
風早会総会・懇親会のご案内回第46

日 時日 時

受 付受 付

第１部第１部

第２部第２部

場 所場 所

アクセスアクセス

会 費会 費

電話：092-924-4899 

〒818-0193 福岡県太宰府市五条４丁目16-1

総　会（第１部） 【会場：1号館135・136教室】
懇親会（第２部） 【会場：食堂・図書館】

西鉄大牟田線五条駅より徒歩10分

平成28年10月16日（日）
10：30～11：00

3,000円（記念誌特別版・写真代含む）

11：00～12：15（写真撮影あり）
12：40～14：30（終了予定）

福岡女子短期大学

出席予定の先生方（五十音順・敬称略）

緒方　道子　　　越智　咲子　　　川村　俶子　　　小柳　親芳　　　白地　順子　　　瀬古　秀文　　　

乗口　眞一郎　　八丁　雄子　　　宮本　一宏　　　武藤　富美　　　宗像　壽子　　　山本　マチ子　

　去る６月１日福岡天神の西鉄グランドホテル
において開学50周年の記念式典と祝賀会が盛
大に挙行されました。その前々日には地元太宰
府で記念講演会と音楽科による演奏会が開催
されました。いずれの会にも多くの卒業生にご
出席頂きまして、まことにありがとうございまし
た。厚く御礼申し上げます。
　記念式典では第１回生がキャンドルの火が
次々各年度の卒業生に点灯リレーされ、50回生
まで見事な炎の輪がつながりました。50年の歩
み＝歴史の重みを感じた瞬間でした。その火は
しかと現学生のキャンドルに受け継がれ、これ
から歴史を刻む学生たちに明かりを点し続ける
でしょう。
　私たちはいま50周年の歴史をしっかりと受け
止め、これから50年、100年の歴史を刻んでいか
なくてはなりません。皆様の叱咤激励、ご支援
のほどよろしくお願い申し上げます。

開学50年の重みと輝き

九州学園理事長

野澤　秀樹

　同窓会の皆さま方には平素より本学に対しま
して多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上
げます。
　さて、本年は開学50周年という記念すべき年
にあたり、５月30日に記念講演会・演奏会、６月
１日に記念式典・祝賀会を挙行いたしました。多
くのご来賓及び卒業生の皆さまから本学への
温かい励ましの言葉をいただきました。式典に
おいて第１回生から第50回生の卒業生の皆さま
によるキャンドルリレーは、本学に対する皆さま
の心・思いが繋がっているのだと感激いたしま
した。
　未来を目指す本学に対しまして、今まで以上
に同窓会風早会の皆さまのご理解とご支援を
賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

開学50周年にあたって

福岡女子短期大学
学長

中川　伸也

　会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか？先日
の平成28年熊本地震では、被災された卒業生
もおいでの事と存じます。一日も早い復興を願
わずにはいられません。心よりお見舞い申し上
げます。
　さて、母校は今年開学５0周年を迎え、６月１
日には西鉄グランドホテルにおいて、盛大な記
念式典が行われました。１回生から50回生まで
のキャンドルリレーは見事でした。これから10
年20年と母校が末永く発展してゆく事を願うば
かりです。
　今年は原点に帰り、母校で総会・懇親会を企
画いたしました。どうぞ皆様お誘いあわせの上、
久しぶりの母校をお楽しみ下さいませ。役員一
同お待ち申し上げております。

50周年を母校で

福岡女子短期大学
同窓会風早会 会長

井上　万千子
（S49年卒 文科秘書課程  旧姓：栗野）

開学50周年を記念して、総会・懇親会をなつかしい福女短キャ
ンパスにて盛大に行います。
開学以来の外観はそのままに、最新の教育施設にリニューアル
された学舎見学ツアーなども企画しております。
たくさんの卒業生の方々のご参加をお待ちいたしております。

福岡女子短期大学 開学50周年記念同窓会

祝・開学　 周年祝・開学　 周年5050
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同窓生・同窓生子女
特別入試

東　京　支　部　会

平成
29年度

入試情報

※学校見学は個別に常時受け付けております。

　今年はtutti設立10周年を迎えるにあたり、記念コ
ンサートを10月20日、あいれふホールで開催いたし
ます。今回は２台ピアノ、ピアノソロ、マリンバデュオ、
ソプラノというプログラムでお届け致します。ぜひ詳
細をHPでご覧ください。
　この10年間でtuttiを通してたくさんの同窓生と音
楽に出会いました。音楽と向き合う姿に刺激を受け、
世界が広がりました。これまでの10年間の皆様のご支援ご協力に深く感謝しております。
　皆様も新たな第一歩となる次回のコンサートに出演してみませんか？第11回コンサートを2017
年秋に開催予定です。既に出演者募集しております。演奏時間、演奏形態自由ですのでぜひご相
談ください。詳細は上記HPをご覧ください。
　コンサートでは懐かしい先生や友人に再会できると喜びの声をいただいております。皆様もぜ
ひtuttiにご参加ください。（写真は昨年のtutti Concertです）

音楽科
卒業生会
音楽科
卒業生会 tutti会長　芹川　綾子 （旧姓：加治木）

メール  tutti_fwjc@yahoo.co.jp
UR L  http://www5.hp-ez.com/hp/tutti/

お問い合わせ先

日　時 10月29日（土）　12:00～
場　所 ウェスティンホテル東京　2階　日本料理　舞
住　所 東京都目黒区三田1－4－1　恵比寿ガーデンプレイス内
             TEL:03-5423-7781
経　路 JR恵比寿駅東口より　
            恵比寿スカイウォーク経由 約７分
会　費 7,000円
連絡先 對馬　富士子（ツシマ　フジコ）
 携帯：090-8722-6109　
            メールアドレス：shainy3216@docomo.ne.jp

　各方面で活躍しておられる先輩、後輩の方々や短大の様子を知ることので

きる風早会の会報を毎年楽しみしております。15、6年前にこの会報で同期の

名前を見つけて以来、可能な限り東京支部会に参加してきました。福岡を離れ

38年が経ち、東京で同じ短大出身の集まるこの会をとても大切に思って過ごし

てきました。毎年変わらないお姿で参加される中村先生は、私たち卒業生がこ

のように歳を重ねたいと目標にするほどお元気でいらっしゃいますし、福岡か

ら井上会長や岡部副会長と共に、素敵な場所で食事と会話を堪能させて頂き

ました。今年も多くの皆様にお会いできることを楽しみにしています。

内山　信子 （7回生　英文 旧姓：溝田）

※参加される方は、ハガキに必ず連絡先(電話番号または携帯番号)をご記入くださ
い。また、遅れる場合にはご一報いただきますようお願します。なお、直前のキャ
ンセルの場合は、会費をご請求させて頂きますのでご了承下さい。

平成28年度　東京支部会　開催案内
　東京支部会は大勢の卒業生の方にお集まり頂き、回を重ねてまいりました。久しぶりに短大の近況を聞き、自
身の最近の様子や思い出話に世代を超えて語り合える貴重な場として開催できたことを嬉しく思います。今回の
開催をもって、支部会の一区切りといたします。これまで東京支部の運営にご協力いただきまして、ありがとうご
ざいました。最後の支部会は、恵比寿のウェスティンホテルで行います。洋風のイメージとはかけ離れた和の空間
で楽しい時間を過ごしましょう。

『アリア』の会誕生！！
　『アリア』は、風早会をはじめ、音楽科の先生方・毎年素敵な演奏会を企画されているtutti・
フレンドリーコンサートの運営役員の方々の賛同をいただき誕生した福岡女子短期大学音楽
科卒業生会です。音楽科卒業生相互の情報交換の場や親睦を深めるための交流会・講習
会・演奏グループの設置。そして輝く思い出溢れる母
校・音楽科との繋がりも大切にして参ります。
　今期はお花見会、室内楽グループ交流会、講習会
を開催しました。
　活動の様子、会員・参加募集、卒業生の紹介など、
随時Facebookにて情報発信を行っております。ぜひ
そちらもご覧下さい。

会員登録・お問い合わせ　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

情報公開　Facebook 
　　　　　福岡女子短期大学音楽科卒業生会『アリア』

支 出 の 部

項 目

会 議 費

総 会 費

会 報 費

事 業 費

通 信 費

事務消耗品費

人 件 費

交 通 費

慶 弔 費

支部補助費

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

270,000

900,000

2,800,000

200,000

350,000

80,000

850,000

80,000

80,000

30,000

200,000

40,000

114,750

30,000

1,000,000

0

決　算

286,420

1,035,920

2,731,893

181,090

226,255

24,374

744,540

80,000

757,480

30,000

238,707

39,600

0

25,000

1,000,000

713,258

平成28年度

予算（案）

270,000

1,200,000

2,800,000

200,000

350,000

80,000

700,000

80,000

100,000

30,000

150,000

40,000

333,258

30,000

0

0

平成27年度

収 入 の 部

項 目

会 費 収 入

総会会費収入

事 業 費

積 立 金

雑 収 入

前年度繰越金

計

予　算

2,740,000

195,000

10,000

2,500,000

50,000

1,529,750

7,024,750

決　算

2,740,000

217,000

11,000

3,500,000

116,787

1,529,750

8,114,537

平成28年度

予算（案）

1,810,000

280,000

10,000

3,500,000

50,000

713,258

6,363,258

平成27年度

積立金残高  合計  24,638,312 円

決算報告
【H27.4.1 ～ H28.3.31】・

予算報告
（単位：円）

計 7,024,750 8,114,537 6,363,258

特別入試（同窓生）
　…卒業生がもう一度福女短に入学したら「授業料が2年間半額免除」
特別入試（同窓生子女）
　…卒業生のお子さんや姉妹が福女短に入学したら「入学金が全額免除」

卒業生に耳寄りな卒業生に耳寄りな

卒業生に耳寄りな
入試情報！

オープンキャンパス　　８月７日（日）、８月20日（土）、９月11日（日） 

福岡女子短期大学
入試広報課

〒818-0193　福岡県太宰府市五条４丁目16-１
TEL：092-922-2486（入試広報課直通）　  FAX：092-922-6453
 　info@fukuoka-wjc.ac.jp

学園祭　　　　　　　　平成28年10月29日（土）・10月30日（日）

詳しくは下記へお問い合わせください。

入学時の特別奨学制度入学時の特別奨学制度
◇ 指定校推薦（特別推薦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・奨学生選考基準を満たせば授業料１年間免除
◇ 指定校推薦（一般推薦）・公募推薦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・奨学生選考基準を満たせば入学金が半額免除
◇ 一般入試（A日程）・センター試験成績利用入試（A日程） ・・・・入試成績により若干名を授業料１年間半額免除

食物栄養科卒業の皆様へ

管理栄養士国家試験合格を目指しませんか？管理栄養士国家試験合格を目指しませんか？

管理栄養士国家試験対策講座のお知らせ

期　日　平成28年８月28日～平成29年１月22日（全８回）
時　間　10：00～16：00
受講料　5,000円（全８回分）

※詳細は福岡女子短期大学ホームページ公開講座スケジュールをご覧ください
http://www.fukuoka-wjc.ac.jp/osirase/kouza/pdf/kanei.pdf

■管理栄養士国家試験対策講座2016（福岡女子短期大学公開講座）

問い合わせ・
申込先

福岡女子短期大学 庶務課　〒818ｰ0193 福岡県太宰府市五条４丁目16ｰ1
電話 092ｰ922ｰ4034　FAX 092 ｰ922ｰ6453
E-mail:kouza34@fukuoka-int-u.ac.jp

　先日の 開学50周年の栄えある式典に 
親子で参加させていただきました。
　一昨年の夏、 娘が母校進学を希望し無
事入学。　瞬く間に2年生に進級し、日々の勉強や実習に頑張っ
ているようです。
　母校ゆえの安心感に加え 先生方や同じ志を持つ仲間に助け
られ 自らの将来の夢に向かい、 一歩々々前進している娘の姿に 
福女短に通える喜びを 親として噛みしめております。

食物栄養科２年食物栄養科２年

同窓生子女入試で入学しました！同窓生子女入試で入学しました！

阿南　愛さん
19回生 音楽科19回生 音楽科 阿南　三紀さん

tuttituttitutti
～トゥッティ～

（旧姓：宮崎）

TokyoShibu
Da

yo
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お知らせ
01

理事 募集!!
　風早会理事として、同窓会主催講座などのイベントの
企画・運営をお手伝いして下さる方を募集しています。
スポット的なお手伝いでも結構です。
　ぜひ事務局までご連絡ください。お待ちしています。

理事 募集!!
お知らせ
02

風早会
ホームページへGo！ 検 索検 索

募集!!
お知らせ
03

「活躍中の卒業生」
　ホームページ・ブログ等でご紹介する方を募集しています。
　「ホームページを持っている」「会社を経営している」「お店をやっている」「こ
の道で頑張っている」など、卒業生に関するたくさんの情報をお待ちしています。

kazahayakai@yahoo.co.jp

事務局
通信
事務局
通信

風早会｜
クリック！
今すぐ！！

☆こちらまで☆

（福岡女子短期大学HP→
卒業生の方→風早会）皆さんのアクセスまってます！

Facebookも更新中！

---KAZAHAYA  PORTRAIT---風早写真館

　先日ひょんな事から、卒業して初めて同じクラスだった人と会いま
した。30年ぶりという年月に、お互いびっくり。
　先日も4人で集まり、次回はもっと人数を増やす計画が立ちそうで
す。皆、年を取っているのに、会えば盛り上がり楽しい楽しい1日とな
りました。帰りに車で2人で学校近くまで行き、駅までの風景や短大
入口も変わっていてびっくりしました。

青山　恵子 
S60年卒 文科国語国文専攻国文課程  

　短大を卒業してから、もう30年以上も
過ぎてしまったなんて・・・。卒業後は、会
社（事務）5年働き、その後結婚し子供が
2人産まれ、ずっと主婦をやっています。
　短大の頃の思い出は、たくさんありま
すが、友人とのおしゃべりや、レコード
を聞いたりと、あの2年間は私にとって、とても充実した日々でした。今もあのころの友人とは
たまにランチしたり、電話やメールで近況報告をしています。短大で知り合えて本当に良
かったなぁと思います。福女短を選んで良かったです。今も続いている友人を、これからも大
切にしていこうと思います。

境　洋子 
S58年卒 文科英語英文専攻秘書課程  
旧姓：松尾

　入学後、半年間梅香寮の別館の地下室で過
ごしました。寮の空室がなかった為で、2人部
屋の3室。半年後は正規の4人部屋へ移動とな
りましたが、この半年の楽しかった事を覚えて
います。1年生のみ6人、出身地も専攻も異なり
ましたが、この時のメンバーとは今でも仲がよ
く、メールやLINEで近況を報告しあったり、
旅行へ行ったり…。近年私は母の介護で外出
もままになりませんが、いつまでも学生時代の
延長のようなお付き合いをしています。

山元　純子 
S52年卒 文科国語国文専攻国文課程  
旧姓：磯野

　開学50周年おめでとうござ
います。
　スクールバスに乗れなかった
時、あの坂道を友人達とおしゃ
べりしながら上った事が思い出
されます。どんなに遠くで暮ら
していても、あの学生時代が
あったからこそ頑張れるものと
思っています。母校の発展をお
祈りしています。

江上　明美 
S50年卒 文科英語英文専攻英文秘書課程  
旧姓：今村

　福岡女子短期大学に平成15年4月より保育学科が開設されました。や
さしさ・思いやり・こころ豊かな保育者の養成をめざして、毎年多くの
卒業生を送り出しました。保育の現場は大変厳しいと思いますが、保育
士・幼稚園教諭として笑顔を絶やさずがんばっている卒業生に出会う
とうれしく思います。私は短大を退職して、現在非常勤講師としてきれ
いになった学舎に戻っています。毎年、風早会の総会には参加していま
すので、ぜひ顔を見せに来てください。

川村 俶子 先生 
（保育学科） 

同窓会の皆さんお元気
ですか。私は現在大学
を退任し、完全自由と言
うわけではありませんが
ほぼ自由の身になりまし
た。糸島の自然のなかに
埋没した状態ですが、近
くに平原古墳や三雲古墳など多くの古墳が散在し
ており古代のロマンを掻き立ててくれます。研究に
関してはもう少し気になるところがあり志摩のオ
フィスに週２日ほど通っています。教育に関しまし
ては集団力学研究所の仕事として週１回講義を
行っています。しばらくはこのような状態が続くと
思います。糸島にお越しの際は志摩のオフィスにで
もお立ち寄りいただければ幸いです。

大里 栄子 先生
（福岡国際大学名誉教授）

　教育実習、図書館司書実習は中学生や教師の方 と々共
に学ぶ良い機会でした。楽しい思い出です。短大時代は、
不勉強な者でしたが、先生方の学問への関わり方を知り、
感謝しています。恵はいつも備えられていると信じます。風
早の丘の学び舎から、良い風を送り、真実の音色が輝くこ
とを祈っています。

山﨑　慶子 
S53年卒 文科国語国文専攻国文司書課程  

　福女短大への通学の足は・・・結婚41年間とな
る主人の車でした。短大卒業後は福岡銀行勤務
となりましたが、21歳の春に結婚、思い出多き学
生時代でした！現在の仕事は、子供たちを対象
にダンスを指導し、ボランティアとして図書館で
の絵本の読み聞かせ、また福祉活動として視覚
障がい者の方への新聞記事や書物などを録音、
発送などをしています。短大時代に放送研究部
だったこともあり、イベントなどでの司会も。若い
時の思い出とともに現在も活用しております。

石倉　カオル 
S49年卒 文科英語英文専攻司書課程
旧姓：桑田

　私の大切な思い出の中の太宰府・五条・二日市は、昭和45～ 53年
頃です。今はすっかり変わったでしょう。夢の中で太宰府天満宮境内
や梅の木林、都府楼跡、榎寺など巡り歩きます。福岡女子短期大学は、
私の教育、研究人生のふるさとです。

下見 隆雄 先生
（文科国語国文専攻） 
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記念講演会・
演奏会
記念講演会・
演奏会

平成27年度活動報告・
平成28年度活動予定

４月   １日 入学式 〈274名入学〉
 会報発行 〈20,000部発送〉
  ３日 第45回総会・懇親会
 〈会場：ホテルオークラ福岡〉
24日 東京支部会
 〈会場：新宿中村屋８階 レストランGranna〉
11日 音楽科卒業演奏会
17日 学位記授与式 〈201名卒業〉
27日 ホームカミングデー
 〈会場：福岡女子短期大学キャンパス〉

８月

10月
平成27年

平成28年 ３月

平成27年度　活動報告平成27年度　活動報告

平成28年

平成29年

４月   ２日 入学式 〈181名入学〉
  １日 開学50周年記念式典
 会報発行 〈20,000部発送〉
16日 第46回総会・懇親会
 〈会場：福岡女子短期大学〉
29日 東京支部会
 〈会場：ウェスティンホテル東京２階 日本料理 舞〉
 音楽科卒業演奏会
17日 学位記授与式

６月
８月

10月

３月

平成28年度　活動予定

￥10,851

芦刈茂太宰府市長に直接お渡し
いたしました
芦刈茂太宰府市長に直接お渡し
いたしました

ホームカミングデー報告ホームカミングデー報告

　学校法人九州学園は、女性の高等教育の機会を提供することを目的に、1966年に福岡女子短期大学を開設、2016年６月、開学50周年の節目を迎えま
した。「強く」「正しく」「優しく」の建学の精神のもとに、これまでに２万８千人余の有為な人材を社会に送り出して参りました。
　本学がこの半世紀の年輪を重ねることができましたのも、ひとえに卒業生をはじめとする関係諸機関ならびに地域の皆様のあたたかいご理解、ご支援、
ご協力の賜物と心より御礼申し上げます。
　また、昨年より実施しております福岡女子短期大学開学50周年記念募金へ多くの卒業生からご協力を賜りました。皆様のご厚情に深く感謝申し上げます。
　皆様方のご厚恩にたがわぬよう使わせていただきご期待にお応えする所存でございます。
　引き続き、皆様方のご支援を心よりお願い申し上げます。

福岡女子短期大学開学50周年記念事業
実行委員長　 中川 伸也

　ホームカミングデーは、卒業生はもとより地域の方々にも、

福岡女子短期大学自慢の桜を見ていただく機会として実施、

平成28年3月27日に開催いたしました。寒い日が続いた今年

の桜は3分咲き程度でしたが、お茶会やバザー、地元サークル

の和太鼓の披露など楽しんでいただきました。

　東日本大震災のための募金にもご協力いただき、太宰府市

の姉妹都市である多賀城市へ寄付いたしました。

福岡女子短期大学開学50周年記念募金
寄付金のお願い

今年も太宰府市の
姉妹都市である
多賀城市へ寄付い
たしました。

〒818－0193　福岡県太宰府市五条４丁目16ｰ１
TEL : 092ｰ922ｰ2392　FAX : 092ｰ922ｰ6453　e-mail : kifu@fukuoka-int-u.ac.jp

募金に関する
お問い合わせ先 福岡女子短期大学　会計課

福岡女子短期大学は開学50周年を迎えました

祝賀会祝賀会

　2016年６月１日の開学記念日には、福岡女子短期大学開学50周年記念式典が挙行さ

れ、風早会の多年にわたる支援に対し、短大より感謝状をいただきました。

　また、式典のなかで、１回生から50回生まで、先輩から後輩へと学びの炎をつなぐキャ

ンドルリレーが行われ、51回生である１年生の学生が、誓いの言葉を述べました。50年しっ

かりと続く福岡女子短期大学の力と短大の学びを身につけ、卒業後もその才を自ら伸ばして

きた卒業生たちの凛とした美しさに、短大の教育理念の確かさをみることができました。

　記念式典のために作成されたDVDには釜瀬冨士雄先生や林禎二郎先生、授業風景な

ど卒業生にはなつかしい写真が多数折り込まれておりました。（このDVDは、短大ホーム

ページ「50周年記念事業」でもご覧いただけます。今回の風早会総会でも上映予定です）

　開学記念日にさきだつ５月30日には音楽科の元助教授で音楽療法士である深川富美代

氏による講演会「これから選べるあなたの生き方」と音楽科教員による記念演奏会が行わ

れました。

　2016年６月１日の開学記念日には、福岡女子短期大学開学50周年記念式典が挙行さ

れ、風早会の多年にわたる支援に対し、短大より感謝状をいただきました。

　また、式典のなかで、１回生から50回生まで、先輩から後輩へと学びの炎をつなぐキャ

ンドルリレーが行われ、51回生である１年生の学生が、誓いの言葉を述べました。50年しっ

かりと続く福岡女子短期大学の力と短大の学びを身につけ、卒業後もその才を自ら伸ばして

きた卒業生たちの凛とした美しさに、短大の教育理念の確かさをみることができました。

　記念式典のために作成されたDVDには釜瀬冨士雄先生や林禎二郎先生、授業風景な

ど卒業生にはなつかしい写真が多数折り込まれておりました。（このDVDは、短大ホーム

ページ「50周年記念事業」でもご覧いただけます。今回の風早会総会でも上映予定です）

　開学記念日にさきだつ５月30日には音楽科の元助教授で音楽療法士である深川富美代

氏による講演会「これから選べるあなたの生き方」と音楽科教員による記念演奏会が行わ

れました。

記念式典
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