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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１３，２５０ 名 FPUAA 

平成31年(2019)3月15日に２７２名の卒業生が同窓会の仲間に入りました 

令和元年(2019)8月25日に第28回総会が開催されました 
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 同窓生の皆さん、お元気ですか？ 
                  

 

会長  野口久美子 

（看護専門学校保助科2期） 

 

新たな年号令和になり、約半年

になろうとしています。田んぼ

のあぜ道には彼岸花が咲き、

すっかり秋の気配になりました。

平成は多くの災害に見舞われ、沢山の被災者の皆さ

んは、復興もままならないまま、仮設住宅での生活

を強いられていらっしゃる方も沢山おられると思い

ます。令和こそ、穏やかで平和な年であってほしい

と願っていますが…それもつかの間、台風15号の傷

跡がいえぬまま、9月の連休には大型台風17号が吹

き荒れ、一体これから自然災害の猛威がどれ位続く

のか計り知れない不安がよぎる今日この頃です。 

同窓生の皆様におかれましては、台風被害等は大

丈夫だったでしょうか？日々静かに穏やかな時間が

過ぎていく事を願ってやみません。最近、若い人の

行動がとても頼もしく思えたニュースが流れ、地球

温暖化に向けてしっかり対策をとるよう大きなうね

りが生じています。世界中の若人が手をつなぎ、美

しい地球の環境を守る取り組みを応援したいと思い

ます。 

さて先日、令和元年8月25日に第28回福岡県立大

学同窓会が、北九州市のリーガロイヤルホテル小倉

で開催されました。前回に比べて参加者は76名と少

なかったのですが、総会も無事に終わり、懇親会も

県立大学の学生さんの司会のもと楽しい時間を過ご

すことができました。同窓生のフッチーさんの歌声

は心にしみわたりました。手話を交えての歌も素敵

でした。又、アンパンマンの参加は久しぶりに童心

に帰ることができました。いろんな分野での卒業生

の活躍が嬉しく、このような形で同窓会を盛り上げ

て下さり感謝で一杯です。 

特別講演の上野先生のストレスに対する考え方が

とても新鮮でした。辛いとき悲しいときは頑張らず

にすぐ寝る事・・・すぐに実行しようと思いまし

た。参加された皆さんのお元気な姿に沢山のパワー

を頂きました。役員一同もう少し頑張れそうです。

山積された課題は沢山ありますが、四役会、幹事会

でしっかり協議してまいりたいと思います。今後の

同窓会活動のあり方や同総会館についてや会費納入

率向上に向けての取り組み等、真摯に向き合いその

都度、協議した内容については、ホームページにて

広く皆さんに周知し情報の共有化を図っていきたい

と考えています。お時間があるときに是非ホーム

ページをのぞいて下さい。同窓生の繋がりや絆を深

めていくきっかけになることを願っています。又、

皆さんの要望やご意見も遠慮なく投稿していただけ

れば、幸いです。 

歳を重ねると最近自分の健康も気になり、いろん

な健康グッズを買ったり、サプリメントを試したり

しています。私達の健康のカギをにぎるのは、腸内

にすむ40兆個の細菌で形成されいる「腸内フロー

ラ」と言われています。大腸の環境を良くすること

が何よりも大切になります。人の腸にすむ細菌の数

は数百種類、40兆個にものぼり、重さにすると約

1.5キログラムにもなるそうです。私の体重の約1.5

キログラムは細菌かと思うと少々驚きですが・・・ 

これから人生100年時代が到来します。元気で楽

しく生きて行くことの大切さをかみしめています。 

次回は田川で会いましょう。若い後輩との交流を

楽しみに、友好の輪を広げていきましょう。沢山の

皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

福岡県立大学同窓会会報 

 

会 長 野口久美子 

（福岡県立看護専門学校保助科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） 

会計監査 永井尚子 

（福岡県立大学社会福祉学科2期） 

 

事務局長 肘井政厚 

（福岡県社会保育短期大学社会福祉科3期） 

事務局 林 由美 

（福岡県社会保育短期大学保育科22期） 

事務局 小林由美子 

（福岡県社会保育短期大学保育科23期） 
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第28回福岡県立大学同窓会総会が、リーガロイヤルホ

テル小倉(北九州市)で開催されました。 

参加者76名：保母養成卒10名、社保短卒26名、県大

卒（大学院卒を含む）7名、保健婦養成卒0名、公衛看

卒1名、県看卒21名、来賓1名、在学生6名、事務局ス

タッフ4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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合司会の石本光輝さん（県大2期）の進行のもと総

会が始まりました。野口会長挨拶の後、平野信子さん

（社保短9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29年度・30年度 事業報告 

 杉本副会長より事業報告 

  

議題②平成29年度・30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29年度・30年度 会計監査報告 

 石本監事より監査報告 

 

事前に次の質問がありましたので、それについて野口

会長が答弁しました。 

 

議題①に対して 

H29年度総会にて、特別会計について議論したは

ず。その時、「同窓会館設立」に拍手があがったは

ず。私はその時、これをくつがえすのは難しいなと

思いました。がしかし、先日の幹事会での発言を聞

いて？？？しかも、総会の議題にもしないとのこ

と。役員の思惑でのみ、方向性が決まるのか、少な

くとも現状、方向性(方針)が決まっていないので、

それまでのいきさつ等を会員に伝えるべきでは？ 
 

野口会長答弁 

 前回の総会時に確かに同窓会館設立について意見が

述べられたので、平成30年1月に全国の37の公立大

学に会費や事務局体制などの同窓会運営についてア

ンケート調査を実施した。その集計結果を本日の総

会に資料として配布している。その結果から事務局

としては同窓会館設立は難しいと判断した。平成30

年度の幹事会にアンケート結果を報告し、事務局と

しては同窓会館設立について進めていくのであれば

「あり方検討委員会」を設置し検討するとの提案を

したが、同幹事会ではまだ検討が必要との意見に

よって同窓会館設立に向けては動いていない。 

今後は同窓会の会費の動向や、県立大学の経営会議

で大学の増設などの建設計画が示されればその1室

を同窓会専用の部屋として要望していきたいが、そ

のことも幹事会や総会の意見を基に方針を決めた

い。 

 

◇議題①②③は一括採決の結果、承認されました。 

 

議題④役員承認 事務局より提案 

令和元年度・2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）再任 

副会長：杉本眞佐子 

（福岡県立保母養成所15期）再任 

副会長：村島京子 

（福岡県社会保育短期大学保育科11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 

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令和元年度・2年度事業計画案 

 村島副会長より説明提案 

 

議題⑥令和元年度・2年度予算案 

 郡谷副会長より提案 

 

◇質疑応答 

 

事前に次の質問がありましたので、それについて野口

会長が答弁しました。 

 

議題⑤について 

 役員会で同窓会館設立について検討していくとのこ

となので、これは事業計画にも上げるべきと考え

る。 ※ いつの間にか同窓会室の隣室を借り上げ

ていた…ということがないように願う。 

 

野口会長答弁 

同窓会館設立の件は幹事会で検討し、設立というこ

とになれば総会に諮って決定することなので役員だ



けで決定することはない。 

特別会計の中には同窓会館設立の意思が組まれてい

るものもあるが、予算、決算を見てもらっても分か

るとおり会費納入が増えているわけではないので会

館設立をしても維持管理費を捻出できるか難しい状

況である。 

会員の中から是非とも会館設立の意見が多く出され

れば幹事会、総会で会員の意見を聞いて決定するこ

となので、役員だけで決定することはない。 

また、事務局は卒業生3名が交代で事務に当たって

いて学生との交流を進めているが、現事務局の部屋

は手狭になっており、今後の学生との交流や会議に

支障をきたすことも考えられるので、現事務室の隣

にある同程度の部屋を借りる相談を大学側にするこ

とを検討したが、令和元年6月に開催した幹事会で

了承を得られなかったので現状では何も進んでいな

い状況である。 

 

質問1 

平成29・30年度に比べて令和元年度・2年度の人件

費が変動しているがなぜか。 

事務局回答： 

ホームページを新たに作成する費用を外部委託で人

件費で計上していたが、事務局で作成したので安価

ですんだ。 

 

◇議題⑤⑥は一括採決の結果、承認されました。 

 

                 議題審議終了 
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 福岡県立大学人間社会学部学部長 上野行良 

 

 同窓会スタッフの皆様、担当期の幹事の皆様、ご

準備やご出席、ありがとうございました。 

 また講演をわざわざお聞きに来て下さった皆様、

つたない話で来場を後悔されなかったでしょうか。

心配しております。義理で参加して思いがけなくそ

んな講演を聞かされてしまった皆様には深くお詫び

申し上げます。私のほうとしては皆様、暖かく話を

聞いてくださり、大変助かりました。 

 懇親会では近年卒業したばかりの方々が同じテー

ブルに座ってくださり、楽しくお話をさせていただ

きました。県大卒業生の男性のお顔はすぐわかり、

年を取っても男性はあまり変わらないものなのかと

妙なことに感心しました。会場ホテルの食事も予想

以上に美味しく、思いがけない喜びを得ました。 

懇親会では80代の方が「先輩に言われたので参加し

た」という話が印象的でした。いつまでたっても先

輩後輩の人間関係が続いていることに暖かい気持ち

になりましたし、そうした絆を作っていくことが大

切なのだとつくづく感じました。さらに80歳でまだ

現役で活躍されていることにも励まされました。こ

うした繋がりは大学としてもとても大事なものと思

います。 

 幸い本学の同窓会の皆様のほとんどはAI時代に

なっても活躍が期待される職種にいらっしゃると思

います。そして今後も一層、多職種連携が医療に留

まらず重要になっていきます。皆様が同窓会を通し

て、互いに、また現役学生や本学教員とネットワー

クを持っていただくことが今後、とても大切な力に

なってくると思います。 

 多くの方に同窓会に参加していただき、同窓会

ネットワークを広げ、堅固なものにしていけたらと

思います。そのために大学の方でもご協力できるよ

う、努力していきたいと思います。 

 参加されたことがない皆様も多いと思いますが、

知人同士を引き離して座らせるようなことはありま

せん。懐かしい方とお会いする機会として誘い合わ

せていらしていただけると幸いです。 
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講演会の感想はP8～9をご覧ください 

講演テーマ：「つらいことがあったとき」 

講師：上野行良先生 

   （福岡県立大学人間社会学部学部長） 



○上野行良先生の乾杯の音頭で懇親会がスタート。

リーガロイヤルホテル小倉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。 

★香月先生を囲んで★ 

★社保短8期・県看看護7期の皆さん★ 

★上野先生 笑顔で乾杯★ 

★四役・事務局による花笠音頭★ 

★社保短9期の皆さん★ 

福岡県立大学同窓会会報 Page 5 
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♪fucchiEが“上を向いて歩こう”の手話歌をレクチャー♪ 

♪もし自信をなくして 

くじけそうになったら 

いいことだけ  

いいことだけ 

思い出せ♪ 

各テーブルで会話に 

華を咲かせました✿ 



当番期は前方に出て頂き、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2021年に田川市で開催予定です。 

またお会いできることを楽しみにしています。 
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★保母養成所2期の岸上美智子さんと一緒に

トンカラリ体操と肩たたき体操を全員で★ 

★総会終了後、県看保助科2回生の

親睦会を行いました。★ 

早速、同窓会のホームページURLを登録しました 

★同窓会会長より 

秋興祭実行委員長へ 

助成金50,000円を 

贈呈しました★ 



◆同窓会総会について 
 

➀大変よかった 9    ②よかった 30   

③ふつう 15         ④ 悪かった 0 

 

【意見・感想】 
・出席者が少なかったですね。 

・出席者が少ない。学校卒業の時、しっかり同窓

会の意義を学ばせ出席するように学習させる。 

・いつも役員さんの努力に感謝しています。おつ

かれさま。 

・初めて総会に出席させて頂きました。同窓会の

活動を知って、眠っていた脳が大変刺激を受けま

した。役員やお世話されている方々に感謝いたし

ます。今日は、ありがとうございました。 

・時間的にも報告もスムーズで良かった。 

・事務局の方々、おつかれさまでした。 

・事業・予算について説明が少しわかりにくかっ

たです。 

・参加させていただいてよかったです。今の自分

だから、参加できるようになったのかと思いま

す。再来年は、田川です。また、お会いしましょ

う。 

・議事が終わった後にその他に質問や意見を受け

付ける時間があるとよかった。 

・初めて参加しました。（すみません。） 

・卒後、初めて参加しました。同窓会が３部門あ

ることを知りました。いろんな学校の編成で運営

も大変かと思いました。次回も元気なら参加しま

す。 

・役員のみなさま、ご苦労様でした。現役学生の

みなさま、ご協力ありがとうございました。 

・時間内に終了出来て良かったが、会場からの小

さな意見も少しはあった方が、会場も和んでいい

雰囲気になると思う。  
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◆講演会について 
 

➀大変よかった 49  ②よかった 6 

③ふつう 0          ④悪かった 0 

 

【意見・感想】 
・なかなか味のある、そして笑えつつ、実は真面

目に体の中にしみわたる内容でした。職場の中の

後輩が、先生の御世話になっていたことがあると

思います。それも含めて人間味のある保育士でし

た。会えて、そして学ばせてもらえてよかったで

す。 

・今迄になかった楽しい講演会でした。明日から

の職場で応用していきたいと思いつつ聞いていま

した。又、職員にも伝えていきたいと思います。 

・上野先生の講義、もっとお聴きしたいです。本

も買って拝読させて頂きます。 

・日ごろの生活に役立つお話で良かったです。 

・話を面白さと説明、笑いをとる？内容は勉強に

なった。 

・今の自分の立場や社会の中の一員として生きて

いく上での「生き方の知恵」を頂いた。今、とて

も疲れて、生きにくい自分に「ハッ」と気づかせ

て頂いた。もっともっとこの話を聞き、自己快眠

をして行かねばと思う。時代にあったテーマでよ

い講演会であった。明日から少し心が開かれれば

(よくねよう－)と思った。ありがとうございま

す。脳が楽になった。 

・講演を聞くのは非常に久しぶりでした。楽しい

お話で時間があっという間に過ぎました。今後の

人生に参考にしたいと思います。 

・とても”うまい！”講演だと思った。先生の講義

を受けたいと思った。 

・ストレスについて楽しく学べた。 

・とてもわかりやすく、楽しい講演でした。今後

の生活に活かしていきたいと思います。 

・テーマも私にとっては、すごくタイムリーだっ

たので大変興味深く聞きました。先生のテンポの

良い話し方で、あっという間でした。有意義な時

間でした。 

・とても楽しく聴く事ができました。 

・とっても良かった。またお話を聞きたい。スト

レスがなくなった。 

・楽しい内容でとてもよかったです。 

・とてもおもしろかったです。日常生活の中で参

考にしたいと思いました。 

・よいお話でした。感情や欲求についてよくわか

りました。今は退職して、のんびり過ごしていま

すが、現職のころ、怒りをいつも他の人にバクハ



◆懇親会について 
 

①大変よかった 25  ②よかった 18 

③ふつう 1         ④悪かった 0 

 

【料理はいかがでしたか？】 
・おいしかった。17 

・とてもよかった。9 

・普通 2 

・デザートがもう一品欲しかっ

た。2 

・味はとても良かったが、お肉が

少し硬かった。5 

・美味しかったし、量もちょうど

よかった。4 

・海の幸のマリネ、ビーフと野菜

のトルティーヤロールは、とても

美味しかったです 

・美味しかったです。出足が少し

遅く、待ち遠しかったです。 

・味が自分好みですべて完食で

す。ごちそう様です。 

・メニューはボリュームが充分

で、味も丁度よく大変美味し

かったです。 

・量も残量少ない丁度良かったか

な。 

・薄味で調理状態もトロミでシニ

ア向け、ビールもいっぱい飲め

て良かったです。 

・美味しかったです。それぞれ個

別で出していただけると食べや

すかったかと思います。 

・量ははじめは少ないと思った

が、終わるとちょうど良かった

です。 

・量は良かったと思いますが、メ

ニュー、味付けは？ 

・味付けが濃いように思いま

す。 
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ツする人がその人の対処で、自分も感情に溺れて

しまったことを思い出しました。先生が言われた

やり方を、もっと早く知っておけば、もっと仕事

ができたかなと思います。人生、怒りのない時を

たくさん過ごしたいと思います。 

・具体的でためになりました。笑えました。 

・大変参考になりました。今までのストレスの考

え方が違っていたことがよくわかりました。怒ら

ずに長生きできるようにします。 

・日々の生活をもっと気楽に送れそうな気持ちに

なりました。みんな「プチうつ」が普通と言わ

れ、心が軽くなりました。 

・もう一度、先生の講演を聞きたいと思いまし

た。ありがとうございました。 

・楽しい講演でした。今後の生きる糧にしたいと

思いました。 

・また聞きたい。おもしろく、ためになった。 

・とても興味深いお話で普段の生活にいかせる楽

しい話でした。ありがとうございました。 

・時々、人間関係で、相手に一言言いたくなる葛

藤でストレスになります。そういう時は、自分の

体調が悪いと認識し、言わない方の選択をするよ

うに心がけます。※人間はほとんど自分のことし

か考えていない。了解しました。 

・室内が寒くて話をきくことに集中できず、残念

でした。 

・最後尾から、先生の講演、そしてそれを聞いて

いる同窓生のみなさんの様子を見ていました。

ユーモアにあふれ、時たま出る上野先生のおねぇ

言葉に笑いつつ、「へぇ～」「うんうん」「あ

～」と大きく頷かれる皆さんの姿がとても和やか

で真剣でとっても楽しかったです。疲労をとるの

は質のいい睡眠だけ！の言葉がとても印象的で、

私があまり疲労を感じないのは、寝たが最後、朝

まで目が覚めないからかな？と思いました。 

 
 

 

海の幸のマリネ柑橘風味・蒸し鶏とクラゲの春雨サラダ・ビーフと野菜のトルティーヤロール 

イカと野菜のあっさり塩炒め・白身魚の香り揚げ・牛肉のローストポルチュゲーズソース 

真鯛の炊き込みご飯・ジュンサイの赤出汁 

桃のジュレとブル－ベリ－ マンゴ－のソルベ添え・珈琲                                          



【2021年同窓会総会(田川会場) 

    開催時期についてのご意見】 

・交通の便を考えて欲しい。 

・遠いな！と思います。 

・本校は不便（交通）なので、集まりが悪いけ

ど、出し物は田川郡の落語家 川崎亭好朝さんは

如何でしょう？ 

・楽しみにしています。福岡市から来るには列車

よりバスの方がアクセスが良く、大学まで直通だ

と案内の時に明記した方がいいと思う。列車で

は、乗り換えしても待ち時間が長い時がある。 

・盛会となりますように。 

・連休を利用してもらったらいいかも。 

・田川にも是非来てください。 

・わかりやすい場所だと助かります。 

・お任せです。楽しくしてください。 

・田川会場は「行けるかなぁ」と思いますが… 

皆様にお会いすると元気が頂けます。 

・10時～15時が望ましいです。今年は落ち着い

て出席できました。 

・田川会場は皆さんにとって遠いけど、大学にも

足を運んでもらいたい！ 

・この時期で良い。事前に総会資料が送付される

のがよい。 

・県大を身近に感じました。 

・ご心配です。 

・卒業して初めて参加しました。当番期という事

もありましたが、元気なうちにみんなに会ってこ

ようかと思い立ちました。次回は、もっと参加者

が増えるといいですね。 

・田川だと行けない人が増えると思います。 

・時期は同じで、何か講演会など入れて欲しい。 

・自分が住む場所を基準に考えるので申し訳ない

ですが、遠いなぁと思います。涼しい時期が良い

です。 

・よろしくお願いします。 

・今の時期（秋初旬）が出やすいので希望しま

す。講演会も。田川での開催 楽しみにしていま

す。 

・同窓会行ける間は行きたいと思いました。 

・学園祭と同時期にすれば、大学の様子が判ると

思います。 

・田川会場、田川とても懐かしい。応援します。 

・暑い時期を外して、秋の大学祭に合わせて開催

は如何でしょう？ 

・開催時期もいいと思います。 

・田川がいいよ。場所は学校膝元、参加者数は集

客率を検討されてください。 

・学園祭に合わせて欲しい。 

【全体の流れ・時間設定はいかがでしたか？】 
・大変楽しかったです。3 

・良かったです。14 

・スムーズな流れでとても良かったです。３ 

・あまりかしこまらず楽しい時間でした。2 

・総会に送ってもらった資料を持参すれば良かっ

た。役員さんの踊り良かったです。 

・アンパンマンは若干長かったが、良かった。

fucchiEも良かった。学生さんがもっと同窓生

に絡みにいけばよかったのにと感じた。 

・創意工夫されていて、楽しかったです。 

・面白かった。盛り上げようとされているのが感

じられた。 

・楽しい出し物ありがとうございました。 

・歌の時間は楽しかったです。手話付きが大変良

かったです。 

・余興もあり、楽しく過ごしました。 

・スムーズで良かったと思います。踊りもアンパ

ンマンもフッチーの歌も楽しかったわ。 

・前回に比べ人数が少なかったこともあり、何か

ゆっくりできた感じです。フッチーもありがと

う！ 

・踊りなど盛り上げてもらい良かった。歌も聞け

て良かった。 

・面白く芸達者な人が多いですね。 

・フッチーの歌、心にしみます。歌声がステキで

す。 

・フッチーさんの歌、音楽良かった。 

・卒業生の活躍が見れ、良かったです。 

・色々と工夫されていて楽しい時間を過ごさせて

頂きました。3 

・とても素晴らしい出し物でした。 

・会長以下事務局の方々のガンバリに脱帽です。 

・出し物も面白く、時間も充分で満足しました。 

・渕上さんのステージは良かったです。 

・今年は全体の流れ、全てにおいて満足です。 

・丁度良かったと思います。 

・アンパンマンは？流れや時間設定は良かったと

思います。フッチーさんの歌（ショー）は感動

しました！ 
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マルチシンガー 

ソングライター
fucchiE 

（渕上 卓司） 
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総会総合司会 

県大2期 人間形成学科 石本 光輝  

 

今年も2年に一度の福岡県立大学同窓会総会の時期

がきた。会計監査をさせていただいていることもあ

るが、卒業後20年以上経ったが、毎年のように参加

していると思う。  

職に就き、さらに家庭を持つとなかなか同級生や先

輩、後輩と会う機会が狭まってしまう。  

総会に出ると、正直知らない人ばかりではあるのだ

が、学校名や場所は違えど沢山の先輩、後輩に囲ま

れているのだなと感じることができる。  

今回の総会では当番期であることから、司会をさせ

ていただいた。拙い喋りで申し訳ないと思いなが

ら、久しぶりに上野先生の話を聴講でき、色んな人

と出会えて楽しい時間になったと思う。  

最後に、この場を借りてではありますが、私もこの

大学の卒業生の一人です。いつかどこかで同窓生の

方と関われた時はどうぞよろしくお願いします。 

 

総会議長 

社保短9期 保育科 平野 信子 

 

同窓会総会当番期で、議長をすることになりまし

た。私は、福岡県立大学同窓会に一本化する少し

前、社会保育短期大学の名簿作りから同窓会との関

わりを持ち始めました。ここ6年ほどは大阪に転居

していたこともあり、同窓会は私の中で少し遠くに

なっていましたが、常々、福岡県立大学同窓会は人

材の宝庫だと感じています。社会、福祉、看護、医

療、助産、教育、心理、保育など各分野で多彩な働

きをされている卒業生の集まりです。卒業校は6校

にもなります。福岡県立大学同窓会は社会保育短期

大学同窓会と一本化され、平成8年に福岡県立大学

同窓会として始動しました。その後平成16年には福

岡県立看護専門学校同窓会会員の加入があり、平成

19年福岡県立大学看護学部同窓会の独立があり、平

成28年看護学部同窓会の本同窓会への統合が実りま

した。現在は同窓会会員1万3千人を超える規模と

なっているそうです。規模として大きくなる一方

で、年会費納入率の伸び悩み、魅力ある同窓会への

脱皮など色々な課題を抱えています。今回は看護学

部同窓会との統合を経て2年、どのような評価を受

けるのか、気になるところでした。総会議題は事業

報告、会計報告、監査報告、役員の改選、事業計画

案、予算案審議と6項目でした。質問や意見・感想

などが出ることをそして、それが執行部に応えうる

内容であることを願い、ドキドキ、緊張しての議事

進行でした。議事審議の間、全く笑えていない自分

の写真を同窓会サイトで見つけて、後から苦笑しま

した。ご参加の同窓会員、欠席の方の質問表で、同

窓会会館の件、今後のより活発な同窓会活動につい

てなどのご意見・ご要望をいただきました。執行部

には丁寧に回答いただき、参加の会員方々には、温

かい拍手による承認をいただきました。ほっと胸を

なでおろし、私で良いのかしらとお引き受けした議

長の役を解かれて、懇親会、同期会を楽しむことが

できました。次の総会当番期にあたるのは22年後で

す。元気でいられるかな？元気でいなきゃ！ 

 

講演会、懇親会の感想  

社保短13期 社会福祉科  植野 俊司 
 

講演会、懇親会どちらも、あらためて気付かされる

ことがあり参加して良かったと思っています。  

上野先生のお話しの中で、欲求や感情と距離をとる

ことやストレスの原因などを分かりやすく説明して

いただきました。一番印象に残っているのは、人間

はほとんど自分のことしか考えていない。という言

葉には、あらためて気付かされました。 

懇親会では、 たぶん知った卒業生がほとんどいな

いので、孤立するだろうと思い，アンパンマンの踊

りやカードを持って行って充実した時間を過ごすこ

とが出来ました。ありがとうございます。印象に

残っているのは、卒業生フッチーの手話を交えた歌

です。坂本九の“上を向いて歩こう”は特に手話が

すぐに覚えられて親しみが湧きました。同窓会ス

タッフの皆さんに感謝しています。ありがとうござ

います。2年後田川開催、よろしくお願いいたしま

す。 

 

「同窓会懇親会に参加して」  

県大9期 社会福祉学科 渕上 卓司 

 

約10年ぶりに参加させていただきました。  

総会開催にあたり、役員の方々をはじめ秋興祭実行

委員会の皆さんや沢山の方が御尽力されている姿

に、とても感銘を受けました。また、私事ではあり

ますが、活動発表の一環としてステージにて手話歌

披露をさせていただきました。「上を向いて歩こ

う」の手話歌レクチャーでは、皆さんも熱心にご参

加くださり、とてもとても嬉しく、温かな雰囲気が

会場を包んでいたように感じました。ご協力くだ

さった皆さん、ありがとうございます。  

2年後は大学のある田川での総会開催とのこと。ま

た元気に皆さんとお会いできるといいなと思ってお

ります。集団というものに無意識に苦手意識を抱い

てしまう私ですが、気さくに声かけをしてくださる

皆さんに、とても救われました。重ねて御礼申し上

げます。  

最後になりますが、まだまだ残暑厳しい日々が続い

ておりますが、夜風は少しずつ秋の気配を感じさせ

てくれる優しさを帯びてきたように感じます。  
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皆様が実りある秋をお迎えになることを祈念すると

ともに、日々の生活も穏やかに深呼吸ができるもの

でありますようにと願っております。  

 

秋興祭実行委員長 鍋山 朱帆(公共社会学科3年） 

 先日は第28回福岡県立大学同窓会総会・懇親会に

お呼びいただきありがとうございました。懇親会で

は司会進行を務めさせていただきました。拙い司会

でしたが、会場の皆様が温かい雰囲気で見守って下

さったおかげで最後までやり遂げることができまし

た。また、秋興祭の委員長をやっていたという大先

輩の方とお話をさせていただきました。「会えてよ

かった！頑張ってね！」と言ってくださり本当に嬉

しかったです。司会やお手伝い、先輩方との出会い

は私にとってとても良い経験でした。ありがとうご

ざいました！ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋興祭実行委員 鶴 佐綾（公共社会学科3年） 

今回私は、総会と懇親会に出席させていただきまし

た。その中でも懇親会では司会を担当させていただ

きとても緊張しましたが、出席されておりました皆

様が優しい目で司会を見守ってくださったお陰で、

楽しく進行することができました。また一番印象に

残っているのは県立大学卒業生のfucchiEさんの歌

を聞いたことです。手話を交えながら透き通るよう

な歌声を披露する姿がとても輝いて見えましたし、

帰り際にはCDとＴシャツを購入させていただきま

した。次の同窓会には卒業生として参加しますので

よろしくお願いいたします。貴重な体験をありがと

うございました！ 

秋興祭実行委員 神田 乃亜（社会福祉学科3年）

私は、今回初めて同窓会総会に参加したのですが、

大変貴重な経験をさせていただくことができまし

た。総会が始まる前に、駅前で道案内をしていたの

ですが、総会に参加される方々が私たちに「お疲れ

様」や「ありがとう」といった言葉かけをしてくだ

さいました。皆さんとても優しく親切で、皆さんと

同じ大学の学生であることを誇りに思いました。こ

の度は、特別な会に関わらせていただき、ありがと

うございました。 

秋興祭実行委員 村岡 彩香（社会福祉学科3年）

同窓会のアルバイトを通して、福岡県立大学やそれ

以前の学校の卒業生の方々のお話を聞くことができ

ました。専門職として働かれている人、自分なりに

福祉や保育との関わり方を見つけている人など大学

卒業後の人生は様々であることを知りました。進路

に悩んでいる私にとって、そんな先輩方の姿はとて

も心強いものでした。今回のアルバイトに参加する

ことができて本当に良かったです。ありがとうござ

いました。  

秋興祭実行委員 末次 優花（看護学科2年） 

総会と聞くと固くて参加しにくいイメージがあった

けど、実際に参加してみると大学のことについて

しっかり話し合われ、質疑応答も充実していたため

大学の将来を考えた総会だと実感することが出来

た。また、懇談会についても大学の教員により面白

くためになる講演が行われていて楽しいものだと実

感した。今回の参加で卒業後総会などに参加し後輩

である県立大の学生のために意見を出したり現状を

把握することが必要だと感じた。  

 

秋興祭実行委員 末次 由佳（看護学科2年） 

この度は福岡県立大学の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。  

お手伝いをする立場なのに、上野先生の講演を聞か

せていただいたり、食事を一緒にとって親睦会に参

加された方と話すことができたりしていい経験をさ

せていただきました。同窓会がどのような活動をさ

れているのか知るいい機会にもなりとても有意義な

時間となりました。  

最後に個人的な感想ですが、フッチーの歌がとても

心に響き、家に帰ってもう一度YouTubeで曲を聞き

ました。今回お手伝いをさせてもらって本当に良

かったと思っています。お手伝いできることは少な

かったと思いますが招いていただきありがとうござ

いました。  

 

 
★お手伝いありがとうございました★ 



 令和元年8月末までに寄せられたメッセージです。 
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福岡県立大学旧教員    平井 歩実 

 

御案内を頂戴し、ありがとうございます。八月は本

務校通信教育のスクーリングの為、総会に出席させ

ていただくことができません。 

令和元年に同窓会が開催されますこと、お慶び申し

上げます。どうぞ皆様、楽しい時間をお過ごし下さ

い。福岡県立大学同窓会の益々のご発展を祈念して

います。 

 

福岡県立看護専門学校旧教員 

野田 信治様の義弟 上滝優治様より 

 

野田信治は平成31年1月5日に病気の為、他界いた

しましたので、ご連絡申し上げます。   

養成3期 村上 百合子 

幼稚園を退職してから絵本の学習をして、今も年6

回卒園児のお母さんたちと勉強会をひらき、ブック

トークなどでよい絵本の紹介をしています。 

三年前から、3回も転倒骨折をくりかえし、遠出が

できぬようになり、同窓会には参加できません。同

窓会の御発展を心からお祈りしています。 
 

養成3期 勝間 信子 

同窓会には出席できずにおりますけど、会報等楽し

く拝見し、身近に感じています。近隣での趣味の会

にはあれもこれもと出来るだけ多く参加して、頭脳

や身体の為にと励んでいます。同窓会役員の方々、

及び、関係各位のご活躍に感謝でございます。 

 

養成6期幹事 矢津田 克子 

養成所6期の皆様、いかがお過ごしでしょうか。志

を同じくした学舎を後にして、早や60年余り経ちま

した。時々は熱き保母養成所時代のことを懐かしく

思い出しながら、八十路の道を歩いていることと思

います。 

今回の同窓会は当番期となっているので、皆様に声

かけして参加しようかと考えてはみましたが、私の

今の体力、体調を考えると、手伝いどころか足手ま

といになることが目に見えており、無理はしないこ

とにしました。申し訳ございません。 

私は、日常は息子の鍼灸院の掃除と洗濯を手伝いな

がら、趣味の油絵や俳句の勉強など、自分の力で行

動できる範囲で楽しんで過ごしております。今は、

影も形もありませんが、百道の松林の中の保母養成

所で良い教師と良い学友に恵まれ共に学んだことは

私の人生の宝物となっております。最近は、訃報が

多くなり、淋しく思いますが、共に学んだ皆様のこ

とは私の胸の中でしっかり生きております。そのう

ち近場の喫茶店で、お茶でも飲みましょうね。 

では、保母養成所6期の皆様、 

お元気で。 

 

養成8期 弓削 宣子（代筆：夫 道行） 

14年前、くも膜下出血で倒れ、大手術を致しまし

た。(入院期間56日)現在、月・火・木・金 週4

日、近くのデイケアへ通っています。水曜日に訪問

介護で、言葉とリハビリに来てくれます。食欲もあ

り、用足しも出来るので、介助が必要ですが今のと

ころ、問題ありません。 
 

養成8期 石井 紀子 

保母養成所8期の皆さん、お元気ですか？いよいよ

来年は80才です。皆でお祝いしましょうね!!後期高

齢者になって、気力、体力の衰えは日々増していま

す。現状維持をと週二回のテニスと月二回の子育て

サロンのボランティア等で頑張っています。 

 

 

 

 

 

 

 

養成2期 鈴木 明子 

氏名変更を致しましたので、よろしくお願い致しま

す。理由は、私が長女であり、実家の跡を継ぐこと

で旧姓を名乗ることとなりました。今後は、鈴木で

よろしく御願い致します。 

 

養成2期 佐山 幸子 

現在、友人の柏原美佐子(故人)設立の水巻吉田保育

園園長(代行)として勤務中。民間保育園運営に苦慮

しております。 

 

養成2期 山口 規子 

同窓会事務局の皆様お世話になります。同窓生の皆

様、暑い夏お疲れ様でした。私事、無事に過ごして

居ります。今年の会には、

用件の為不参加で残念で

す。同窓会の盛会を祈念い

たします。 
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養成8期 松清 トモ子様のご長男より 

ご案内、誠にありがとうございます。去る、令和元

年6月18日に、母 松清トモ子は亡くなりました。

よって、今後の案内や名簿の記載等、お手数をおか

けしますが、何卒宜しくお取り計らいの程お願い申

し上げます。 

 

養成9期 工藤 美智子 

日本舞踊を始めて30数年、いろいろな舞台を経験し

ましたが、一番大きな舞台は昨年12月の博多座に出

演出来たことです。これからも皆さんに喜んでいた

だける踊りを、体力の続くかぎり続けていきます。 

 

養成9期 野間口 美智子 

一昨年8月初旬、くも膜下出血を発症し、その後入

退院をくり返し、現在は施設で生活しております。

同窓生の皆さまが、長寿・長命でご活躍されること

を祈念いたします。 

 

養成10期 服部 由紀子 

いつもお世話になっております。 

 

養成12期 花田 政枝 

昨年より山羊(いっくん)を飼っています。田んぼの

草を食べて、私としては助かるなと思っていたので

すが、ペットになってしまって早朝、昼、夕と3回

も我家から10分くらいかかる所に居る、いっくんの

場所へ通い、大変なことになってしまいました。や

ぎは意外とお利口で言葉が通じ、例えば、朝、

「いっくんおはよう」と言うと、メェーと鳴きま

す。「行くよ、おいで」と言うと私の方へやって来

ます。でも私は、自分が食べる野菜を作っているの

ですが、ハスの葉やトマト等美味しいと知ってい

て、目を離すとア～大変 食べてしまいます。大変

ですが、ボケ防止にいいかなと思っています。 

 

養成13期 後藤 敦子 

前略、同窓会は都合で出席できずとても残念です。

一番の趣味は、ピアノを弾くこと。ベートーベンの

「月光」の曲にチャレンジ。野菜や花作り、そして

小さな虫、メダカの成長に癒されています。花や

虫、小鳥、魚たちの慈愛の心で接し、お互い心が  

気持ちが通い合っています？・・よ。 

 

養成13期 清水 紘子 

残念です‼念願だった福岡市美術館での裂織の展示

会が、同窓会総会の日程と重なりました。しかも、

最終日なので後片付けの作業があり 

出席できません。 

次回を楽しみにします。 

 

 

 

養成15期 靍川 登美子 

福岡市で英語スクールを経営しています。保母養成

所1期卒業の西新保育園園長の浦谷冨士子先生のご

支援を頂き、市内の保育園10数ヶ所でアメリカ人講

師による英語教室を実施しております。日本の国際

化教育に携われる喜びと、情熱をそそいで私達を教

育して下さった講師陣や先輩方に感謝の念を持っ

て、日々仕事に従事しております。グローバル化が

進み、混沌とした世界ですが、「教育の力」を信じ

ます。福岡県立大学の益々の御発展を祈念しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保短1期保育 宮崎 敏子 

何とか元気にしています。 

 

社保短3期保育 進 久美子 

埼玉県在住の娘が帰省し、北九州空港まで送ってい

く日と重複してしまいました。リーガロイヤルホテ

ルは、参加し易かっただけに残念です。  

娘も県立大4期生です。今は、東京で「ゆうちょ銀

行」本社勤務中です。孫2人の子育てに私も協力

し、新学期の始まる4月には、サポーターとして1ヶ

月間(東京在住時には赤羽・王子へ 埼玉に引っ越し

てからは岩槻へ)通い続けましたが、下の孫娘が小

学校2年生になってからはサポーターを卒業しまし

た。そして今は、週3日間(月・水・金)泊まり込み

で、やはり今度は息子(北九州)宅の孫娘の子育て応

援中です。 

 

社保短3期社会福祉 肘井 政厚 

数年前にスペインに旅行に行きました。少しはスペ

イン語を話せたらと思ってTVのスペイン語講座を

録画して簡単な挨拶と単語を覚えました。「ビール

をください」や「お勘定をお願いします」などの基

本的なことだけ覚えてスペインに行きましたがバル

で注文するときに役立てることができました。 

今は週に一度スペイン語講座に通って会話と文法を

習っていますが、不思議と英語も聞き取りが良くで

きるようになりました。先日ヨーロッパに旅行した

時の添乗員もスペイン語の勉強を始めて英語が聞き

取れるようになったと言っていました。英語と併せ

て別の外国語を勉強するのもいいですよ。 
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社保短4期社会福祉 入江 和子 

今年より、県大内の筑豊市民大学「聴くアラカル

ト」を聴講生として参加しております♪出席率50％

をめざしております♪ 

 

社保短6期保育 木林 節子 

5年前に北九州市の保育所を退職した後、再任用で5

年間勤めました。今年の4月からはフリーの身とな

りましたが、近くの保育所で代替保育士として働い

ています。 

 

社保短6期社会福祉 大庭 公子 

退職して5年になります。残業の多い職場で長く働

いていましたので、仕事を辞めたらゆっくりしよう

と思っていましたが、読み聞かせや歴史民俗資料館

のボランティア、朗読や郷土史の勉強、ビーズやク

ラフト手芸、筋力トレーニング等々、結構忙しい

日々を過ごしています。年令とともにお寺のお手伝

いに行くことも多くなりました。在職中は、地域の

活動にもなかなか参加できませんでしたが、今は、

地域やいろいろな分野の人達との交流で刺激を受け

ています。頭と身体と心を鍛えて、元気なおばあ

ちゃんを目指します。 

 

社保短6期社会福祉 松元 良子 

温暖化の中、目紛しい気候変動、ちょっと油断する

と体調を崩しかねません。油断せず、またあまり緊

張せず、ゆっくりのんびりと過ごせるようにと願う

毎日です。 

南の方より皆様のご健康とご多幸を願っています。 

 

社保短7期保育 山田 笑子 

昭和50年に卒業し、平成、令和と代わり、ずい分年

月がたちました。田川での学生生活や、保育園で勤

めていた事など懐かしく思います。今は、違う仕事

に就き、来年3月で退職し、ゆっくりできます。土

日がほとんど仕事だったので、同窓会は出席できな

かったけれど、来年からは行きたいと思います。 

 

社保短8期社会福祉 松尾 孝子 

私は、日本年金機構を定年退職後、福岡市で年金相

談員として国民年金窓口業務を担当していますが、

最近、保険料未納だったために納付要件を満たさ

ず、障害基礎年金請求ができない事例があり、本当

に残念でした。20才以上の大学生ならびに20才以

上のお子様をお持ちの卒業生のみなさま、国民年金

保険料は未納になっていませんか？本人に収入が少

なくて保険料納付が難しいとき、学生の方は学生納

付特例、学生以外の方は納付猶予などの保険料免除

制度があります。保険料は納付するか、免除制度を

利用して毎年申請手続きをして、ぜひ、未納になら

ないようにしてください。年金は、老令だけでな

く、もしものときの障害や遺族年金があります。 

社保短8期社会福祉 仲松 奈緒子 

今年3月で退職し、自由な時間を満喫しています。

できる限り、「したい事をする❕」をモットーに楽

しく… 

 

社保短8期社会福祉 松枝 紀子 

退職して、健康を考えて、田川市で行われているケ

アトランポリンを週に一度やっています。おかげ

で、足腰が強くなってきました。歩き方が良くなっ

てきたとほめられます。 
 

社保短8期社会福祉 芳賀 郁子 

2年前に同窓会当番幹事をしてから、クラス会を開

くことができるようになりました。事務局の皆様に

は出欠の集約までご協力いただき、ありがたく思っ

ています。おかげ様で25名も集まることが出来まし

た。 

定年退職して4年目、自分らしく生きるには…？

ずっと模索中です。今年も同窓会に参加して、ヒン

トをもらって帰りたいと思っています。再会を楽し

みにしています。 

 

社保短9期保育 成田 恵美子 

還暦を機に、また保育の世界へもどりました。子ど

もたちと一緒に、楽しく過ごしています。未来を背

負う子どもたちが、たくさん幸せになるようにと願

います。 
 

社保短9期保育 山本 すま子 

私は社保短9期生で卒業して42年になります。主人

は7年前に61才という若さで旅立ちました。息子は

二人いて長男は37才で山口県庁に勤めていて、次男

は33才で介護士で宇部に勤めていて、今、次男と一

緒に暮らしています。長男は結婚しているのです

が、孫はまだです。 
 

社保短9期社会福祉 渋田 雅子 

夫の転勤で20年ぶりに出身地福岡に戻り、早5年が

過ぎました。滋賀に居る時に、介護福祉士の資格を

取り、現在も資格を生かしてディサービスセンター

でパート勤務しています。 

 

社保短9期社会福祉 白水 智子 

残業なし、土日出勤なしの勤務形態にも慣れ、徐々

に家庭菜園が充実し、孫と一緒に収穫を楽しんでい

ます。ただ、17年ぶりに生活保護の業務をしなが

ら、強大な人権意識と個人情報保護の壁によって性

善説に基づく福

祉や社会保障の

健全な運営は難

しいと、改めて

実感していると

ころです。 
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続けています。みなさんのご健康とお幸せそしてご

活躍を祈っております。 

 

社保短11期保育 中嶋 圭子 

北九州市の保育士として40年働き、この春無事に退

職しました。昭和を30年、平成を30年生きてきて

還暦になりました。新しい時代と共に、私の第二の

人生もスタートさせ、令和も30年楽しみたいと思い

ます。 

 

社保短12期保育 岩崎 由美 

同窓会総会の運営に関わっていらっしゃる皆様、あ

りがとうございます。今回は参加できませんが、い

つか参加できる日を楽しみにしています。 
 

社保短15期保育 秋元 裕子 

還暦まであと数年‼となりました。小林映子さんを

中心に同期会の予定があります。是非、周りの同期

生にお声かけをお願いします。合わせて、住所不明

者が16名程います。住所の変更などありましたら、

同窓会事務局まで連絡下さい。 

子育てもほぼ一段落。待ったなしに介護や実家の家

問題etc…。まずは、自分の健康に目を向けましょ

う。特に心を大事にケアしてください。くれぐれ

も…。 
 

社保短15期保育 垣原 惠子 

お世話になります。短大を卒業してもう37年になり

ます。物忘れがひどくなり、心身共にしんどい日々

ですが、なんとか過ごしています。ムリせず、笑っ

て過ごしていきたいです。皆様もどうかお元気で。 
 

社保短15期保育 佐藤 早苗 

幹事の皆様、ご苦労様です。 

家事、仕事に加え、義母のお世話（入院中）、自分

の両親の見守りとあちらこちらを行ったり来たりを

する毎日。自分の時間もなかなか取れずにいます。

今回、残念ながら欠席させて頂きます。皆様の健康

と御多幸をお祈りしております。 

 

社保短15期社会福祉 秋枝 いをり 

総会開催、おめでとうございます。 

地域行事への参加と重なり、出席できず残念です。

定年退職を数年後に控え、退職後自分にできること

は何か？と考えています。“要約筆記”という聴覚障

がいの方への情報保障を行うボランティア活動をし

ていますが、この活動に少し力を入れていけたらと

思っています。みなさんのご健勝をお祈りします。 
 

社保短16期社会福祉 畔川 智子 

同窓会のお世話をしてくださる方、 

お疲れ様です。ありがとうございます。 

 

社保短9期社会福祉 松本 由美 

孫の成長が楽しみな年になりました。まだまだ若い

人たちと一緒に働いています。愉快な仲間と共にマ

マさんソフトも続けています。そんな日常に感謝し

ながら、これからも無理せず、ていねいな暮らしを

心がけようと思います。同窓生の皆さんの健康と幸

せをお祈りします。 

 

社保短9期社会福祉 大﨑 優子 

こんにちは。社保短を卒業してから、42年も経って

しまいました。同窓会にもずっとご無沙汰していま

したが、今回、社保短9期生で当番期に当たったと

いうことで、何かしらお役に立ちたいと思い、参加

させて頂こうと思いました。同窓会の役員の方々の

ご尽力感謝いたします。 

 

社保短9期社会福祉 江口 和代 

卒業後、初めての参加です。どうぞ、よろしくお願

いします。 

 

社保短9期社会福祉 松岡 幸枝 

郵便局を退職して10年が経ちました。その間に孫

10人に恵まれました。現在は、畑作業、山歩き、孫

の世話、点訳ボランティアなどをして、のんびり過

ごしています。今年は富士山に登る予定です。 
 

社保短9期社会福祉 吉田 恭子 

33年間同居していた義母が昨年亡くなり、今は主人

と2人でのんびり過ごしています。8年前から始めた

テレビ体操(ラジオ体操)に、今年からスクワット、

かかと落としをしています。肩こりが楽になりまし

た。 
 

社保短9期社会福祉 大塚 美保子 

社保短卒42年。身も心もくたびれてきました。人生

後半戦になったとは言え、迷いの多い日々。自分な

りに悔いのない最後を迎えたいものです。 

 

社保短9期社会福祉 吉村 千春 

来年3月の退職を楽しみに、日々の仕事を丁寧にと

心がけています。（つもりです 笑）体力の衰えを

痛感する日々ですが、元気に退職の日を迎えたいと

思っています。 
 

社保短10期保育 鬼木 ひとみ 

35才の子ども(重度障害者)と暮らしています。近く

の子どもさんたちにボランティアで英語のレッスン

をしています。 

 

社保短10期社会福祉 千々輪 恵 

みなさん、お元気ですか。実行委員のみなさん、お

世話になります。いつもありがとうございます。な

かなか参加できずすみません。今は、親の見守りを

しつつ、主婦しています。できる範囲で少し仕事も
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看護1期 田中 睦恵 

知力の衰えを気力と体力で何とかカバーし、ディケ

アで頑張っています。気が付けば卒業して半世紀近

保養1期 田中 銀子 

体が弱くなり、毎日整形外科に通院しています。

（送迎がありますので） 

 

保養2期 小松 弘子 

今年、米寿になりました。昨年、背骨の圧迫骨折を

したため、大部苦しみました。杖をつきながら、こ

の夏、乗鞍休暇村、松本の明神館、鹿教湯温泉をめ

ぐりました。夫が、松本出身なので、お墓参りやお

見舞いを兼ねてです。上高地にも度々行きました

が、高温多湿を避けて、一息つき、夏を過ごしてい

るところです。災害の多いこの頃、皆々様くれぐれ

もお気をつけてお励み下さい。 

保養4期 神谷 トシ子 

おかげさまで元気に過ごしています。 

定年退職後、ケアハウス(軽度介護施設)で月3回、

介護予防教室の講師を20年間務め現在に至ります

が、保健師の仕事をしていてよかったと感謝してい

ます。趣味の社交ダンスは、4年前から週4ヶ所に講

師と共に男性役を、会の代表を務め、年間に合同発

表会3回と忙しく過ごしています。健康づくりに頑

張っています。 

 

 

 

公衛看11期 香月 泰子 

今年も同窓会総会に出席できることを嬉しく思いま

す。役員の皆様には、会のお世話をいただきありが

とうございます。心から感謝いたします。ふくらむ

一方の同窓会が、笑顔の輪になりますように❕ 

 

公衛看17期 木原 さく子 

看護学校の非常勤講師や団体の会長等、多忙にして

おります。脳トレと思ってがんばっています。 

 

公衛看18期 太田 弘子 

私自身6回目の年女ですが、町内会で月1回開催の

「いきいき会」の運営に関わっています。（夫とと

もに） 

唐津人形浄瑠璃保存会で、事務局と人形遣いしてい

ます。今年6月20日~24日渡米、6月22日にニュー

ヨークの日系人会館で公演。日系の方々に喜んでい

ただきました。 

 

公衛看18期 備後 由喜江 

今年は当番の年ですが、失礼させていただきます。

福岡県内の同期生の方々、何人か出席してくださる

とよいけどな―と心配しております。 

70歳は過ぎましたが、週に4~5日は外出(泊)をし

て、1日1日を大切に生きています。今年も100人の

新しい出会いを求めて、元気ですごしたいと思って

おります。 

社保短17期保育 森永 真寿美 

現在、保育士として働きはじめて35年目‼勉強した

いと思い、飯塚の“ぷろほ”という所に通いながら、

仕事しています。すると、そこには県大出身の方が

おられ、嬉しくなりました。JR福北ゆたか線もな

がめが良いですネ‼私生活では、もう孫がいるおば

あちゃんです。社保短時代の思い出は我が子にも語

り継いでいます。 

 

社保短19期社会福祉 服部 仁美 

いつもお世話になります。家の事情のため、参加で

きず申し訳ありません。会の盛況をお祈りします。 

 

社保短22期保育 林 由美 

みなさん、「保育士証」を持っていますか?児童福

祉法の改正(H15年11月施行)により、保育士資格証

明書等だけでは保育士として業務を行えないので、

今回登録手続きをしました。託児のおばちゃん（気

持ちはお姉さん）として子どもから元気をもらって

います。まだの方はぜひ保育士登録を! 

詳しくは「登録事務処理センター」  

 

社保短23期保育 小林 由美子 

平成元年4月 鹿児島から田川へ。現在も田川在住

なので、平成＝田川です。子育ては割と早くに終わ

り、お陰様で義母も両親も元気でいてくれるので、

ここ5年くらいは友達との旅行、父姉との旅行、母

姉との旅行、職場の旅行と地味に楽しんでいます。

一人娘の結婚が決まり、いろんな楽しみが増えた私

と、“そこまで落ち込みますか？”という程、心中穏

やかでない主人。一人娘を持つ父親の心境は計り知

れないと、つくづく感じた令和元年8月。 

 

社保短24期保育 佐藤 留未子 

吉野こども園に勤務しています。 
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くが経ちます❕ 医療の世界も世の中も信じられな

い程の進歩を遂げていて、付いて行くのに必死で

す。関わった方々が笑顔になって頂けた時の喜びが

活力の元となっています。皆様の御活躍と御健康を

お祈り致しております。 

 

看護1期 中野 京子 

今年で69才になりました。週4日、病棟で勤務して

います。患者さんや家族の方との会話も日々楽しん

でいます。長年、仕事をして、ここで仕事をやめた

らどうなるのだろうと心配です。又、いつまで仕事

を続けるのかも… 

休日は、コーラス、お茶、庭で野菜作り、年に一度

みやまきりしまを見に久住山に登ります。日々は、

ヨガ、エアロビクス、水泳を体力維持の為トレーニ

ングに励んでいます。 

今回、大学の同窓会に初めて参加させていただきま

す。 
  

看護5期 井本 邦子 

3人の孫の世話で朝、夕を忙しく過ごしています。

ボランティアをしながら、地域とのつながりを持

ち、学習させてもらっている毎日です。 

今年4月、同窓会を八女で計画し、久しぶりに元気

な篠原先生にお会いし楽しかったです。7月には、

山梨県で居託支援事業を15年頑張っている津金（広

瀬）さんに会いに、友人3人で行きました。40人の

職員の代表として頑張っている津金さんに会い、私

も感謝の気持ちで過ごすことの大切さを痛感しまし

た。今後も周囲の人達に感謝しながら、元気で楽し

く過ごしていきたいと思います。 
 

看護5期 高橋 百合子 

有料老人ホームにて、パートで働いています。 

 

看護5期 中村 史子 

老人ディサービスで看護師として働いています。近

くに住む母（90才、認知症あり）の介護の手伝いも

しています。健康に気を付け、もうしばらく仕事と

介護を頑張らねばと思っています。 

 

看護5期 小寺 一恵 

数年前の同窓会当番期がとりもつ縁で、看護科5回

生は再び同窓会を開催しています。各県に住まいを

構えていらっしゃる方に協力を得て、当番制で楽し

い時間を共有しています。本年は、筑後方面で恩師

の篠原先生を数十年を経て再会しました。現在も活

き活きと活躍され、大いに刺激を受けました。

さぁ、私達も見習って頑張りましょう。 

 

看護7期 黒岩 郁子 

皆様にお逢い出来る総会を楽しみにしておりました

が、家庭の事情で今回は失礼させて頂きます。次回

を楽しみにしております。 

今は、家は2人暮らしですが、家族は1人、2人と増

え、賑やかです。職場においては、子供より年の若

い方々と一緒にお仕事をしています。仕事内容は

ハードですが、こちらも明るく賑やかです。体力つ

けなくては…。 

 

看護7期 森 京子 

一昨年、総会に参加し、その後懐かしい友人達と再

会、大変楽しい時間を過ごす事ができました。その

後、数名とは旅行や食事と会う機会も増えていま

す。今回もまだ会えていない友人達と会える事を楽

しみに参加させていただきます。同窓会の御準備、

ご苦労様です。お世話になります。 

 

看護7期 山口 由喜 

今年3月いっぱいで定年退職しました。今は、100

才の母の介護中です。40年看護一筋でした。まわり

の人に感謝です。 

 

保助1期 上村 マサ子 

いつも大変お世話かけます。ありがとうございま

す。地域のふれあいサロンなどのサポーターとして

楽しみながらやっています。 

 

保助1期 山本 サヱ子 

同窓会のご連絡ありがとうございました。会幹事の

皆さま お世話いただき感謝します。平成22年3

月、大阪府保健所を定年退職し、約10年が経とうと

しております。退職後は、築30年の我家のリフォー

ム、子どもの結婚、孫の誕生、母親との死別、長崎

県佐世保市の実家の処分などあわただしく時が過ぎ

ていきました。昨年は、大阪で独身生活をしていた

妹が、7年間 癌で闘病のあと67歳で他界し、諸手

続き、遺品整理などで落ちつかない状態でした。今

年、古希を迎える予定(8/26で70才)、年令を客観的

に見ると驚きます。現在は、70才の夫と2人で年金

生活をしております。孫が小2、4才、2才と3人お

り成長を楽しみにしております。趣味は、刺しゅ

う、花の寄せ植えなどゆったりとした日常生活を満

喫したいと思っております。皆様のご健康をお祈り

しております。 

 

保助2期 小川 副代 

“指折り数えて御正月”を待っていた幼い頃を思い出

す暇もなく、退職して「古希」を迎えました。ここ

3年前より『孫・マゴ・まご』と接し、心と身体の

バランスを崩してしまいましたが、在宅（入院のあ

と）しながら、ゆっくり、自分の時間を自由に使

い、日々を過ごしています。同窓会に出席して、皆

様から「元気」をいただけることを楽しみにしてい

ます。 

 



保助7期 王丸 才恵子 

元気にしています❕ 
 

保助7期 岩田 志津子 

果物作りを楽しみながら、何かと多用な日々を元気

に過ごしています。県看の学生時代や社会人として

就業していた頃をなつかしく思い出しています。 

 

保助8期 郡島 久美子 

97才の母は、小規模多機能施設で入浴と訪問を利用

している。通所を勧めるが、自宅がいいと言って拒

否。食事の提供も受けたが、美味しくないと言って

拒否。食べ慣れない食事は美味しくないらしい。1

日3食きちんと食べている。時々、私とお手伝いさ

んを間違えることはあるが、就寝前は「今日はお世

話になりました。また明日もお願いします。」と頭

を下げる。何とも可愛い母である。在宅看取りがで

きたらいいなと思う日々です。 
 

保健20期 森田 はづき 

市役所に保健師として勤務しています。3人の子育

てをしながら忙しいですが、にぎやかな毎日を過ご

しています。遠方に暮らしているのでなかなか会え

ませんが、元気にしています。 

 

助産10期 山﨑 雅子 

平成2年から勤めていた診療所も院長高齢となり平

成26年に閉院になりましたが、同町内の診療所で働

かせて頂いて現在に至っています。そこに、県大の

看学生さんが実習に来られるようになり、恩師の古

田先生にもお会いできました。古田先生もお変わり

なく生き生きとされていていました。学生の実習も

時の流れで変わったなぁと実感させられています。 

福岡県立大学同窓会会報 Page 19 

保助2期 野口 久美子 

沢山の同窓生につどっていただきたいですね。今後

の同窓会のあり方についても、活発な意見が出て欲

しいですね。事務局のみなさん、お疲れさまです。

頑張って楽しい会にしましょう‼ 

 

保助2期 安河内 節子 

今回、総会・懇親会終了の15時ごろから保健婦助産

婦科2回生のクラス会(お茶等で親睦会)を計画しま

した。突然の計画で、短時間だったこともあって、

少人数の参加ですが、若かりし日々の懐かしい思い

を胸に再会を楽しみにしています。 

 

保助3期 松尾 繁子 

元気にやっております。お世話ありがとうございま

す。 
 

保助4期 宮沢 操 

事務局、役員の皆様 いつもお世話様になり有難う

ございます。H28年2月19日突然の脳出血にて6ヶ月

入院し、左半身マヒが残り、現在在宅で生活リハビ

リ中です。発症後、3年5ヶ月経過し、家族の手助け

を借り乍ら、家事は何とかできる様になりました。

ただ、1人で外出は困難由、皆様方のお姿を拝する

ことができません。お許し下さい。今後の同窓会の

発展と皆々様のご健康を祈念致します♡ 

 

保助4期 浦部 和子 

母校が統廃合し、“大学”になり、私にとっては遠い

存在になりました。毎年、このように連絡を頂くこ

とも心苦しく、しかも負担に感じるようになりまし

た。脱会？退会？できるならとも思う近年です。 

 

保助6期 江島 恵美子 

畑を耕し、草をむしり、野菜の苗を植えてもなかな

か育たず、収穫したのはイチゴとらっきょう…秋を

すぎるとキクイモがとれるはず。今年は、熊野古道

に行ってきましたよ！腰痛をかかえながらも18,000

歩、歩きました。陶芸とピアノも続けていますよ。

クラス会(9/16)で、小作品をもらってもらおうか

な…でも迷惑かな…と思案中。宮崎でお会いできる

のを楽しみにしていま～す。 

 

保助6期 小野 万紀 

定年退職以来、元気です！みなさん、お変わりござ

いませんか？ 

 

保助7期 麻生 ヨシノ 

定年退職後、時々仕事、習い事で 

毎日充実した日々を送っています。 

 

 

★事務局より★ 

近況報告、同期会開催予告、同期会報告を事務局まで

お寄せください。同期で声をかけ合って集まり、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。 

県大8期社会福祉 髙木 妙子 

若楠療育園という福祉施設で働いています。同窓会

で皆さんとお会いすることが叶わず残念です。 
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保母養成所15期生同期会  

2019年8月24日    

～プレミアム門司港ホテル～ 

                

保母養成所15期 松尾 よし子 

皆様、先日はお疲れ様でした。門司港駅に着くと

駅前広場で『関門よさこい大会』が開催中でした。

本当にラッキー！年1回でこの土曜のみの開催、い

つもの夏8月であれば、猛暑、しかしその日は曇

り、風もあり演技者にとっても観客にとってもラッ

キー‼雨の降らない空の下、納涼船でクルーズ、遊

覧船で巌流島に渡って歴史を満喫した人も！一人ひ

とり同期会開催までの時間を楽しみました。 

同期会では、フレンチも話もドリンクも楽しむこ

とができ満腹になりました。引き続き一部屋に集ま

り、何と12時近くまで話が途切れることはありませ

んでした。一人ひとりが、夫々の人生をしっかりと

生きているのだと確認しました。再び会え、話がで

きるのを楽しみに♡  --- See you --- 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社保短桧垣ホームを中心とした3,4,6期生の集い 
 

       社保短4期社会福祉科 木田 敏夫 

 現在、明石市にお住いの桧垣先生（91歳）ご夫婦

と社保短3期生2名、4期生4名、6期生2名の計10名

で令和元年（2019年）5月26日にANAクラウンプラ

ザホテル神戸の中華レストランの個室で小さな集い

を開催しました。 

 先生ご夫妻は明石から、他は東京、名古屋、福

岡、熊本の各地から集まって、それぞれの近況と昔

話で大笑いをしながら話しに花を咲かせ、至福の一

時を過ごしました。 

 先生は91歳のご高齢ながら血色もよく「朝昼晩の

酒が健康の元」といつものように皆を笑わせておら

れました。近頃は奥様も先生に付き添われて一緒に

参加されておられ既に私たちのメンバーの一員です

（笑） 社保短3,4期生の時（1970年頃）にスタート

した桧垣先生のホームでは手作りの飲み会兼交流会

を重ねるうちにホーム内外の賛同する仲間も増え

て、いつも20名近くの参加者で賑わいをみせるよ

うになりました。 

卒業後も各人が就職先近くの温泉地等で会場を見

つけ、時には泊りがけで毎年のように楽しい集い

を重ねてきました。 

 しかし、10年ほど経過した頃からはメンバーの結

婚や子育て、仕事の多忙化等も重なり、各人が個

別に連絡を取り合う以外の集いは実質的に休止状

態となってきていました。 

 2013年4月に桧垣先生の希望と東京に住む清本

（旧姓）さんや他のメンバーの努力で再び神戸で

の集いが決まり、それ以降に先生ご夫妻も福岡に

二度おみえになって賑やかな会合をもつことがで

きました。 

 私たちも古希を真近かに控え、高齢者の福祉と共

に健康問題への取り組みも身の周りの需要な課題

となってきていますが、いつもどおり笑いを忘れ

ずに楽しい交流を続けたいと思っています。 

同窓会総会〈手話の思い出〉＆クラス会報告 

     （2019年8月25日～26日） 
 

        社保短8期社会福祉科 松尾 孝子 

今回の同窓会総会にクラスメイト4名参加。 

講演も良かったし余興も楽しく

いい同窓会だねとみんなで話

し、歌うフッチーと一緒に手話

をしながら短大時代に思いを巡

らせていました。  

45年前、社保短入学して間もな

く新聞で「直方で手話講習会開

催」の記事を見つけた私は、寮の同室メンバーに

声かけて４人で受講。6月から週１回、20回位の講

習会と記憶してますが帰省で夏休み中欠席、9月以

降は講習についていけず苦労しながらなんとか終

了。その後、一緒に受講した県の福祉事務所の方

やろうあ者の方々で発足した田川の手話サークル

に参加。手話サークルの後押しもあり2年生になっ

た昭和50年、2人が会長・副会長として短大に手話
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同好会を発足。多くの新入生やクラスメイトが入会

してくれました。中には積極的にろうあ者の方々と

コミュニケーションを取ってみるみるうちに手話が

上達した1年生がいて、今回その後輩たちと会えて

懐かしく、今もサークルとして手話が県立大学に引

き継がれていることを知り嬉しい限りです。  

社保短社会福祉科8期は、2年前に続き同窓会総会終

了後の17時～20時小倉リーセントホテルでクラス会

を開催。 

今回も大阪、島根、鹿児島や宮崎など遠方から多く

の参加があり参加者は16名、短大卒業後初めて参加

の島川さんと平成5年9月の県大移行記念事業に合わ

せて開催したクラス会以来26年ぶりに参加の黒木さ

んを加えて、短大時代の出来事や近況報告など話が

弾みました。部屋での二次会に15名参加し、宿泊の

13名は夜中まで短大時代のアルバイトや親には内緒

の様々な話、今夢中になっている韓流スターの話

等々おしゃべりは尽きません。  

翌朝はみんなで朝食とりながらラインで大盛り上が

り。ラインに参加したい人は幹事に連絡下さいね。

その後12名で小倉城観光、8名で門司港に行き、駅2

階の「みかど食堂」でゆったりランチ後に門司港散

策して帰途に着き、みんなとは2年後、田川での再

会を約束しながらお別れしました。 

社保短9期生 同期会 
 

       社保短9期社会福祉科 白水 智子 

8月25日、令和元年度の総会と全体の懇親会の後、

社保短9期生保育科・社会福祉科合同の同期会に参

加しました。今年は同窓会の当番だったこともあ

り、遠く埼玉県から参加してくれた人など例年の総

会より参加者も多く、また同期会から顔を出してく

れた人を含め、総勢26名！ 

貸し切りのお店の中は乙女に戻ったおば様たちの

黄色い声と笑い声が充満し、イケメンのスタッフさ

んの腰が引けていました。 

思い出話や近況報告に花が咲くなか、卒業後、音

信のわからない友人を心配する声もちらほらあっ

て、話は尽きず、あっと言う間にタイムリミット。

「頑張ってきてよかった」という人、「こんなはず

じゃなかった」という少し苦い思いを胸に抱いてい

る人、60数年のそれぞれの人生がほんの一瞬だけど

交差した2時間でした。 

今回の同期会、何よりの収穫（？）は、ラインで

9期生のグループが出来たこと！早速、各地の満月

の様子や登山、海外旅行などリアルタイムのトーク

を楽しめるようになりました。幹事の皆さん、本当

にありがとう！ 

          

還暦同窓会 

 

  社保短11期保育科 内田 眞佐子（旧姓石丸） 

平成30年11月23・24日 佐賀武雄にて、社保短保育

科11期生、還暦同窓会を行いました。参加者10名。 

大衆浴場でみんなで入浴、夜は美味しい食事とお酒

で尽きることのないおしゃべり。翌日は廣福寺の紅

葉・武雄神社の樹齢3000年の「大楠」にパワーをも

らい、武雄図書館へと満喫し、2年後の再会を誓

い、帰路につきました。 

卒業から40年という月日がたちましたが、ニック

ネームで呼びあい、外見はともかく（笑）、心は20

才に戻った、ひとときでした。 
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受賞 
 

 保母養成所10期   

   山下 藹子さん 

 （北九州市 金田保育園園長） 

  

 令和元年春の叙勲 

 瑞宝単光章 児童福祉功労 

 

8月25日の懇親会にて、会場の皆様にご報告いた

しました。 

 訃 報 (総会案内発送後の連絡分) 

 
追悼：謹んでお悔やみ申し上げます。 
 
末崎 明美  社保短12期 

    平成27年1月7日 逝去 

藤本 妙子  保養3期 

    平成27年11月6日 逝去 

河原 サダ子 保養1期  

    平成29年1月5日 逝去 

竹内 仁美  県大14期 

    平成29年5月7日 逝去 

加藤 ツギ子 保母養成所9期 

    平成30年5月23日 逝去 

松田 美恵子 保母養成所5期  

    平成30年6月18日 逝去   

野田 信治  県看旧教員 

    平成31年1月5日 逝去 

九玉 庸子  保母養成所3期 

    平成31年4月 逝去 

梅野 扶美代 保母養成所14期 

    令和元年6月15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。 

同窓会ホームページに新着情報を掲載していま

す。 

第28回同窓会総会と懇親会の写真をホームペー

ジのギャラリーに掲示しています。 

これからも大学祭や入学式、卒業式また四季

折々の出来事を掲載していきますので、ぜひご

活用ください。 
 

    http://fpu-alumni.org 

 つながりワークショップつぶやき 
 

 昨年夏、同窓会ホームページにて「つながり

ワークショップ」参加者募集の告知がありまし

た。 そこで、同窓会会員同士あるいは在学生と

の関わりを持つワークショップ、身近で出来る

ことはないかしら？と考え「手作り布ナプキン

のワークショップ」を思い立ちました。 

なぜ「布ナプキンワークショップ」なのか、 

(1)自分が作って使ってみて、肌触りがよく、温

かくて冷え症対策になっているので伝えたい。

(2)在学生、卒業生に支援職が多く、支援対象者

のことを考えるのと同じように自分のことを後

回しにせず大切にして欲しい。 

(3)女性の性や生理について話してみる機会があ

るといいなぁ～。 

という思いです。昨年秋に、秋興祭同窓会ブー

スで、布ナプキン・布ライナーの販売をし、購

入下さった方に、ワークショップのお知らせを

しました。以後、秋と春に４回「手作り布ナプ

キンワークショップ」を行いました。参加者は

地域の方々や同窓会事務局関係者が少しといっ

た感じで、在学生にはなかなか広がりません。

が、ボチボチで広がっていけばいいなぁと思っ

ています。そして他にも楽しくワクワクする

ワークショップが誕生することを心待ちにして

います。  

＜協力要請＞  

20cm角のハギレを探しています。古着（パジャ

マ、Tシャツ、ブラウス、ハンカチ）など綿のも

のが好ましいです。ご自宅にありましたら、是

非同窓会事務局までよろしくお願いします。  



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。 

2018年7月15日～2019年9月30日現在      146名567,400円 
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福岡県立保母養成所 

1期 浦谷冨士子 

1期 源五郎丸和子 

2期 井上壬子 

2期 村上みさ枝 

2期 佐山幸子 

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 

6期 福井尚子 

6期 西洋子 

6期 宮﨑陽子 

6期 矢津田克子 

7期 森光千佐子 

7期 佐東惠子 

8期 渡辺直子 

8期 西 紀代子 

8期 石井紀子 

9期 眞野征子 

9期 工藤美智子 

9期 入江喜江 

9期 塩見恵子 

9期 原野富子 

10期 日比尭子 

12期 上野佳津子 

13期 柏谷裕子 

13期 寺﨑和子 

13期 清水紘子 

13期 木村美枝子 

15期 靍川登美子 

匿名希望１名  

保育科7期 松浦誓子 

保育科7期 植山悦子 

社会福祉科7期 永冨美裕子 

社会福祉科7期 福島悦子 

保育科8期 大石順子 

社会福祉科8期 松尾孝子 

社会福祉科8期 福田祐子 

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 松田環 

社会福祉科9期 吉村千春 

社会福祉科9期 田口千恵 

保育科10期 岩崎扶佐子 

社会福祉科10期 濱﨑清香 

社会福祉科10期 廣岡佳子 

保育科11期 歳国一枝 

社会福祉科11期 中原悦子 

保育科12期 岩崎由美 

社会福祉科12期 原律子 

社会福祉科12期 徳永裕美 

社会福祉科12期 横田ひとみ 

社会福祉科12期 山岡寿 

保育科13期 大瀬瑞穂 

保育科13期 後藤真由美 

保育科13期 吉永眞由美 

社会福祉科13期 植野俊司 

社会福祉科13期 内野由美子 

社会福祉科13期 柴田幸子 

保育科15期 井上裕子 

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 松田千穂子 

社会福祉科16期 川口奈津子 

社会福祉科17期 中村直子 

保育科18期 福間真由美 

社会福祉科19期 西嶋裕子 

社会福祉科19期 公田充子 

社会福祉科20期 三浦緑 

社会福祉科23期 鶴川真紀 

社会福祉科25期 大西美佳子 

匿名希望５名 

福岡県立保健婦養成所  

1期 田中銀子 

2期 小松弘子 

3期 丹以久代 

4期 神谷トシ子 

6期 太郎丸澄子 

8期 伊藤多喜子 

10期 神谷不二子 

福岡県立公衆衛生看護学校  

11期 渡辺美智子 

11期 香月泰子 

18期 備後由喜江 

19期 坪内君子 

福岡県立看護専門学校  

保健婦助産婦科1期 山本サヱ子 

保健婦助産婦科1期 田代孝江 

保健婦助産婦科2期 小川副代 

保健婦助産婦科2期 野口久美子 

保健婦助産婦科3期 高田昌子 

保健婦助産婦科7期 松尾恵美子 

看護婦科1期 田中睦恵 

看護婦科3期 野田昌子 

看護婦科4期 仲山淳子 

看護婦科5期 井本邦子 

看護婦科5期 小寺一恵 

看護婦科5期 吉田裕子 

看護婦科7期 横手綾子 

看護婦科7期 黒岩都子 

看護婦科7期 西利江子 

看護婦科7期 森京子 

看護婦科7期 山口由喜 

看護婦科10期 吉岡しのぶ 

看護婦科11期 藤原浩美 

看護婦科13期 石田雅子 

看護婦科14期 宮崎久枝 

看護婦科14期 山下亮子 

保健婦科1期 瀬戸祥江 

保健婦科1期 中村三智代 

保健婦科2期 丸山ヒト恵 

保健婦科4期 小泉孝子 

保健学科19期 奥村優貴 

保健学科23期 田中詔永 

助産婦科4期 轟木富貴子 

助産婦科6期 興石由香 

助産婦科7期 山口真実 

助産婦科10期 山崎雅子 

助産学科20期 倉重潔子 

福岡県立大学  

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11期 本田恵 

人間形成学科1期 新藤美奈子 

人間形成学科3期 大島聖子 

人間形成学科7期 綿本朋美 

看護科7期 千々和由香 

看護科12期 山村恭葉 

匿名希望３名 

2019年10月1日以降は次号に掲載します 

福岡社会保育短期大学  

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 足立千加子 

保育科3期 酒井静子 

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5期 大畑美也子 

社会福祉科5期 鬼木八重子 

社会福祉科5期 深蔵和子 

保育科6期 小川芳枝 

保育科6期 小代恵子 

社会福祉科6期 大庭公子 

保育科7期 山田笑子 

保育科7期 古野祐子 

（敬称略） 



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!～」です。 

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。 

 

今年のお笑いライブゲストは 
  9日土曜日 

   17：00～17：45 

   シソンヌ・ガンバレルーヤ 

 

 10日日曜日 

   13：00～13：45    

   野生爆弾・スクラップス 
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<退職された先生> 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） 

 第28回秋興祭（11月9日・10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 
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31号は年会費納入者と平成29年度、平成30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。 

 


