
日 時日 時

受 付受 付

総 会総 会

懇親会懇親会

場 所場 所

会 費会 費

 FAX番号：（092）924-4920　　（風早会事務局） 
〒818-0193 福岡県太宰府市五条四丁目16番1号
（駐車場もあります）　　　

出席予定の先生方は
ホームページでお知らせします

2019年6月16日（日）
10：30～11：00

1,500円
（13回生 1980年3月・新卒業生は無料）

11：00～12：00（写真撮影あり）
12：15～14：00

福岡女子短期大学 135教室 ほか

今年は久しぶりに母校福岡女子短期大学のキャンパスで総会を開催いたします。
懇親会のお食事は、キレイに生まれ変わった短大学生食堂で行います。
また、新しく設置された「風早ホール」にて学生による演奏会も予定しております。
恩師や旧友と一緒に楽しいひとときを懐かしいキャンパスでお過ごしください。
ご案内が届いていない方は、メール、FAXにてお申し込みください。
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　風早会会員の皆様、平素は風早会の活動にご理解ご支援をいただき、厚く御礼申し上げ
ます。今年は新元号に変わり、日本中が新たな気持ちで、再出発の門出の良き年となりま
した。皆様にとりましても、喜びの多き一年でありますよう、心からお祈り申し上げます。
　昨年度の活動としましては、卒業生交流会「30歳の実り」では、卒業生、諸先生方にご参
加いただきました。また、風早会主催講座では、自分の魅力を引き出すセルフプロデュース
の方法を学び、女性としての個々の魅力の出し方について教えていただき、皆様とても関
心を持って、聞き入っていらっしゃいました。
　さて、今年度の総会は、この良き年に私共は原点に戻り、母校を会場に行います。皆様
からのさまざまなご意見を聞き、これまでと違ったスタイルの総会を行うことにしました。
キャンパスで学生時代を思い出しつつ、ゆっくりとくつろいでいただける雰囲気の学食で
の懇談会も予定しております。今後の風早会の発展を願い、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。今年も皆様に喜んでいただける交流の場を計画して
おります。まずは、総会で元気な皆様にお会いできることを楽しみにしています。

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）

卒業生のための交流会「30歳の実り」を今年も開催
いたします。
美味しい料理を食べながら、先生方や卒業生との
楽しい時間をお約束します。ワイワイガヤガヤ、卒
業生の輪をひろげましょう。もちろん福女短の卒業
生であれば、どなたでも参加OK！
お申し込みは、メール、FAXにて8月25日までにお
願いいたします。

日　時：2019年9月1日（日）
受　付：16：30～17：00
交流会：17：00～19：00
会　費：1,500円
場　所：HAKATA ONO
 〒810-0001 
 福岡市中央区天神1-7-11 イムズビル13F
 http://hakataono.com/

「30歳の実り」卒業生交流会 ご案内

（写真は2016年短大で総会開催したときのものです）

参加申し込み 参加締め切り

おハガキ、FAX、メールにて 6月5日までにお願いします

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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2018年度活動報告・2019年度活動予定

４月
5月

８月

９月

11月

３月

  2日 入学式〈153名入学〉
13日 卒業生意見交換会
  1日 風早会会報 31号 発行
19日 卒業生交流会〈30歳の実り〉〈会場：HAKATA ONO〉
19日 子ども学科リカレント研修会
  1日 第48回 風早会総会・懇親会 〈会場：西鉄グランドホテル〉
  7日 健康栄養学科リカレント研修会「新人栄養士研修会」
  1日 音楽科卒業生会 tutti concert 12 〈会場：あいれふホール〉
11日 風早会主催講座「チャーミングな生き方」
 〈講師：深川富美代さん〉
26日 社会人入門 「歌声は海を越えて」
 〈講師：大田朋美さん〉
  9日 文化教養学科リカレント研修会「こんなときどうするの？」
11日 音楽科卒業演奏会
15日 学位記授与式〈166名卒業〉

2018年

2019年

2018年度　活動報告

４月

５月

6月

９月

11月

2月

3月

  2日 入学式〈150名入学〉

15日 風早会 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〉

30日 子ども学科リカレント研修会～卒業1年目の方対象

  1日 卒業生交流会〈30歳の実り〉〈会場：HAKATA ONO〉

15日 音楽科卒業生会 tutti concert 13 〈会場：あいれふホール〉

 風早会主催講座〈日程・内容未定〉

  1日 文化教養学科リカレント研修会

11日 音楽科卒業演奏会

15日 学位記授与式

2019年

2020年

2019年度　活動予定

※日程未定 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

文化教養学科リカレント研修会

　同窓会風早会会員の皆さんお元気でお過ごしのこ
とと存じます。今年５月１日に平成天皇のご退位により、
『令和』という新しい元号の時代を迎えました。この
言葉は、万葉集第五巻にある天平１３年正月十三日に当時大宰の帥であった大伴旅
人邸で行われた梅花の宴で詠まれた三十二首の序文によることはすでにご周知のこと
と存じます。梅花の宴の場所が皆さんの「故郷」にごく近くであったことに強く惹かれま
した。大伴旅人の邸宅の位置についてはいくつかの説があるようですが、現在、都府
楼跡の北西部、現在坂本神社（坂本八幡宮）のあるところと考えられているようです。
　いずれにしても、皆さんの卒業された学園にごく近くであったことに思いをいたさね
ばならないでしょう。本学が太宰府の風早の地に設置されるに当たっては、当時の天
満宮西高辻宮司や太宰府町長のご協力あってのことであることは、本学の設立者釜
瀬冨士雄先生がご著書に書き残しておられます。
　本学の教育方針は、専門的技術や知識を身につけるだけでなく、人間の基本に培
い、よき社会人となるために教養教育が重視されてきたことはご存知のことと思います。
旧学科の文科では国語国文専攻がおかれ、今日では文化教養学科にその流れが続い
ておりますが、「令和」の出典が万葉集にあることの報道をお聞きになったとき、本学
で勉強されたことを思いだされた方もおられるのではないでしょうか。
　このような歴史ある、しかも緑豊かな自然に恵まれた地である太宰府は、京都とよく
似た地形配置を持つ土地だと思います。東方に位置する宝満山、差し詰め京都では比
叡山です。山の姿もよく似ているように思います。四王寺山それに続く三郡山地は京都
で言えば北山です。それを背面に前面に展開するのが都府楼であり、平安京です。日
本全国に「小京都」と呼ばれるところは各地にありますが、もっともそう呼ばれるにふさ
わしい場所は太宰府だと思います。このような歴史ある、しかも緑豊かな自然に恵まれ
た地で勉学する幸せを感ぜざるを得ません。

　私たちの福岡女子短期大学は、昭和41
（1966）年4月に開学いたしました。
　そして平成を経て、この度新しく「令和」の時
代を満開の桜の下、新入生150名とともに晴れやかに迎えました。
　皆様方が創り上げてこられてきた本学の伝統は、さらに新しい歴史を
築く第一歩を踏み出したというわけです。
　私もまたこの三時代を風早の丘で過ごすこととなりました。昭和52
（1977）年に短大に奉職が叶い、平成10（1998）年からは同キャンパス内
の福岡国際大学に配置転換、あわせて42年間、この丘の学生さんと共
に学び続けることができました。
　そして此度、短大の学長として坂道を登ることに。この事態は、

ゆめゆめ
努々考

えも及ばぬことでした。
　任の重さは自覚するも、教職員の方 そ々して学生諸君と、さらに卒業生
の皆様のお力を頂いて、力強く前に進んで参ろうと決意を新たにしてい
ます。
　本学は、風早会の永 と々続けて頂いた、ご理解、ご支援があればこそ
できた伝統校です。その伝統の上に、心地よくそよぐ風のごとく、引き続
きお力添えを頂けますようお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。

令和元年福岡女子短期大学
風早会の開催に寄せて
九州学園理事長 野澤 秀樹

伝統に「令和」の
風そよぐ、風早の丘
福岡女子短期大学 学長 大浦　隆陽

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～

と　き： 2019年11月15日 （金）　18時半開演
ところ  ： あいれふホール
入場料 ： 前売り　一般 2,500円 ・ 学生 1,500円（当日は 500円UP）

と　き： 2019年11月15日 （金）　18時半開演
ところ  ： あいれふホール
入場料 ： 前売り　一般 2,500円 ・ 学生 1,500円（当日は 500円UP）

tutti concert

 vol.13
tutti concert

 vol.13

　今年も13回目のtutti concertを開催致します。後藤龍伸氏、
関原弘二氏を客演にお迎えしてのラフマニノフ作曲ピアノトリオ
第2番は、国内でも演奏されることの珍しい曲です。この貴重
な機会にぜひお聴きください。
　昨年のtutti consertでは、先輩方の室内楽に憧れた若い卒
業生が、客演関原弘二氏と共に堂 と々トリオの演奏を披露して
くださり感動いたしました。
　また、4月27日は卒業生の会としてアリア、フレンドリーコン
サートと共に、 “みんなdeコンサート”と題して演奏勉強会を行
いました。久しぶりのステージや本番前のリハーサルなど経験を積みたい、たくさんの卒業生それぞれが自由なスタイルで“今
弾きたい曲”を演奏しました。
　2020年秋のtuttiコンサート出演者募集しております。詳細は下記HPをご覧ください。（写真は昨年のtutti concertです）

音楽科
卒業生会
音楽科
卒業生会

演奏勉強会「みんなdeコンサート」

K A Z A H A Y A K A I
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同窓生入試 …卒業生がもう一度福女短に入学したら「授業料の半額相当を支給（2年間）」　
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「入学金相当額を支給」

オープンキャンパス　各日程とも9時半受付10時開始
2019年7月7日（日）、7月21日（日）、8月3日（土）、8月8日（木）

学校見学会（学園祭同時開催）
2019年11月2日（土）・11月3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

2020年度 福岡女子短期大学入試情報

※学校見学は個別に常時受け付けております。

その他の入試も入学時の特別奨学制度があります。詳細については入試広報課におたずねください。

第53回「風早祭」のご案内
福岡女子短期大学の学園祭「風早祭」について、ご案内いたします。
毎年、全学生が参加する学園祭で、どなたでもご来場いただけます。
現在の福女短、そしてかわいい後輩たちの姿をぜひ見においでください。 福岡女子短期大学風早祭を左記のとおり開催します。11月の風早祭に向けて私たち

実行委員一同、より多くの来場者の方に楽しんでいただける企画を検討し、その準備
に励んでいるところでございます。
つきましては、学園祭に来場していただいた方々により喜んでいただくために卒業生の
皆様に広告等のご支援をいただき、学園祭での運営に活用させていただければと考
えております。何卒、ご検討くださいますようお願い申し上げます。

学園祭広告協賛・ご支援のお願い

2019年11月2日（土）・3日（日）
福岡女子短期大学　
Hands up your colors

この場所で輝く

学科企画・模擬店・ステージなど

日時：

場所：

テーマ：

コンセプト：

内容：

募集人員 入試区分子ども学科 70名／健康栄養学科 70名
文化教養学科 70名／音楽科 80名

指定校推薦入試／公募推薦入試／自己推薦入試
一般入試／センター試験利用入試／特別入試／AO入試

福岡女子短期大学のいま 福岡女子短期大学は1966年に家政科1学科で開学、以来53年間、時代の
ニーズに合わせた学科構成で、現在は4学科です。
それぞれの学科について、施設と共に紹介します。

学科の歴史
1967（昭和42）年に「食物栄養科」設置。栄養士免許が取れる学
科として50年を超える。2018（平成30）年度より「健康栄養学
科」と改称。
食の専門家としての知識・技能・態度を身につけ、食と健康の分
野で幅広く活躍できる人材の育成を目指している。

2号館は健康栄養学科の専有の校舎としてリニューアルされました。
美しく使いやすい調理実習室や最新の設備をそなえた給食管理実
習室などで授業が行われています。
また、プロの料理人から学ぶ講座も2018年度より始まりました。

文化教養学科の授業は、日本文学、司書資格関連科目の従来の専門
科目のほか、2018年度からは日本文化を学ぶ授業、公務員や4年制大
学編入をめざす学生のためにアカデミックスキル等の授業が行われて
います。さらに2019年度からは情報処理士の資格が取得できるように
なりました。
1号館のICTの整った環境で授業が行われ、iPadが活用されています。

音楽科の専有の校舎だった3号館から2019年春、音楽科のた
めにリニューアルされた新校舎に移転。美しく明るいレッスン
室、最新の設備をそなえた講義室など教育環境が充実しまし
た。また、新設の風早ホールでは定期的な学内演奏会が予定
されています。
音楽科の演奏は卒業演奏会だけでなく、全学生が発表の場
としてアクロスシンフォニーホールに立つことができるプログラ
ム、九州国立博物館オープンカフェでの定期コンサートなど、
「演奏するなら福女短！」といわれるほどになっています。

子ども学科は当初は4号館での講義でしたが、5号館を子ども学科
専有の校舎としてリニューアル、整った教育環境の中、本学の自然を
いかした授業などが行われています。
小さなお子様用のトイレなどもあり、近隣の子どもたちを招いての交
流などもあります。
また、音楽科のある短大の子ども学科、ということで、音楽科の専
任教員と連携して、子ども学科の音楽の授業を行っています。

取得できる免許・資格
栄養士免許／栄養教諭二種免許／フードスペシャリスト／家庭
料理技能検定／健康管理士

学科の歴史
1967（昭和42）年に「英語科」設置、その後1969（昭和44）年に「文
科英語英文専攻」と「国語国文専攻」設置。文学、秘書、司書の3課
程を置く。1986（昭和61）年、「秘書科」設置。2003（平成15）年、
文科は「文化コミュニケーション学科」に改組。2018（平成30）年度
より「文化教養学科」と改称。
日本の文学に明るく、人間性豊かで、より良い人間関係を構築し、
社会生活で主体的、積極的に行動できる人材の育成を目指している。

取得できる免許・資格
司書資格／中学校教諭二種免許（国語）／学校司書／司書教諭／
情報処理士

学科の歴史
1970（昭和45）年、「音楽科」設置。開学当初は音楽専攻器楽課
程、声楽課程の2課程だった。2002（平成14）年より、音楽療法士
の資格が取得できるコースを設置。本学専攻科（音楽専攻）への
進学者も多数。
音楽の理論と実技の基本を常に大事にし、生涯にわたり、音楽に
対して向上心を持ち続けることができる人材の育成を目指している。

取得できる免許・資格
中学校教諭二種免許（音楽）／音楽療法士（2種）／カワイ演奏
・指導グレード6級（互換制度）

学科の歴史
2003（平成15）年、「保育学科」設置。福岡女子短大の中でもっとも新し
い学科である。2018（平成30）年度より「子ども学科」と改称。
保育を実践するものとしての知識と技術を習得し、将来にわたって保育
の質を高めることができる人材の育成を目指している。

取得できる免許・資格
保育士資格／幼稚園教諭二種免許／こども音楽療法士／幼児
体育指導者2級

福岡女子短期大学風早祭実行委員会　委員長　繁 天耀（音楽科2年）
問い合わせ先　風早祭実行委員会（学生支援課 092-922-9710）

しげる ひかる

健康栄養学科
HEALTH AND NUTRITION

文化教養学科
CULTURE AND LIBERAL EDUCATION

音 楽 科
MUSIC

子 ど も 学 科
CHILD CARE AND EDUCATION
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同窓生入試 …卒業生がもう一度福女短に入学したら「授業料の半額相当を支給（2年間）」　
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「入学金相当額を支給」

オープンキャンパス　各日程とも9時半受付10時開始
2019年7月7日（日）、7月21日（日）、8月3日（土）、8月8日（木）

学校見学会（学園祭同時開催）
2019年11月2日（土）・11月3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

2020年度 福岡女子短期大学入試情報

※学校見学は個別に常時受け付けております。

その他の入試も入学時の特別奨学制度があります。詳細については入試広報課におたずねください。

第53回「風早祭」のご案内
福岡女子短期大学の学園祭「風早祭」について、ご案内いたします。
毎年、全学生が参加する学園祭で、どなたでもご来場いただけます。
現在の福女短、そしてかわいい後輩たちの姿をぜひ見においでください。 福岡女子短期大学風早祭を左記のとおり開催します。11月の風早祭に向けて私たち

実行委員一同、より多くの来場者の方に楽しんでいただける企画を検討し、その準備
に励んでいるところでございます。
つきましては、学園祭に来場していただいた方々により喜んでいただくために卒業生の
皆様に広告等のご支援をいただき、学園祭での運営に活用させていただければと考
えております。何卒、ご検討くださいますようお願い申し上げます。

学園祭広告協賛・ご支援のお願い

2019年11月2日（土）・3日（日）
福岡女子短期大学　
Hands up your colors

この場所で輝く

学科企画・模擬店・ステージなど

日時：

場所：

テーマ：

コンセプト：

内容：

募集人員 入試区分子ども学科 70名／健康栄養学科 70名
文化教養学科 70名／音楽科 80名

指定校推薦入試／公募推薦入試／自己推薦入試
一般入試／センター試験利用入試／特別入試／AO入試

福岡女子短期大学のいま 福岡女子短期大学は1966年に家政科1学科で開学、以来53年間、時代の
ニーズに合わせた学科構成で、現在は4学科です。
それぞれの学科について、施設と共に紹介します。

学科の歴史
1967（昭和42）年に「食物栄養科」設置。栄養士免許が取れる学
科として50年を超える。2018（平成30）年度より「健康栄養学
科」と改称。
食の専門家としての知識・技能・態度を身につけ、食と健康の分
野で幅広く活躍できる人材の育成を目指している。

2号館は健康栄養学科の専有の校舎としてリニューアルされました。
美しく使いやすい調理実習室や最新の設備をそなえた給食管理実
習室などで授業が行われています。
また、プロの料理人から学ぶ講座も2018年度より始まりました。

文化教養学科の授業は、日本文学、司書資格関連科目の従来の専門
科目のほか、2018年度からは日本文化を学ぶ授業、公務員や4年制大
学編入をめざす学生のためにアカデミックスキル等の授業が行われて
います。さらに2019年度からは情報処理士の資格が取得できるように
なりました。
1号館のICTの整った環境で授業が行われ、iPadが活用されています。

音楽科の専有の校舎だった3号館から2019年春、音楽科のた
めにリニューアルされた新校舎に移転。美しく明るいレッスン
室、最新の設備をそなえた講義室など教育環境が充実しまし
た。また、新設の風早ホールでは定期的な学内演奏会が予定
されています。
音楽科の演奏は卒業演奏会だけでなく、全学生が発表の場
としてアクロスシンフォニーホールに立つことができるプログラ
ム、九州国立博物館オープンカフェでの定期コンサートなど、
「演奏するなら福女短！」といわれるほどになっています。

子ども学科は当初は4号館での講義でしたが、5号館を子ども学科
専有の校舎としてリニューアル、整った教育環境の中、本学の自然を
いかした授業などが行われています。
小さなお子様用のトイレなどもあり、近隣の子どもたちを招いての交
流などもあります。
また、音楽科のある短大の子ども学科、ということで、音楽科の専
任教員と連携して、子ども学科の音楽の授業を行っています。

取得できる免許・資格
栄養士免許／栄養教諭二種免許／フードスペシャリスト／家庭
料理技能検定／健康管理士

学科の歴史
1967（昭和42）年に「英語科」設置、その後1969（昭和44）年に「文
科英語英文専攻」と「国語国文専攻」設置。文学、秘書、司書の3課
程を置く。1986（昭和61）年、「秘書科」設置。2003（平成15）年、
文科は「文化コミュニケーション学科」に改組。2018（平成30）年度
より「文化教養学科」と改称。
日本の文学に明るく、人間性豊かで、より良い人間関係を構築し、
社会生活で主体的、積極的に行動できる人材の育成を目指している。

取得できる免許・資格
司書資格／中学校教諭二種免許（国語）／学校司書／司書教諭／
情報処理士

学科の歴史
1970（昭和45）年、「音楽科」設置。開学当初は音楽専攻器楽課
程、声楽課程の2課程だった。2002（平成14）年より、音楽療法士
の資格が取得できるコースを設置。本学専攻科（音楽専攻）への
進学者も多数。
音楽の理論と実技の基本を常に大事にし、生涯にわたり、音楽に
対して向上心を持ち続けることができる人材の育成を目指している。

取得できる免許・資格
中学校教諭二種免許（音楽）／音楽療法士（2種）／カワイ演奏
・指導グレード6級（互換制度）

学科の歴史
2003（平成15）年、「保育学科」設置。福岡女子短大の中でもっとも新し
い学科である。2018（平成30）年度より「子ども学科」と改称。
保育を実践するものとしての知識と技術を習得し、将来にわたって保育
の質を高めることができる人材の育成を目指している。

取得できる免許・資格
保育士資格／幼稚園教諭二種免許／こども音楽療法士／幼児
体育指導者2級

福岡女子短期大学風早祭実行委員会　委員長　繁 天耀（音楽科2年）
問い合わせ先　風早祭実行委員会（学生支援課 092-922-9710）

しげる ひかる

健康栄養学科
HEALTH AND NUTRITION

文化教養学科
CULTURE AND LIBERAL EDUCATION

音 楽 科
MUSIC

子 ど も 学 科
CHILD CARE AND EDUCATION
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梅野 郷子 1976年卒　食物栄養科　（旧姓：豊永）

野中 ふぢ子 1971年卒　家政科司書コース　（旧姓：梅野）

　昭和44（1969）年～昭和46（1971）年、西鉄五条駅から坂道を毎日歩いて登校しておりました。教
室の外から鶯の声がきこえ、素晴らしい環境の中での学園生活でした。
　2年間の短い学園生活でしたが、時には代返をお願いしたり、逆もあったりしましたが、勉強もしっ
かり頑張り、今ではとても楽しい思い出ばかりです。
　1学年300名のほぼ全員が振袖を着ての卒業式は圧巻でした。
　短大で学んだ事は、今でもしっかりと生き続けております。
　今年は5月1日から令和に変わりました。希望に満ちた未来に繋がる福岡女子短期大学であり続け
ますように心から願っております。

筑紫 純子 1977年卒　音楽科声楽専攻　（旧姓：土田）

　短大音楽科声楽を卒業して、ヤマハ音楽教室でピアノ、個人の音楽教室でピアノ
を教えていました。声楽科を卒業したのに何故かピアノを教えていました。高校はピア
ノ科を卒業したからかなぁ？と思いつつ。
　音楽教室でピアノを教えながら私の祖母が邦楽（箏、三絃）の筑紫会初代宗家な
ので、中断していた箏三絃の練習を再開。洋楽ばかりしていたので、唄ってもサマに
ならない。箏三絃作曲をすれば祖母と比較され、唄えば母と比較され、10年頑張って
やっと会員の演奏会に一人で出演依頼されました。それからもずっと練習、指導、演
奏。
　現在は三代目の後継の他に九州大学音響学科非常勤講師、福岡三曲協会副会
長、他の役職もしながら学生時代に教えを頂いた事に感謝しています。
　毎年山口県内どこかの小中学校に演奏に来出して10数年位でしょうか。小中学生が興味津々で聴いてくれるので日本伝統音
楽の邦楽を廃れさせないよう頑張っています。

　2016年に還暦を迎え、40年間の病院管理栄養士を退職し、念願の駄菓子
屋を長崎県壱岐市郷ノ浦の実家を改装して開店いたしました。“ふ○里（ふわ
り）”といいます。
　築80年以上の家をなんとしても残し、子ども達から年配の方々までが集ま
り、地域の活性につながれば、との思いで始めました。すぐに数社の新聞が
取材に来て下さり、あっという間に宣伝になり、おかげさまで連日多くの方に
来ていただき、充実したセカンドライフを過ごしています。
　同じ福岡女子短期大学英文科卒業の妹（豊永芳子、1980年卒 英語英文
専攻）は、店の2階にて習字教室をしています。姉妹仲良く生まれ育った家を
守っていけるのを大変有難く思っています。
　商売の傍ら、臨時での栄養士活動は続けておりますので、つくづく資格の
有難さを痛感しています。

　今年で4年目を迎えた「アリア」は、昨年度も講習会や
懇親会を無事に終え、皆様に支えられながら活動を続
けています。 2月に行った“3号館お別れ会”の際には、皆
様が卒業後も音楽科を大切に思って下さっていることを
嬉しく思いました。
　令和元年、新校舎で新しい輪が広がり続けますように
アリア一同心から願い、ご挨拶とさせていただきます。 今
後の活動や企画ご案内等は随時FacebookとInstagram
にて発信しておりますので、是非ご覧ください。

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
Facebook 
福岡女子短期大学音楽科卒業生会『アリア』

会員登録・
お問い合わせ

情報公開
音楽科卒業生会「アリア」音音音音音音音音音音音音

---KAZAHAYA  PORTRAIT---
---KAZAHAYA  PORTRAIT---
風早写真館
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昨年度の風早会主催講座には、卒業生をはじめ、学生や地域の方 も々受講いただきました。受
講後のアンケートや先生へのアツいメッセージがたくさん書き込まれていました。

風早会講座の講師は、医学博士、臨床心理士であり、音楽療法士でもある深川富美代先生。本
学の音楽療法の先生でいらしたということもあって、参加した卒業生は音楽科の方が多数いらっ
しゃいました。
深川先生は今回の講座で、自分だけでなく、周囲の人も幸せな気持ちにする人をめざしてほしい、
との想いでお話しくださいました。後半はとても大切な呼吸法や正しい姿勢のための運動など
もあって、受講された皆さんも心も身体も軽やかに帰っていかれたように見えました。

深川先生の素敵な笑顔で、とても元気をいただきました。
教えていただいた呼吸法を思い出しながら、緊張したときにやってみたいです。
貴重なお話をありがとうございました。

講師　深川 富美代さん
（医療法人ストレスケア若草　深川内科クリニック副院長
　元福岡女子短期大学音楽療法コース助教授）

「チャーミングな生き方　～自分の魅力を最大限に引き出すには」

卒業生交流会「30歳の実り」報告
2018年8月19日天神イムズ「HAKATA　ONO」で卒業

生交流会「30歳の実り」を開催いたしました。2回目とな

るこの企画は少ないながらも教職員の方々、卒業して10年

未満の卒業生の皆様がお集まりいただき、和やかに楽し

く、そして美味しい集いとなりました。

今年は卒業生であればどなたでも参加できます。

是非ご参加ください！

年に1度、同窓会から人選した卒業生に「社

会人入門」（以前の生活工学）に来ていただき、

学生にお話ししていただく先輩講座企画。

2018年度は11月26日、ソプラノ歌手大田朋

美さんがジャズピアニストの大原保人さんを

ともなって、「歌声は海を越えて」と題して講

演と演奏をしていただきました。

大田さんと大原さんは直前の11月7日「ジャ

パニズム2018」のイベントでパリの日本文化

会館で「日本の叙情」と題して公演され、さ

らに日本でも凱旋コンサートを開催されるス

ケジュールを調整しての講演でした。

ジャズにアレンジした日本のうたやスタンダー

ドジャズなどすばらしい歌声とパフォーマンス

を披露していただきました。

社会人入門

大田 朋美 さん（1993年卒　音楽科声楽専攻）

歌声は海を越えて

参加した学生の感想

2018年度の風早会総会は、9月1日、西鉄グランドホテル・プレ
ジールにて開催いたしました。
前年度に引き続き、懇親会は、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きました。還暦の記念回生の方 な々ど
恩師や旧友との楽しいひとときを過ごしていらっしゃいました。
来年度は50回記念総会ということで6月6日西鉄グランドホテ
ルで開催予定です。
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