金  17,717,921  17,717,921 0 

合計  17,722,721 17,722,287 △ 434 

議題⑥ 令和元・２年度予算（案） 

 ○一般会計  

平成２９年度決算   平成３０年度決算 

 大項目 中項目 予算額 決算額 増減 内訳 予算額 決算額 増減 内訳 

収 

入   

１繰越金 (1)繰越金 4,495,602 4,495,602 0 繰越金 4,649,242  4,906,463 257,221 繰越金 

２経常収入 (1)入会金収入 2,500,000 2,160,000 △340,000 入会金（216名） 2,500,000  2,330,000 △ 170,000 入会金(233名) 

 (2)年会費収入 2,244,000 2,103,000  △141,000 年会費（727名） 106,500  90,500 △16,000 年会費(34名) 

３臨時収入 (1)売上金収入 28,000 65,332 37,332 秋興祭フリマ 28,000  52,745 24,745 秋興祭フリマ・グッズ売上 

 (2)寄付金収入 100,000 744,420 644,420 同窓会活動への寄付・募金 50,000  18,820 △31,180 同窓会活動への寄付・災害募金 

 (3)諸収入 507,500 735,500 228,000 総会参加費 他 1,000  3,500  2,500 つながりワークショップ参加費 

 (4)雑収入 4,287  3,707 △ 580 特別会計一般会計利息  4,303 3,703 △600 特別会計・一般会計利息  

 収入合計 9,879,389 10,307,561 428,172  7,339,045 7,405,731 66,686  

支 

出  

１事務局費 (1)会議費 18,000 20,840 2,840 四役会・幹事会 17,500 14,304 △3,196 四役会・幹事会 

 (2)旅費 196,560 196,600 40 四役会・幹事会 200,320 134,070 △66,250 四役会・幹事会 

 (3)印刷消耗費 10,908 11,955 1,047 インク・用紙 10,584  4,968 △5,616 インク・用紙 

 (4)備品費 16,200 155,504 139,304 卒業ｱﾙﾊﾞﾑ・PC機器 16,200  11,000 △5,200 卒業アルバム 

 (5)人件費 1,186,016 1,007,628 △178,388 賃金 992,586  966,190 △26,396  賃金 

 (6)通信費 94,640 98,559 3,919 郵便代・電話代 70,830  59,247 △11,583 郵便代・電話代・サーバー使用料 

 (7)渉外費 50,000 20,000 △30,000 花代 50,000  25,950 △24,050 花代・弔電 

 (8)賃借料 449,473 506,238 56,765 同窓会室利用料・リース料 449,473  564,606 115,133 同窓会室利用料・リース料 

 (9)雑費 1,000 0 △1,000  1,000 8,640 7,640 プリンター処分費 

２事業費 (1)会議費 820,680 1,020,870 200,190 同窓会総会 他 26,880 12,210 △14,670 秋興祭チケット 

 (2)旅費 125,828 119,898 △5,930 懇親会出演者旅費 8,600 1,200 △7,400 講師旅費 

 (3)印刷消耗費 539,661 769,105 229,444 会報印刷・封筒印刷 396,900 167,517 △229,383 会報印刷・封筒・トナー 

 (4)通信費 555,275 555,072 △203 総会案内・会報送付 652,886 106,212 △546,674 会報送付 

 (5)人件費 479,986 490,066 10,080 会報送付作業・総会 405,480  284,925 △120,555 会報送付作業・入学式・卒業式 

 (6)寄付金 20,000 20,000 0 大学祭助成 20,000  189,000 169,000 大学祭助成・災害募金 

 (7)謝金 165,920 130,000 △35,920 総会講師謝礼 39,920 18,980 △20,940 会報原稿謝金・講師料 

３予備費 (1)特別会計繰出金 0  0  0  0 0  0   

 (2)予備費 500,000 278,763  △221,237  同窓会HPﾘﾆｭｰｱﾙ 500,000 0  △500,000  同窓会館あり方委員会設置なし  

４繰越金 (1)繰越金 4,649,242 4,906,463 257,221  3,479,886 4,836,712 1,356,826  

  支出合計 9,879,389 10,307,561 428,172  7,339,045 7,405,731 66,686  

議題② 平成２９・３０年度決算報告  



 第28回秋興祭実行委員会 

 実行委員長 鍋山 朱帆  

      （人間社会学部公共社会学科3年） 

 

今年度の福岡県立大学秋興祭のテーマは「Let‘s 

Playwa!!～にぱっと笑顔がハジけるばい!～」に決

定しました。 

11月9～10日に開催します今回の秋興祭は28回目を

迎えます。 

このテーマには私たち学祭委員を含めた県大生、

先生方、地域の方々や遠方から来てくださる

方々、保護者の皆様など、全ての人が改めて初心

に戻り遊び心を忘れず楽しむ場所をつくりたいと

いう思いが込められています。日々の嫌なことも

弾け飛ばして笑顔で過ごしていただけたら嬉しい

です。 

当日は盛り上がること間違いなしの企画やどこへ

行こうか迷ってしまうほど多くの出店がありま

す。令和になって初めての秋興祭ということで、

この2日間が皆様にとって記憶に残るものになりま

すよう、そして会場が皆様の笑顔で溢れますよ

う、これから実行委員一同日々努力してまいりま

す。ぜひ足をお運びください。心よりお待ちして

おります。 

 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 

URL:http://fpu-alumni.org 

訃報 
追悼：謹んでお悔やみ申し上げます。 
 

≪会報30号掲載≫ 

公衛看19期 

中村 あけみ  平成25年1月14日 逝去 

保母養成所6期 

久保 智津子  平成28年12月24日 逝去 

県看看護3期  

菅原 律子   平成29年9月29日 逝去 

保母養成所6期 

梅崎 清子   平成29年11月9日逝去 

保母養成所3期 

井上 すみ子  平成30年3月19日 逝去 

 

≪会報30号発行以降の連絡分≫ 

保母養成所6期 

藤永 黎子（京田） 平成26年10月2日 逝去 

福岡県社会保育短期大学第5代学長 

向井 忠亮     平成31年1月21日 逝去 

社保短1期 

藤崎 由洋     平成31年2月23日 逝去 
 

(敬称略) 

<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） 

 平成30年度退任 

  古橋 啓介（附属研究所 特任教授） 

  田代 英美（人間社会学部 教授） 

  細井 勇（人間社会学部 教授） 

  福田 恭介（人間社会学部 教授） 

  郝 暁 （人間社会学部 教授） 

  渡邉 智子（看護学部 准教授） 

  松井 聡子（看護学部 助教） 

  小林 絵里子（看護学部 助教） 

県看保健婦助産婦科8期  

大里 和子 → 渡部 早苗  

受章おめでとうございます 
向井忠亮様 

福岡県社会保育短期大学学長（昭和56年11月10日から

平成1年11月9日） 

福岡県社会保育短期大学名誉教授（平成1年12月14日称

号授与） 

勲三等旭日中綬章受章（平成2年春） 

福岡学芸大学教授（昭和33年7月16日～昭和41年4月4

日） 

福岡教育大学教授（昭和41年4月5日～昭和55年3月31

日） 

福岡教育大学名誉教授（昭和56年7月1日称号授与） 

正四位叙位（平成31年1月21日） 


