
　風早会の皆さまには、平素より本学の教育活動に多大なるご支援ご高配を賜り心より感謝申し上げま
す。本年4月に学長を拝命致しました古市恵美子です。どうぞよろしくお願いいたします。
　ご存知のように、本学は太宰府天満宮の近く、風早の丘に昭和41年に開学し、令和の今日まで50年
以上女子教育に携わってきました。学科構成は変わりましたが、それぞれの時代のニーズに合わせた女
性の可能性を伸ばす教育を行ってまいりました。
　現在新型コロナウイルス感染症問題により、本学では5月から遠隔授業を開始し、6月からは感染症対策を行った上で対面
授業も開始しました。対面授業開始までは、インターネット越しですが学生の様子を知ることができ、あらためてインターネットの
重要性を認識しました。私にとってコンピュータは、卒論で使用して以来、教育研究対象として常に身近にありました。また、社
会にインターネットが普及した過程も見てまいりました。このような時に学長に就任致しましたことに何か因縁を感じました。今後
は、社会が求める ICTの利活用に関する教育のさらなる充実を目指し、本学の発展に全力を尽くしていく所存です。
　最後に、太宰府の素晴らしい環境に囲まれた本学で学ぶ後輩学生たちのために、今後とも温かいご支援、ご協力をお願い
致しますと共に、風早会のさらなる発展と皆さまの益々のご健勝、ご多幸を祈念いたします。

学長からのご挨拶 福岡女子短期大学 学長 古市 恵美子

福岡女子短期大学
同窓会風早会 会長

土内 華誉子
2000年卒 食物栄養科 

旧姓：鳥越

　風早会会員の皆様、平素より風早会の運営に対して格別のご理解とご協力を賜り、深く感謝いたし
ます。
　まずは、令和2年7月豪雨での記録的な大雨により被害にあわれました方 に々お見舞い申し上げます。
　また、今般の新型コロナウイルスによる影響でまだまだ苦しい時間を過ごされている皆様に心よりお見
舞いを、そして医療関係者として従事されている方 に々感謝申し上げます。
　さて、風早会もこのような状況をふまえ、2020年度総会を中止せざるを得ないと判断いたしました。予
算・決算等の情報をホームページにて掲載しております。ご確認くださいますよう宜しくお願い致します。
　昨年度は、久しぶりの母校での総会と3回目の開催となりました卒業生交流会「30歳の実り」を行いま
した。恩師の先生方や友人と久々に再会し、美味しいお料理をいただき会話もはずみました。今年の
開催は見送りとなりましたが、来年こそは開催したいと考えております。

　他にも、紹介しきれないほどの卒業生の皆様のご活躍を耳にし、とても喜ばしく思います。風早会会員皆様の活力になりま
すので、皆様、遠慮なさらずに、ご活躍の御一報いただけると幸いです。
　新型コロナウイルス終息に向けて、個人が意識を高め、身の回りの方 と々の情報の連携が終息のカギとなる事と思います。
会員一丸となり頑張り、乗り越えましょう！
　来年、皆様の元気な姿を拝見できますように、心からお祈り申し上げます。
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編集発行 福岡女子短期大学同窓会風早会 〒818-0193 福岡県太宰府市五条四丁目16番1号　FAX （092）924-4920
E-mail kazahayakai@yahoo.co.jp
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（福岡女子短期大学HP→卒業生の方→風早会HP）
http://www.kazahayakai.net風早会ホームページの内容が更に充実！ いますぐ検索 Facebook
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　2019年11月に開催しましたtutti concert 
vol.13は、後藤龍伸氏、関原弘二氏を客演
にお迎えしての室内楽、声楽、ピアノソロと
いう多彩なプログラムでご来場の皆様よりお
喜びの声を多数いただきました。また、スタッ
フも、他の音楽協会でご活躍されている卒
業生に統括をお願いし、勉強になることが
非常に多く、とても充実した年となりました。
　今年は新型コロナウイルスの影響のため、
設立より初めてコンサートをお休みすること
となりました。また皆様とお会いできるよう、
2021年秋に向けて準備をすす
めています。既に出演のお問
合せも届いております。演奏
時間、演奏形態自由ですので
ぜひご相談ください。例年、5
月に奏者顔合わせを行い、半
年ほどかけて宣伝等準備を
行っています。他にもこのよう
な企画をしてほしい！等のご意見も
お待ちしております。
詳細はHPをご覧ください。
（写真は昨年のtutti concertです）

tutti会長　芹川  綾子 （旧姓：加治木）
■メール　　tutti_fwjc@yahoo.co.jp
■URL　　　http://www5.hp-ez.com/hp/tutti/

お問い合わせ先

～トゥッティ～

福岡女子短期大学音楽科卒業生会『アリア』
Gmail　fwjc.m.og.aria.@gmail.com

会員登録
お問い合わせ

計 3,853,893 4,364,035 3,060,164

支 出 の 部

項 目

会 議 費

総 会 費

会 報 費

（印刷費）

（発送費）

事 業 費

通 信 費

事務消耗品費

人 件 費

交 通 費

慶 弔 費

施設充実費

光 熱 費

予 備 費

行事協賛助成金

寄 付 金

翌年度繰越金

予　算

200,000

350,000

670,000

〈400,000〉

〈270,000〉

400,000

300,000

80,000

200,000

10,000

600,000

500,000

40,000

403,893

100,000

0

0

決　算

152,000

438,983

645,302

〈411,400〉

〈233,902〉

502,828

234,967

48,152

280,000

0

232,577

234,162

0

0

25,000

0

1,570,064

 2020年度

 予算案

100,000

0

800,000

〈420,000〉

〈380,000〉

0

300,000

80,000

200,000

10,000

200,000

350,000

0

920,164

100,000

0

0

2019年度

2019年度

2019年度決算報告
2020年度　予算案

収 入 の 部

項 目

会 費 収 入

総会会費収入

事 業 費

（30歳の実り）

（風早会講座）

積立金（特別会計
繰り入れ）

雑 収 入

前年度繰越金

予　算

1,500,000

90,000

45,000

〈45,000〉

〈0〉

1,500,000

30,000

688,893

決　算

1,500,000

85,500

34,500

〈34,500〉

〈0〉

2,000,000

55,142

688,893

2020年度

予算案

1,490,000

0

0

〈0〉

〈0〉

0

100

1,570,064

（単位：円）

計 3,853,893 4,364,035 3,060,164

音楽科
卒業生会
音楽科
卒業生会

同窓生入試 …卒業生がもう一度福女短に入学したら「600,000円（年額300,000円）を免除」　
同窓生子女入試 …卒業生のお子さんや在学生姉妹が入学したら「210,000円を支給」

福岡女子短期大学
入試広報課

〒818-0193  福岡県太宰府市五条四丁目16番１号
TEL：092-922-2483（入試広報課直通）　FAX：092-922-6453　　　info@fukuoka-wjc.ac.jp

詳しくは下記へお問い合わせください。

卒業生のための特別入試

同窓生・同窓生子女入試同窓生・同窓生子女入試
オンライン
オープンキャンパス
特設サイトその他の入試も入学時の特別奨学制度があります。選考方法については入試広報課におたずねください。

募集人員

入試区分

文化教養学科 70名健康栄養学科 70名子ども学科 70名

指定校推薦入試／公募推薦入試／自己推薦入試／一般入試／大学入学共通テスト成績利用入試／特別入試／AO入試

音楽科卒業生会「アリア」音音音音音音音音音音音音音

　音楽科卒業生会アリアは今年で5年目を迎えまし
た。皆さまのお力添えに厚く御礼申し上げます。昨年
12月にはアンサンブルコンサート、今年2月にはコン
クールのための講習会を行い、卒業生の皆さんとスキ
ルアップや交流の場を共有することができました。今
年度の活動は未定ですが、情報は随時Facebookや
Instagramで発信していきます。
　卒業生の皆さまのご健康をお祈りするとともに、一日で
も早く落ち着いた日々が戻ることを祈っております。

音楽科 80名

2021年度　福岡女子短期大学入試情報
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1979

福岡女子短期大学は 開学5 5年 次年度は音楽科、子ども学科・保育学科
2022年度は文化教養学科・文化コミュニケーション学科、文科英語英文
専攻、英語科、文科国語国文専攻、秘書科、ビジネス学科を掲載予定です。

福岡女子短期大学は家政科224名から始まりました。1回生は被服、食
物、実務、司書コースがあり、その後の食物栄養科、秘書科、司書課程な
どの学科構成につながっていきます。

染織デザイン課程、生活デザイン課程
は学外で作品展を開催

家政科は家政専攻、被服専攻、生活造形専攻と専攻増設を重ね、短大の中核
学科となりました。家政科と生活学科の卒業生は5,699名。教養教育と専
門教育のその柔軟な教育は多方面で活躍する卒業生を多数輩出しています。

食のスペシャリストとしてたくさんの卒業生が栄養士として現場で活躍し
ています。さらに管理栄養士の資格取得をめざす卒業生のために、管理
栄養士国家資格対策講座が毎年開講されています。

健康栄養学科となった現在は栄養士免許のほか、栄養教諭二種免許、
フードスペシャリスト、健康管理士などの免許、資格を取得できます。
「健康」に特化したカリキュラム編成となり、食と健康のスペシャリストを
養成しています。また、プロの料理人の方を非常勤講師に招き調理技術
の向上をはかっています。

2000年にはフードスペシャリストの資格が、2005年には栄養教諭二種免許が取
得できるようになりました。2013年3月に2号館を食物栄養科棟にリニューアル。
快適な教室と最新の設備が整った教育環境となりました。

学科開設から続く教育理念は初代学科主任の富安行雄
先生によるところが大きい。栄養士という職業の重大さ
を意識され、学生の教育に厳しい姿勢でのぞまれた。
（開学40周年記念誌より）

福岡女子短期大学開学翌年の1967
年に食物栄養科は設置されました。
110名の学生からスタートした食物
栄養科は健康栄養学科となった現在
まで、栄養士免許を取得した卒業生は
4,000名を超えます。

食物栄養科・健康栄養学科食物栄養科・健康栄養学科
（1967～2018）（1967～2018） （201 8～現在）（2018～現在）

4月 第1回入学式 釜瀬冨士雄学長

家政専攻調理実習

染色実習 田中義生先生

衣服鑑別実験

栄養学各論実習
小山美智子先生

食品学各論講義
中嶋昭正先生

生化学実験
早川京子先生

栄養指導論 八丁雄子先生

調理学 富安あやめ先生

給食管理実習 食品衛生学実験

食品衛生学実験 北原慶子先生

調理学実習 近雅代先生

基礎調理学実習 新型コロナ感染拡大予防のための配慮と工夫をした講義

食品加工貯蔵学 山崎統道先生

応用微生物学 富安行雄先生調理実習

生活デザイン特論実習
松尾敦美先生

生活学特論実習
山本マチ子先生

被服構成学実習被服構成学及び演習 木川公子先生

家政科の先生方

特別研究発表会

特別研究

生活造形実習

染織デザイン課程第3回染織展

事例研究発表

太川秀代先生
被服構成実習開学時1号館

その姿は今もかわりません

現在の2号館
1号館とをつなぐ通路は
そのままです

2019年度活動報告・2020年度活動予定

４月
5月
6月
９月

11月
12月

1月
2月
3月

  2日 入学式〈150名入学〉
15日 会報32号発行
16日 第49回 風早会総会・懇親会 〈会場：福岡女子短期大学〉
  1日 卒業生交流会〈30歳の実り〉〈会場：HAKATA ONO〉
  8日 風早会主催講座 〈講師：味酒安則さん〉
 新元号「令和」ゆかりの太宰府 〈会場：太宰府天満宮　権宮司〉
15日 音楽科卒業生会 tutti concert 13 〈会場：あいれふホール〉
  2日 短大社会人入門・先輩講座「いまをいきる」〈講師：花崎望さん〉
 （音楽教室　Music Life 主宰　1997年音楽科器楽専攻課程卒）
31日 健康栄養学科リカレント研修会
  1日 文化教養学科リカレント研修会
  1日 （中止）子ども学科リカレント研修会
  9日 （中止） 音楽科卒業演奏会 〈会場：FFGホール〉
13日 学位記授与式〈147名卒業〉

2019年

2020年

2019年度　活動報告 2020年度　活動予定

４月

6月

8月

未定

未定

未定

3月

  1日 入学式〈149名入学〉

  6日 （中止）風早会総会・懇親会

  1日 会報33号発行

 （中止）卒業生交流会「30歳の実り」

 （中止）風早会主催講座

 文化教養学科リカレント研修会

 健康栄養学科リカレント研修会

 子ども学科リカレント研修会

 音楽科卒業演奏会 〈会場：FFGホール〉

19日 学位記授与式

2020年

2021年

卒業生交流会「30歳の実り」報告
久保田 美代　1989年卒　食物栄養科　（旧姓：岡島）

食物栄養科の卒業生と福嶋伸子先生
（後列左端　久保田美代さん）

　2019年9月1日、天神HAKATA ONOで

実施しました卒業生交流会「30歳の実り」

には、先生方からのお声かけのおかげで、

たくさんの卒業生が集まってくれました。卒

業したばかりの方々も参加してくれて、学科

と世代を超えたお話に花が咲いていました。

健康栄養学科、子ども学科の先生ほか御協

力してくださった方々に心より御礼申し上げ

ます。

　今年度は開催できませんが、次の機会に

は、もっとたくさんの卒業生とお目にかか

れることを楽しみにしております。

　卒業生交流会に初参加いたしました。福嶋伸子先

生と黒川早苗先生には、病院栄養士として第一線で

ご活躍の頃からお世話になっていましたので、卒業生

としてお会いできてたいへん光栄でした。参加されて

いた方とは先生以外は面識がなく緊張しておりました

が、そこは福女短の卒業生というつながりで、年代

を超えてすぐに打ち解け、楽しい時間を過ごすことが

できました。

　当時の記憶も甦り、フレッシュな気持ちで会場を後

にしました。次回の開催も楽しみにしております。

家政科家政科政科政科政政政政家政科家家政科科科科家政科家家家政科家家家政科家政科政政政政政政家政科科科科科科科・・生活学科生活学科生活学科学科科学学生活学科生活学科活学活活学学生活学科生生生生活学科生生生生活学科生生生生活学科生活学科活活活活活活活活生活学科科科科科生活学科生活学科学学学学学学生活学科生活学科科科科科家政科・生活学科
（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996）（1966～1996） （1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）（1996～2003）

1980198319871988

1989 1996 生活学科 1997 2000

1975197219671966家政科 19731971食物栄養科 1977

1983 1981
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養成しています。また、プロの料理人の方を非常勤講師に招き調理技術
の向上をはかっています。

2000年にはフードスペシャリストの資格が、2005年には栄養教諭二種免許が取
得できるようになりました。2013年3月に2号館を食物栄養科棟にリニューアル。
快適な教室と最新の設備が整った教育環境となりました。

学科開設から続く教育理念は初代学科主任の富安行雄
先生によるところが大きい。栄養士という職業の重大さ
を意識され、学生の教育に厳しい姿勢でのぞまれた。
（開学40周年記念誌より）

福岡女子短期大学開学翌年の1967
年に食物栄養科は設置されました。
110名の学生からスタートした食物
栄養科は健康栄養学科となった現在
まで、栄養士免許を取得した卒業生は
4,000名を超えます。

食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科食食食食物栄養科食食物栄養科食物栄養科養科養科養養食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科栄栄養養栄栄養養栄栄栄栄食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科栄栄栄栄物物物物栄栄栄栄物物物物食物栄養科食物栄養科食物物食物物食食食食食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科食食食食食食食食食物栄養科食物栄養科食食食食食食食食食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科物物物物物物物物物物食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科栄栄栄栄食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科養養養養養養食物栄養科食物栄養科食物栄養科食物栄養科科科科科科科・・・・健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科健康栄養学科食物栄養科・健康栄養学科食物栄養科・健康栄養学科
（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018）（1967～2018） （201 8～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）（2018～現在）

4月 第1回入学式 釜瀬冨士雄学長

家政専攻調理実習

染色実習 田中義生先生

衣服鑑別実験

栄養学各論実習
小山美智子先生

食品学各論講義
中嶋昭正先生

生化学実験
早川京子先生

栄養指導論 八丁雄子先生

調理学 富安あやめ先生

給食管理実習 食品衛生学実験

食品衛生学実験 北原慶子先生

調理学実習 近雅代先生

基礎調理学実習 新型コロナ感染拡大予防のための配慮と工夫をした講義

食品加工貯蔵学 山崎統道先生

応用微生物学 富安行雄先生調理実習

生活デザイン特論実習
松尾敦美先生

生活学特論実習
山本マチ子先生

被服構成学実習被服構成学及び演習 木川公子先生

家政科の先生方

特別研究発表会

特別研究

生活造形実習

染織デザイン課程第3回染織展

事例研究発表

太川秀代先生
被服構成実習開学時1号館

その姿は今もかわりません

現在の2号館
1号館とをつなぐ通路は
そのままです

2019年度活動報告・2020年度活動予定

４月
5月
6月
９月

11月
12月

1月
2月
3月

  2日 入学式〈150名入学〉
15日 会報32号発行
16日 第49回 風早会総会・懇親会 〈会場：福岡女子短期大学〉
  1日 卒業生交流会〈30歳の実り〉〈会場：HAKATA ONO〉
  8日 風早会主催講座 〈講師：味酒安則さん〉
 新元号「令和」ゆかりの太宰府 〈会場：太宰府天満宮　権宮司〉
15日 音楽科卒業生会 tutti concert 13 〈会場：あいれふホール〉
  2日 短大社会人入門・先輩講座「いまをいきる」〈講師：花崎望さん〉
 （音楽教室　Music Life 主宰　1997年音楽科器楽専攻課程卒）
31日 健康栄養学科リカレント研修会
  1日 文化教養学科リカレント研修会
  1日 （中止）子ども学科リカレント研修会
  9日 （中止） 音楽科卒業演奏会 〈会場：FFGホール〉
13日 学位記授与式〈147名卒業〉

2019年

2020年

2019年度　活動報告 2020年度　活動予定

４月

6月

8月

未定

未定

未定

3月

  1日 入学式〈149名入学〉

  6日 （中止）風早会総会・懇親会

  1日 会報33号発行

 （中止）卒業生交流会「30歳の実り」

 （中止）風早会主催講座

 文化教養学科リカレント研修会

 健康栄養学科リカレント研修会

 子ども学科リカレント研修会

 音楽科卒業演奏会 〈会場：FFGホール〉

19日 学位記授与式

2020年

2021年

卒業生交流会「30歳の実り」報告
久保田 美代　1989年卒　食物栄養科　（旧姓：岡島）

食物栄養科の卒業生と福嶋伸子先生
（後列左端　久保田美代さん）

　2019年9月1日、天神HAKATA ONOで

実施しました卒業生交流会「30歳の実り」

には、先生方からのお声かけのおかげで、

たくさんの卒業生が集まってくれました。卒

業したばかりの方々も参加してくれて、学科

と世代を超えたお話に花が咲いていました。

健康栄養学科、子ども学科の先生ほか御協

力してくださった方々に心より御礼申し上げ

ます。

　今年度は開催できませんが、次の機会に

は、もっとたくさんの卒業生とお目にかか

れることを楽しみにしております。

　卒業生交流会に初参加いたしました。福嶋伸子先

生と黒川早苗先生には、病院栄養士として第一線で

ご活躍の頃からお世話になっていましたので、卒業生

としてお会いできてたいへん光栄でした。参加されて

いた方とは先生以外は面識がなく緊張しておりました

が、そこは福女短の卒業生というつながりで、年代

を超えてすぐに打ち解け、楽しい時間を過ごすことが

できました。

　当時の記憶も甦り、フレッシュな気持ちで会場を後

にしました。次回の開催も楽しみにしております。

家政科・生活学科
（1966～1996） （1996～2003）

1980198319871988

1989 1996 生活学科 1997 2000

1975197219671966家政科 19731971食物栄養科 1977

1983 1981
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柴田 ひさよ 1982年卒　音楽科器楽専攻（音楽科11期生）

古賀 曜子
1982年卒　家政科被服専攻被服課程　（旧姓：前原）

原 典子
1986年卒　家政科家政専攻家政課程　（旧姓：村山）

　私たちは昨年クラス会を行いました。
　次回の私たちのクラス会は1年後の自分たちの還暦祝いと
野口雅子先生の喜寿のお祝いを兼ねて、行う予定です。
　還暦祝いのクラス会は多くの人が参加してくれると思います。

　令和の時代になり、太宰府がクローズアップされ、懐かし
く思い出しています。昨年3月関西から帰省のおりに、30数
年ぶりに大学院生の息子と共に短大に足を運びました。
　五条駅から短大までの道のり、2年生の時に暮らしたア
パートは健在。1年生のときに過ごした梅香寮の跡地には楽
しかったルームメイトとの日々が鮮やかに蘇り、校舎は当時と
あまり変わらず、すぐにタイムスリップできそうでした。
　福岡生まれ、関西育ちの息子は関西の生活が長くても博
多弁をしゃべり、福岡での就職を熱望！卒業以来のキャンパ
スはフルタイムの仕事で疲弊気味の心身を新たにさせてくれ
ました。

矢野 文枝
1979年卒　文科英語英文専攻英文課程　（旧姓：野口）
　主人の仕事の都合で鹿児島に移り住み30年。福岡で生
まれ育った私には風早会から送られてくる会報が楽しみの
一つです。短大の方にはなかなか訪問できず、いつかは子
どもたちと一緒にと思いつつ、卒業して41年になりました。
　英文の学科がないのは寂しく思いますが、あの頃の授業
風景はとても懐かしく、ホームルームの時間になると、アド
バイザーの木下正義先生が、必ず一言何かお話しくださっ
ていたことを思い出します。
　卒業式の日、式典を終えて教
室に戻った私たちに副アドバイ
ザーの大浦隆陽先生が教壇か
ら「卒業おめでとう。みんな幸
せになってくれ！」と最後に言わ
れた言葉にジーンときたことは
今でも忘れられません。

　私は在学中に中村順子先生のピアノレッスンを受講して
いました。卒業後、中村先生主宰のピアノの会「きつつき
会」に入会しました。きつつき会は、毎年中村先生による
公開レッスンと福女短卒業生（音楽科1期生～38期生）に
よる演奏会を行っていて、2021年には第40回を迎えます。
　演奏会では、独奏・連弾・歌・ハープ演奏と回を重ねるごとにそ
の内容も広がっていきました。公開レッスンでは、生徒さんが刻々
と変化し上達していく様子に（私たちは“順子マジック”と呼んで
いますが）少しでも先生のレッスンに近づきたいと研鑽を重ねてき
ました。この会は、卒業してもなお勉強ができるだけでなく、先輩
後輩の垣根を越えて親睦を深める場となっています。
　また、「きつつき会」も今年度創立40周年となり、記念の演奏会
の予定でしたが、中止となってしまいました。
　学生時代に福女短の坂を一歩一歩上ったように、私たちはこれ
からも歩みを重ねていきます。

木下 淳子
1991年卒　家政科家政専攻家政課程　（旧姓：江口）
　早いもので卒業して約30年になります。当時は風呂、トイ
レ共同の福女短学生専用のアパートに住んでいました。共
同の電話が廊下に1台あり、呼び出し音が鳴ったら誰かが
走って取りに行くという今では考えられないようなシステムで
したが、学生同士の交流も自然にあり、楽しい2年間でした。
　今は東海地方で介護の仕事をしています。
　「令和」の年号が決まった時は太宰府がよくニュースに出
ていて、嬉しく、また懐かしくテレビを見ていました。
　いつか、当時住んでい
たアパートや短大に足を
運べたらいいなと夢見てい
ます。

前列左より鮎川ひろみ（1993年卒）、長谷川ゆか（2004年卒）、山浦理奈
（2005年卒）、中村順子先生、馬場好子（2000年卒）、鬼塚陽子（1987
年卒）
後列左より首藤あずみ（賛助出演）、石橋由紀子（1981年卒）、大塚京子
（1974年卒）、古賀稲子（1982年卒）、福田智恵（1988年卒）、高田孝子
（2005年卒）、黒木かな子（2000年卒）、大石桃香（1983年卒）

前列左より
森崎（旧姓：亀崎）和子、
野口雅子先生、毛利（安徳）陽
子、村中（洞）順子
後列左より
釘島（松岡）尚美、武富（筒井）
薫、古賀（前原）曜子、平野（吉
田）由美子、高橋（原）和子、水
谷（松本）昌子

写真左が木下さん、
同級生の佳子さんと写真右が矢野さん

---KAZAHAYA  PORTRAIT---
---KAZAHAYA  PORTRAIT---
------------KKKKKKKKKKAAAAAAAZZZZZZZAAAAAAAHHHHHHAAAAAAAYYYYYYYAAAAAAAA  PPPPPPOOOOOORRRRRRRRTTTTTTRRRRRRRAAAAAAAAIIIIIIITTTTTT------------OOOORRRTTTTTRRRRRRAAAAAAAIIIIIITTTTTT
風早写真館風風風風風風風風風風風風早早早早早早早早写写写写写写写写写真真真真真真真真

RRTRRT
真真真真真

RRRRRRRRRRRRRR
館館館館館館館館
AAAAAAIIIIIIIITTTTTTAAAAIIIIITTTTAAAAIIIIIIIIITTTTTTTAAAAIIIIIITTTT

写写写写写写写写写真真真真真真真真
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　年に1度、同窓会から人選した卒業生に短大の講義「社会

人入門」に来ていただき、全学生にお話をしていただく“先

輩講座”。2019年度は12月2日、音楽科器楽専攻の卒業生花

崎望さんに「いまをいきる」と題してご講演いただきました。

　学生を惹きつける魅力的な話し方とご子息を先天的な病気

で1歳あまりで亡くされたという体験からの心に沁み入るお

話に、涙する学生もいたほどでした。

　現在は、演奏活動のほか、しょうがいのある子どももない

子どもも楽しみながら学べる音楽教室Music Lifeを主宰さ

れています。

https://musiclife-hakatakomachi.jimdofree.com

　2019年度の風早会総会は、6月16日に母校、福岡女子短期大学のキャンパスで開催いたしました。教室での総会、学生食堂での
懇親会と、ちょっと華やかさには欠けましたが、天気にも恵まれ、キャンパスでの開催ならではの懐かしいひと時をお過ごしいただけた
かと思います。
　また、音楽科学生による演奏会、学生食堂スタッフの渾身の美しいデザートビュッフェ、健康栄養学科からの特製甘酒スムージーの
提供など、ご協力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。
　残念ながら本年度は開催できませんでしたが、また卒業生が変わらず集われる場になり、皆様とお会いできることを楽しみにしてお
ります。

2019年度主催講座は2019年5月に「令和」になったことで、太宰府についてあらためて
興味をもった、報道を見て懐かしかった、という卒業生からのご意見をいただき、太宰
府についての講演会をいたしました。

　講師は太宰府天満宮権宮司 味酒安則さん。全国放

送のTVでも何度も案内役を務められ、味酒先生は、

「令和」のこともあって、取材や講演にご多忙な中、

快くお引きうけくださいました。最初から最後まで、

とっても興味深い数々のお話をわかりやすくお話しく

ださり、参加してくださった卒業生、地域住民の方に

喜んで帰っていただけました。また、地元ケーブルテ

レビの取材もあり、講演会の様子とインタビューがそ

の日のうちに放送されました。

　味酒先生は福岡女子短期大学の客員教授でもいらっ

しゃいます。お話はまだまだ尽きませんでした。今年

は実現できませんが、機会があれば、また、先生の講

演を企画したいと考えています。

講師  味酒 安則さん
 （太宰府天満宮権宮司　文化研究所主管学芸員
 福岡女子短期大学客員教授）

講演会「新元号「令和」ゆかりの太宰府」

社会人入門

花崎 望さん
（1997年卒　音楽科器楽専攻）

講演
「いまをいきる」
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