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出席予定の先生方は
ホームページでお知らせします

日時：2017年9月3日（日）  開場 14：30  開演 15：00
場所：ＦＦＧホール（旧福岡銀行本店大ホール）
入場料：2,000円

2017年9月3日（日）
10：30～11：00

3,500円
（11回生 1978年3月・41回生 2008年3月卒の方は無料）

11：00～12：00（写真撮影あり）
12：15～14：00

西鉄グランドホテル2階 プレジール

　このたび、風早会会長になりました土内華誉子です。昨年10月の風早会総会で、風早会

前会長 井上 万千子氏から未熟ながら私が会長の職を引き継ぐことになりました。大役に

身が縮む思いでございますが、会員の皆様と共に福岡女子短期大学の発展を願い、歴史

をつなぐ役目をしっかり受け止めていきたいと思います。

　さて、本年度の活動といたしましては卒業生の皆様のご活躍を感じることのできる場を

提供していくとともに、卒業生が交流を更に深められるイベントも企画しております。

　風早会も新体制になりましたが、これまでの功績を受け継ぎつつ、さらに発展させ、母

校に新しい風を吹き込んでいけるような活動ができるよう役員一同、精一杯励んでいきた

いと思います。

　皆様には、引き続き、ご指導ご鞭撻いただければ幸いでございます。

ごあいさつ

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）

今年は、短大開学50周年の記念式典がありました西鉄グランドホテル
にて、開催いたします。懇親会のお食事は、西鉄グランドホテル自慢の
コース料理をお楽しみいただけます。
恩師や旧友と一緒に、楽しいひとときをお過ごしください。
なお、同日、FFGホールにて、音楽科教員による「宰府の杜コンサート」
が開催されます。懇親会後は、そちらも合わせてお楽しみください。

風早会の総会になかなか参加できない若い世代の
卒業生のために、交流会を企画いたしました。
お食事は、オープンキッチンでバラエティ豊かな料
理とデザートをバイキング形式、フリードリンク付。
美味しい料理を食べながら、ワイワイガヤガヤ、福
女短卒業生の輪をひろげましょう。
場所は天神、土曜日夕方からの開催ですので、お友
達を誘ってお気軽にご参加ください。

474747

日　時：2017年9月9日（土）
受　付：16：30～17：00
交流会：17：00～19：00
会　費：1,500円
場　所：HAKATA ONO
 〒810-0001 
 福岡県福岡市中央区天神1-7-11
 イムズビル13F
 http://hakataono.com/

福岡女子短期大学 第7回 宰府の杜コンサート

「30歳の実り」卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会卒業生交流会 ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内20代30代
限定

出席予定の先生方はホームページでチェック！

K A Z A H A Y A K A I

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４丁目16-1　TEL（092）924-4899　FAX（092）924-4920
E-mail kazahayakai@yahoo.co.jp　　　　　  

302017.8 .1

（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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2018年
度

入試情
報

　福岡女子短期大学卒業生の皆様
お元気でいらっしゃいますか。昨年
の50周年記念の式典から早１年が過ぎました。皆様が築き上げ
てこられた歴史の重みを感じたあの日のことが昨日のことのよう
に思い出されます。しかし今福女短の置かれております状況は、
決して安閑とはして居られません。これまでの歴史の上に新た
な歴史を築くために、今これからの新しい時代に相応しい内容
と質を持った教育が望まれます。この４月から中川学長の下で、
新しい大学づくりが始まっております。卒業生が学んでこられた
懐かしい学科名称が変更されている学科もございますが、上記
の状況をご理解いただきご支援のほどお願い申し上げます。

　昨年、本学は記念すべき開学50周年を
迎えました。同窓会の皆様には、多大なご
支援をいただき無事に記念行事・事業を終えることができました。心よ
り感謝申し上げます。
　本学のこれまでの50年の伝統と歴史を踏まえて、本年度から新しい
歩みをスタートさせます。実際には、2018年度から「食物栄養科」を「健
康栄養学科」、「文化コミュニケーション学科」を「文化教養学科」、「保
育学科」を「子ども学科」へと名称変更します。この名称変更は、社会
や時代の変化、高校生のニーズ等を踏まえて行うものです。名称変更
と同時に、各学科とも今までにない新しい取り組みを導入します。これ
らの具体的な内容については、ホームページ等で公開いたします。
　同窓会の皆様には、本学のこれからの歩みに対して、これまで以上
のご理解とご支援を賜りますようお願いいたします。

新たな半世紀に向かって
－半世紀の歴史を踏まえ、
　一世紀の歴史を築くために

九州学園理事長 野澤 秀樹

新しい福岡女子短期大学を
目指して
福岡女子短期大学 学長 中川 伸也

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」

卒業生のための特別入試です

オープンキャンパス　2017年８月10日（木）、８月19日（土）

学 園 祭　　　　  2017年10月28日（土）・10月29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

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（授業料１年間半額免除）入学時の特別奨学制度（授業料１年間半額免除）
◇ 指定校推薦（特別推薦）
◇ 指定校推薦（一般推薦）・自己推薦Ⅰ期
◇ 一般入試（A日程）・センター試験成績利用入試（A日程）
　　・・・選考方法等については入試広報課におたずね下さい。

同窓生・同窓生子女
特別入試

※学校見学は個別に常時受け付けております。

福女短は生まれ変わります
福岡女子短期大学は、開学50周年を迎え、新たな歩みを始めます。

そして、さらなる飛躍のため、既存の４学科のうち３学科の名称変更を行い、
今後も「オリジナリティ」と「魅力」のある短期大学を目指します。

2 018年４月より新たな学科名でスタートします

健康生活を支える「タニタ食堂」と連携 本格的なコンサートホールで「演奏会」を実施

附属野方幼稚園に「サテライト教室」を設置

音 楽 科

日本の伝統・文化を大切にし、「多様な進路」に対応

健康栄養学科
食物栄養科

▼

文化コミュニケーション学科

文化教養学科
▼

保育学科

子ども学科
▼

K A Z A H A Y A K A I
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　短大を辞めてすでに3年。思えば39年間、人
生の半分以上が福岡女子短大生活でした。ど
れだけお役に立てたか分かりませんが、私には
充実した人生でした。退職後は、待っていたか
のように埼玉在住の娘宅に育児支援、久留米市の自宅と埼玉を往復
しながら孫育ての明け暮れ。子供目線の毎日と保育の現場体験は楽
しいものでした。それも終わってほっとする日々 のある時、町中に久留米
つつじの「老いの目覚め」の立て札を見かけました。不思議な花名に思
わず目をパッチリ、「老いても目覚めて生きる？」そう思えばこれは私への
人生のエールのよう。せいぜい目覚めて生きていきましょう。

野口 雅子 先生
（家政科・生活学科・ビジネス学科）

　退職４年目に入りました。年金だけでは
旅行できないことがわかりがっかりしました
が、それでもささやかな楽しみを見つけて
暮らしております。それは週一回のダンス
教室と月一回のかげろう日記を学ぶことで
す。もうひとつ産廃処分場跡地から垂れ流されている汚染水の調査を
（今では月一回となりましたが）杉木立や棚田の風景を楽しみながらやっ
ています。
　皆様も厳しい職場の現状ではあると思いますが、そうであればなおさら
のこと、誘い合って同窓会にお出かけくださいませ。楽しみにしています。

近 雅代 先生
（食物栄養科）

　エンドレスコール（合唱）とバレーでがんばった２年間。
　アタックの時肩を脱臼、大浦隆陽先生が病院に連れて
行ってくれました。痛かったあ！！合唱では大声張り上げて
いました。先生、同期。後輩の皆様方ありがとう♡
　今は５人の母となり、初孫誕生（先月）で祖母となり、毎
日ホテルのベッドメークで汗を流しながら鼻歌をうたってま
～す（笑）チョイ悪オバサンめざして・・・ガハハハ！

1979年卒  
文科国語国文専攻
 国文司書課程
（旧姓・岩橋）

葛城 富子

　熊本地震から１年経ちました。私の住んでいる益城町は特に大きな被害を受けて様変わ
り、家屋の解体も今年中には終える計画です。道路は部分的に舗装がなされていますが、
かなり時間を必要とします。更地となった我が家周辺は目印もなくなり道を間違った事もあり
ます。
　家全ての「物」を失くしましたが、
人と人とのつながりの「素晴しさ、
有難さ」を地震から教わった気がし
ます。殆どの人が元の場所での再
建を望み建築されています。自然環
境にも交通の便に恵まれた益城町
が大好きです。家族皆が、みなし仮
設、仮設住宅に入り、近くにおりま
す。今までのように私達家族で近く
に住める日を楽しみにしています。

1970年卒  食物栄養科　（旧姓・城）

川崎　美知子 （熊本県益城町在住）

　早いもので短大を卒業して20年近くが経ちました。往復３時間をか
けて通った日々が今では懐かしいです。茶道部では寮で合宿したり、
お正月に先生のご自宅で初釜を経験させていただき、とても貴重な思
い出になっています。
　卒業演奏会に出演できたことも自分にとって大変励みとなり、音楽
の仕事を続けることができ、お世話になった先生方に感謝しています。

1998年卒  
音楽科器楽専攻ピアノ管弦課程　（旧姓・吉村）

中屋敷 久美子

　毎年のことですが、同窓会の案内をいただ
くと一瞬で青春時代の記憶が蘇ります。
　戒壇院での書道部の書きこみ合宿、学園
祭までの忙しい日々、バザーで梅ヶ枝餅を焼いたこと、実習の数 な々ど、ぎゅっと詰まった
2年間でした。その頃は休講のお知らせが掲示板、そんな通信手段が当たり前の世の中
でした。現在63歳の私はPCやスマホを手に人生を大いに楽しんでいます。

1975年卒 文科国語
国文専攻国文司書課程
（旧姓・吉田）

大道 敬子

　風早の丘での２年間は人生の宝物です。30年以上経ち
ますが２年毎のクラス会で元気と勇気をもらっています。福
女短の卒業生であること、谷川憲介クラスの一員であるこ
と、皆が繋がっている事に誇りをもっています。昨年、クラ
ス会を機に短大開学50周年記念募金に寄付しました。ク
ラス会に参加しなかった人も協力、46000円寄付すること
ができました。こんなに続いているクラス会ってギネス級⁉

1984年卒  文科国語国文専攻国文司書課程
国司２-３ （17回生）谷川ガールズ

風早会会報で、もっとも皆様が楽しみにしてくださっている「風早写真館」はホーム
ページでもリレーブログとして紹介しています。
卒業生の皆様の近況や短大時代の思い出、イベントのＰＲなど記事をお寄せください。
書いていただく方は、自薦他薦は問いません。最後に次の方をご紹介ください。
ブログをつないで福岡女子短大の輪を広げましょう！
原稿は kazahayakai@yahoo.co.jp 宛てにお願いいたします(写真も)。

東 京 支 部 会
　昨年10月29日ウェスティンホテル東京の日本料理「舞」にて、第46回東
京支部同窓会を開催いたしました。風早会から井上会長、鉄本副会長に
参加いただき、90歳を過ぎられてもますますお元気な中村先生を囲んで、
短大時代を懐かしく思い出しながら、楽しい和やかなひとときを過ごしま
した。
　福岡女子短期大学開学50周年
という節目に、この東京支部会も
一区切りとし、今回が最後の同窓
会となりました。寂しいですが、こ
れからも皆で連絡を取り合い、少
人数でも会うことを約束して会を
終えました。
　これまで東京支部会にご協力い
ただき、ありがとうございました。

對馬 富士子 （1979年卒 食物栄養科　旧姓：吉開）
最後の東京支部同窓会

TokyoShibu
Da

yo
ri
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　風早会はじめ音楽科の先生方やtutti、フレンドリーコンサート
の役員の方々の賛同をいただき発足したアリアも今年で３年目を
迎えました。活動を支えて下さっている皆様ありがとうございます。
　今期は音楽科と卒業生会共同企画での講座や懇親会などを
開催し、大変充実した時を持つことができました。
　企画のご案内等は随時facebookにて行っております。学生さん
や先生方の演奏会のお知らせも致しますのでぜひご覧下さい。

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』

　昨年度のtutti10周年記念コン
サート、10周年記念パーティーには
たくさんの卒業生にお集まりいただ
き、ありがとうございました。また、
今年５月には卒業生会が協力しあ
い、短大の先生方による公開レッス
ンを行い、100名程の受講者が集まりました。
　11回目のコンサートは10月13日（金）あいれふホールにて、客演に後藤龍伸氏、
関原弘二氏をお招きして、ヴァイオリン、チェロ、声楽、フルート、ピアノソロ
のプログラムで開催いたします。皆様ぜひお越しください。

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/

お問い合わせ先音楽科
卒業生会
音楽科
卒業生会

tuttituttitutti
～トゥッティ～ 音楽科卒業生会 「アリア」

風早写真館リレーブログをご存知ですか

日　  時 ： 2017年10月13日 （金）　18時半開演
チケット ： 前売り　一般 2,000円 ・ 学生 1000円

（当日は　500円UP）

日　  時 ： 2017年10月13日 （金）　18時半開演
チケット ： 前売り　一般 2,000円 ・ 学生 1000円

（当日は　500円UP）

Tutti concert
 vol.11

Tutti concert
 vol.11

　保育の勉強のため、対馬から本学に入学、現在寮生活を
している日高さん。本学の入学のきっかけはお母様日高由子
さんだとか。
　保育士資格と幼稚園教諭免許取得のため、実習をがん
ばっているかたわら、学友会では今年の学園祭実行委員長
を務めていて、これからますます忙しく充実した学園生活に
なりそうです。

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！

東京支部会役員の皆様

前列左より井上万千子風早会前会長、

中村長哉先生、對馬富士子東京支部長、

鉄本優子前副会長

保育学科 ２年生
日高 彩音日高 彩音

1984年卒  
英語英文専攻秘書課程科

日高 由子

鉄本優子前副会長鉄本優子前副会長

CHECK
！

昨年の祝賀会での食物栄養科第1期卒業生。
右から5番目が川崎さん

お友達と。左から二人目が大道さん

ご家族と一緒に。前列中央が葛城さん

　熊本地震から１年経ちました。私の住んでいる益城町は特に大きな被害を受けて様変わ
り、家屋の解体も今年中には終える計画です。道路は部分的に舗装がなされていますが、
かなり時間を必要とします。更地となった我が家周辺は目印もなくなり道を間違った事もあり

（熊本県益城町在住） 熊本地震から１年熊本地震から１年熊本地震から１年

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 ☆こちらまで☆

退職４年目に入りました。年金だけでは

先生 同窓会で
会いましょう

私がスマホを使うなんて！
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風早写真館

　短大を辞めてすでに3年。思えば39年間、人
生の半分以上が福岡女子短大生活でした。ど
れだけお役に立てたか分かりませんが、私には
充実した人生でした。退職後は、待っていたか
のように埼玉在住の娘宅に育児支援、久留米市の自宅と埼玉を往復
しながら孫育ての明け暮れ。子供目線の毎日と保育の現場体験は楽
しいものでした。それも終わってほっとする日々 のある時、町中に久留米
つつじの「老いの目覚め」の立て札を見かけました。不思議な花名に思
わず目をパッチリ、「老いても目覚めて生きる？」そう思えばこれは私への
人生のエールのよう。せいぜい目覚めて生きていきましょう。

野口 雅子 先生
（家政科・生活学科・ビジネス学科）

　退職４年目に入りました。年金だけでは
旅行できないことがわかりがっかりしました
が、それでもささやかな楽しみを見つけて
暮らしております。それは週一回のダンス
教室と月一回のかげろう日記を学ぶことで
す。もうひとつ産廃処分場跡地から垂れ流されている汚染水の調査を
（今では月一回となりましたが）杉木立や棚田の風景を楽しみながらやっ
ています。
　皆様も厳しい職場の現状ではあると思いますが、そうであればなおさら
のこと、誘い合って同窓会にお出かけくださいませ。楽しみにしています。

近 雅代 先生
（食物栄養科）

　エンドレスコール（合唱）とバレーでがんばった２年間。
　アタックの時肩を脱臼、大浦隆陽先生が病院に連れて
行ってくれました。痛かったあ！！合唱では大声張り上げて
いました。先生、同期。後輩の皆様方ありがとう♡
　今は５人の母となり、初孫誕生（先月）で祖母となり、毎
日ホテルのベッドメークで汗を流しながら鼻歌をうたってま
～す（笑）チョイ悪オバサンめざして・・・ガハハハ！

1979年卒  
文科国語国文専攻
 国文司書課程
（旧姓・岩橋）

葛城 富子

　熊本地震から１年経ちました。私の住んでいる益城町は特に大きな被害を受けて様変わ
り、家屋の解体も今年中には終える計画です。道路は部分的に舗装がなされていますが、
かなり時間を必要とします。更地となった我が家周辺は目印もなくなり道を間違った事もあり
ます。
　家全ての「物」を失くしましたが、
人と人とのつながりの「素晴しさ、
有難さ」を地震から教わった気がし
ます。殆どの人が元の場所での再
建を望み建築されています。自然環
境にも交通の便に恵まれた益城町
が大好きです。家族皆が、みなし仮
設、仮設住宅に入り、近くにおりま
す。今までのように私達家族で近く
に住める日を楽しみにしています。

1970年卒  食物栄養科　（旧姓・城）

川崎　美知子 （熊本県益城町在住）

　早いもので短大を卒業して20年近くが経ちました。往復３時間をか
けて通った日々が今では懐かしいです。茶道部では寮で合宿したり、
お正月に先生のご自宅で初釜を経験させていただき、とても貴重な思
い出になっています。
　卒業演奏会に出演できたことも自分にとって大変励みとなり、音楽
の仕事を続けることができ、お世話になった先生方に感謝しています。

1998年卒  
音楽科器楽専攻ピアノ管弦課程　（旧姓・吉村）

中屋敷 久美子

　毎年のことですが、同窓会の案内をいただ
くと一瞬で青春時代の記憶が蘇ります。
　戒壇院での書道部の書きこみ合宿、学園
祭までの忙しい日々、バザーで梅ヶ枝餅を焼いたこと、実習の数 な々ど、ぎゅっと詰まった
2年間でした。その頃は休講のお知らせが掲示板、そんな通信手段が当たり前の世の中
でした。現在63歳の私はPCやスマホを手に人生を大いに楽しんでいます。

1975年卒 文科国語
国文専攻国文司書課程
（旧姓・吉田）

大道 敬子

　風早の丘での２年間は人生の宝物です。30年以上経ち
ますが２年毎のクラス会で元気と勇気をもらっています。福
女短の卒業生であること、谷川憲介クラスの一員であるこ
と、皆が繋がっている事に誇りをもっています。昨年、クラ
ス会を機に短大開学50周年記念募金に寄付しました。ク
ラス会に参加しなかった人も協力、46000円寄付すること
ができました。こんなに続いているクラス会ってギネス級⁉

1984年卒  文科国語国文専攻国文司書課程
国司２-３ （17回生）谷川ガールズ

風早会会報で、もっとも皆様が楽しみにしてくださっている「風早写真館」はホーム
ページでもリレーブログとして紹介しています。
卒業生の皆様の近況や短大時代の思い出、イベントのＰＲなど記事をお寄せください。
書いていただく方は、自薦他薦は問いません。最後に次の方をご紹介ください。
ブログをつないで福岡女子短大の輪を広げましょう！
原稿は kazahayakai@yahoo.co.jp 宛てにお願いいたします(写真も)。

東 京 支 部 会
　昨年10月29日ウェスティンホテル東京の日本料理「舞」にて、第46回東
京支部同窓会を開催いたしました。風早会から井上会長、鉄本副会長に
参加いただき、90歳を過ぎられてもますますお元気な中村先生を囲んで、
短大時代を懐かしく思い出しながら、楽しい和やかなひとときを過ごしま
した。
　福岡女子短期大学開学50周年
という節目に、この東京支部会も
一区切りとし、今回が最後の同窓
会となりました。寂しいですが、こ
れからも皆で連絡を取り合い、少
人数でも会うことを約束して会を
終えました。
　これまで東京支部会にご協力い
ただき、ありがとうございました。

對馬 富士子 （1979年卒 食物栄養科　旧姓：吉開）
最後の東京支部同窓会

TokyoShibu
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　風早会はじめ音楽科の先生方やtutti、フレンドリーコンサート
の役員の方々の賛同をいただき発足したアリアも今年で３年目を
迎えました。活動を支えて下さっている皆様ありがとうございます。
　今期は音楽科と卒業生会共同企画での講座や懇親会などを
開催し、大変充実した時を持つことができました。
　企画のご案内等は随時facebookにて行っております。学生さん
や先生方の演奏会のお知らせも致しますのでぜひご覧下さい。

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』

　昨年度のtutti10周年記念コン
サート、10周年記念パーティーには
たくさんの卒業生にお集まりいただ
き、ありがとうございました。また、
今年５月には卒業生会が協力しあ
い、短大の先生方による公開レッス
ンを行い、100名程の受講者が集まりました。
　11回目のコンサートは10月13日（金）あいれふホールにて、客演に後藤龍伸氏、
関原弘二氏をお招きして、ヴァイオリン、チェロ、声楽、フルート、ピアノソロ
のプログラムで開催いたします。皆様ぜひお越しください。

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/

お問い合わせ先音楽科
卒業生会
音楽科
卒業生会

tuttituttitutti
～トゥッティ～ 音楽科卒業生会 「アリア」

風早写真館リレーブログをご存知ですか

日　  時 ： 2017年10月13日 （金）　18時半開演
チケット ： 前売り　一般 2,000円 ・ 学生 1000円

（当日は　500円UP）

日　  時 ： 2017年10月13日 （金）　18時半開演
チケット ： 前売り　一般 2,000円 ・ 学生 1000円

（当日は　500円UP）

Tutti concert
 vol.11

Tutti concert
 vol.11

　保育の勉強のため、対馬から本学に入学、現在寮生活を
している日高さん。本学の入学のきっかけはお母様日高由子
さんだとか。
　保育士資格と幼稚園教諭免許取得のため、実習をがん
ばっているかたわら、学友会では今年の学園祭実行委員長
を務めていて、これからますます忙しく充実した学園生活に
なりそうです。

同窓生子女入試で
入学しました！

保育学科 ２年生
日高 彩音日高 彩音

1984年卒  
英語英文専攻秘書課程科

日高 由子
CHECK

！

昨年の祝賀会での食物栄養科第1期卒業生。
右から5番目が川崎さん

お友達と。左から二人目が大道さん

ご家族と一緒に。前列中央が葛城さん

熊本地震から１年熊本地震から１年熊本地震から１年

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 ☆こちらまで☆

同窓会で
会いましょう

私がスマホを使うなんて！
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スマートフォンでは見ない
パソコンで見ない

学校の近況を知りたい
イベント情報を知りたい

………など………など

懐かしさを感じる

紙媒体で読みたい
楽しみである●

●

●

●

●

●

●

是非とも、いろいろなご意見をお聞かせください。
今後の活動に活かしていきたいと考えております。

郵
送
は
不
要

必要な情報がない

ホームページで
会報を見る

面白くない

●

●

●
●
●

読んでいない

必要性を感じない

郵
送
し
て
ほ
し
い

2016年度

積立金残高  合計  21,139,750 円

2016年度決算報告
2017年度　予算案

計 6,842,847 7,758,977 6,406,156

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

280,000

1,200,000

2,800,000

200,000

250,000

80,000

700,000

90,000

120,000

30,000

200,000

40,000

822,847

30,000

0

0

決　算

311,720

1,363,903

2,574,204

33,104

277,322

127,397

424,540

90,000

141,810

30,000

144,221

39,600

0

25,000

0

2,176,156

2017年度

予算（案）

200,000

1,450,000

2,850,000

140,000

280,000

130,000

150,000

10,000

120,000

0

250,000

40,000

606,156

80,000

100,000

0

2016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

1,810,000

270,000

10,000

2,500,000

50,000

2,202,847

6,842,847

決　算

1,810,000

171,000

0

3,500,104

75,026

2,202,847

7,758,977

2017年度

予算（案）

1,840,000

315,000

25,000

2,000,000

50,000

2,176,156

6,406,156

（単位：円）

2017年

2018年

４月   ３日 入学式 〈186名入学〉
22日 卒業生意見交換会〈９名参加〉

  １日 風早会会報 30号発行 〈20,000部発送予定〉

  ３日 第47回 風早会総会・懇親会 〈会場：西鉄グランドホテル〉
  ９日 卒業生交流会「30歳の実り」 〈会場：HAKATA ONO〉

12日 風早会主催講座 ｢リンパケアを実践して、キレイになろう！」
 〈講師：松﨑加奈さん〉

25日 風早会主催講座 ｢カップケーキタワーをつくろう」
 〈講師：土内華誉子さん〉
27日 社会人入門にて全学生対象で講演会

  ８日 音楽科卒業演奏会
16日 学位記授与式

８月

９月

11月

３月

2017年度　活動予定

４月   ２日 入学式 〈181名入学〉
  １日 福岡女子短期大学開学50周年記念式典
 〈短大より風早会に感謝状〉

  ５日 風早会会報 29号発行 〈20,000部発送〉
16日 第46回風早会総会・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 日本料理「舞」〉
28日 社会人入門にて全学生対象で講演会
 児童文学作家・草野あきこさん講演

10日 音楽科卒業演奏会
17日 学位記授与式 〈260名が新会員となる〉

６月

８月

2016年

2017年

10月

11月

３月

2016年度　活動報告

食物栄養科卒業の皆様へ

管理栄養士国家試験対策講座のお知らせ

期　日　2017年8月29日～2018年1月20日（全８回）
　　　　10時～16時
場　所　福岡女子短期大学 1号館123教室
受講料　5,000円（テキスト代、模試受講料は別）

詳細は短大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

問い合わせ・申込先

福岡女子短期大学 庶務課　
〒818ｰ0193 太宰府市五条四丁目16番1号
電話 092ｰ922ｰ4034（代）　FAX 092ｰ922ｰ6453
E-mail:kouza34@fukuoka-int-u.ac.jp

2016年度活動報告・2017年度活動予定

 

Renewal

　今年も管理栄養士国家試験対策講座を開講します。対
象は管理栄養士免許の取得を目指している栄養士の方で
す。本学の卒業生以外の方も受講できます。合格目指して
いっしょに頑張りませんか。

　今年も管理栄養士国家試験対策講座を開講します。対
象は管理栄養士免許の取得を目指している栄養士の方で
す。本学の卒業生以外の方も受講できます。合格目指して
いっしょに頑張りませんか。

風早会ホームページについて
風早会ホームページが２０１６年リニューアル。

携帯からもご覧になれます。

新着情報として、　　　　　　 をリンクしています。
住所変更はホームページからいつでもできます。
風早写真館のホームページ版「風早写真館リレーブログ」が
できました。
投稿はどなたでもOK。知っている卒業生をさがしてみてください。
総会やその他のイベントについての詳細も随時アップします。
過去の風早会の会報をみることができます。
その他、卒業生の皆さまが見て楽しんでいただけるホーム
ページをめざします。

❶
❷
❸

❹
❺
❻

風早会の今後の運営について風早会の今後の運営について
短大同窓会として発足して５０年を迎えます。次の５０年にむけて、風早会の運営について、考える時期にきております。
今後の風早会の運営について、下記の内容を検討しております。皆様のご意見をお寄せください。

幅広い年代層、とりわけ若い世代の卒業生向けのイベントの実施

風早会総会・懇親会については、毎年開催する

卒業生名簿の整備のため、返信用ハガキに
プライバシーシールを添付し、返信数をふやす

2017年度、2018年度は全会員に会報発送する。
２年間で、会報送付の希望について、希望をたずねる

会報送付希望の卒業生には有償にて送付することを検討する

会報を送付しない卒業生向けの情報発信としてホームページ
の充実に重点をおく

今後、会の存続のため会費を徴収することを検討する

短大とさらに連携し、卒業生、短大双方に有益な情報を交換する

新着情報として、　　　　　Facebook

1 5

2 6

7

8

3

4

5

「会報を郵送してほしいですか」
会報についてアンケート

2019年度以降も会報送付をご希望の方は返信ハガキに記入願います
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卒業生意見交換会に参加して

　2016年11月28日、短大社会人入門において、音
楽科卒業生である児童文学作家・草野あきこさんに
講演をお願いしました。草野さんは一昨年、児童文
学の登竜門のひとつである福島正実記念SF童話賞
大賞を受賞、さらに、デビュー作「おばけ道、ただ
いま工事中！？」は2016年度の日本児童文学者協会
新人賞も受賞しました。
　今に至るまでの経験や努力について、どんな経験
も無駄ではないこと、 今という時間を大切にすること、 
人との出会いを大切にすることなど、ユーモアを交え
て話され、 学生たちも聞き入っていました。

　風早会から届く会報を流し読み、誘いがあれば時には総会に参加。そんな私が、新しい会
長を迎えて「風早会の今後」に向けた意見を欲しいとのことで意見交換会に参加することになり
ました。
　20代～70代の卒業生の誰もが満足できる運営はとても難しい、とのことでしたが、一人でも多
く参加していただくため、日時、場所、予算、会報の発送方法などの意見を出し合いました。
　食物栄養科の卒業生が集まる「食栄の会」のように、学科やクラス別ですでに交流会は続
いているようですが、やはり母体の「風早会」が活発であることが母校をサポートする大きな力
になること間違いありません。
　参加して有意義だ！と思える集まりにするには、
①各学科の縦割り②各年代の興味深い話題③
仕事＝就職＝就活に活かせる講座や講演会など、
いろいろな意見がでました。実現させるには大変
でしょうが、行ってみようか？を思える内容を検討
して欲しいと要望しました。
　年に１回直接、顔を拝見して近況を語らいたい
ですね。

風早会主催講座のご案内

リンパケアを実践して、キレイにになろう！リンパケアを実践して、キレイにになろう！ クリスマスにカップケーキタワーをつくろう

日　時　2017年11月25日（土） 13：00～15：00日　時　2017年11月25日（土） 13：00～15：00
場　所　福岡女子短期大学場　所　福岡女子短期大学
講　師　土内 華誉子さん  （2000年卒 食物栄養科卒 旧姓：鳥越）
 ・料理研究家 ・料理研究家
内　容　クリスマスを前に、簡単でかわいいお菓子作り。内　容　クリスマスを前に、簡単でかわいいお菓子作り。

カップケーキをデコレーション
したら、クリスマスカップケーキ

 タワーをつくります。 タワーをつくります。
定　員　先着30名

（お子様とご一緒にどうぞ）
受講料 500円受講料 500円

社会人入門

（1979年卒 食物栄養科　旧姓：遠藤）藤野 菊代

草野 あきこ さん
（草野昭子・1990年卒 音楽科声楽専攻　
  旧姓：森）

夢だった
児童文学作家になって

日　時　2017年11月12日（日） 13：00～15：00日　時　2017年11月12日（日） 13：00～15：00
場　所　福岡女子短期大学場　所　福岡女子短期大学
講　師　松崎 加奈さん  （1986年卒 食物栄養科  旧姓：山崎）
 ・日本エステティック協会認定講師 ・日本エステティック協会認定講師
内　容　美容と健康に欠かせない糖化の話や、東洋医学

の話をしながら、首や肩、
 頭、お顔のケアを中心に 頭、お顔のケアを中心に
 リンパケアを実践します。 リンパケアを実践します。
定　員　先着30名
受講料 500円受講料 500円

ホームカミングデー
企画

同封の返信ハガキもしくはメール、FAXでお申し込みください。
FAX、メールの場合は　①参加者名、②住所、③電話番号、④メールアドレス、⑤希望の講座名を明記願います。
お申込みいただいた方には参加証を送付いたします。
FAX:092-924-4920　　メール： kazahayakai@yahoo.co.jp

お申込み・

問い合わせ先

　第46回風早会総会は平成28年
10月16日、開学50周年を記念して、
福女短キャンパスで行いました。
　総会では役員交代があり、井上
万千子会長はじめ、風早会の役員
をつとめられた方々の永年の功労
に感謝の拍手がおくられました。
　場所を移しての開学50周年祝
賀会は新しくなった食堂でした。カ
フェスペースや、眺めのよい明るく
開放的な場所で、懐かしい先生方
やお友達との会話が弾み楽しいひ
と時を過ごしました。

平成28年度風早会総会報告

後列右端が藤野さん後列右端が藤野さん

インスタに
ぴったり！

毎回
好評です
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