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 平成 25 年度に同窓会を設立し、運営委員をはじめとした卒業生、関係者の方々のお力添

えもあり、２年目の同窓会活動に取り組むことができました。この場をおかりして感謝申

し上げます。 

私たちが学んできた「ヒューマンサービス」とは何かという問いに対して、私自身に

答えが明確にあるわけではありません。曖昧ではありますが、卒業生が現場で抱く葛藤

や喜びからは、ヒューマンサービスは、一人ひとりが垣根を超えて、目の前にいる「人」

を理解し、目の前の人と共に自らも成長し続ける道、と感じることがあります。 

私たち一人ひとりが、ヒューマンサービスの目指すものを考え続けることを大事にし

たく、学科にこだわることなく、ひとつの同窓会を設立しました。 

同窓会が、私たちのお互いの縁をつくり、培った知恵や経験が自由に行きかい、疲れ

を和らげ、進むべき道を照らす灯台のような「場所」になるよう、卒業生の参加と共に

取り組んでいきたいと思います。 

大学卒業生、関係者の皆さまには今後とも同窓会活動にご支援・ご協力をいただきま

すよう、何卒よろしくお願いいたします。 

神奈川県立保健福祉大学同窓会 会長 薬師寺朴 
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平成 26 年度事業報告 

（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

 

１．会員 

 平成 26年度の会員数は以下のとおりとなった。 

正会員 300 

特別会員 25 

賛助会員 0 

 

２．活動概要 

（１）卒業生支援・在校生支援 

 同窓生が情報交換できる交流の場を設け、緩やかなつながりを作り、公私のさまざまな

場面で同窓生同士が連携できるようになることを目指し取り組んだ。 

在校生の学生生活や就職面でのサポートを、大学と協力して取り組んだ。 

日程 主な内容 

病院・施設就職説明会 

平成 26年５月 24日 

平成 26年度病院・施設就職説明会に同窓会ブースを設置し、各

学科卒業生が相談員として参加した。 

【会場】県立保健福祉大学 

【参加者】40名 

ボーリング大会 

平成 26年７月６日 

ボーリング大会を企画し、卒業生の交流を深めた。 

【会場】京急上大岡駅周辺 

【参加者】22名（金保健福祉学部長出席） 

卒業生リレートーク 

平成 26年９月 27日 

（第１回定期総会時） 

第１回定期総会とあわせ、卒業生の日々の取組みについてのリ

レートークを実施した。 

【内容】各学科からのレポート 

 〈看護〉レスパイト・ケアサービス萌 高橋幸子氏 

 〈栄養〉shokudo&café OSSE 奥山奈津子氏 

 〈社福〉みなと舎サービス提供責任者 里吉めぐみ氏 

 〈ＰＴ〉リカバリータイムズ代表取締役 石田輝樹氏 

 〈ＯＴ〉横浜市立市民病院作業療法士 前田優氏 

【会場】県立保健福祉大学講義室 

【参加者】30名 
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交流会 

平成 26年９月 27日 

（第１回定期総会時） 

第１回定期総会後に、交流会を企画した。 

【会場】うみかぜ公園（大学近隣） 

【参加者】40名 

 

 

 

 

 

 

 

うみかぜ祭参加 

平成 26年 11月２日 

大学祭「うみかぜ祭」に進路相談ブースを設置し、各学科卒業

生が参加し、在校生や高校生等の相談に対応した。 

【参加者】50名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養学科同窓会「おむ

すびの会」設立総会 

平成 26年 11月 29日 

栄養学科の卒業生、在校生、教職員をはじめ、旧栄養短期大学、

衛生短期大学卒業生等も含め、栄養学科に関わる方々と共に、

栄養学科同窓会「おむすびの会」の設立総会・交流会を行った。 

【プログラム】 

・おむすびの会会長挨拶（第 1期 森田祐輔） 

・栄養学科長挨拶 

・中村丁次学長特別講演 

・懇親会 

【参加者】143名 

【会場】県立保健福祉大学 
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９期生入会案内 

平成 27年１月 27日 

平成 27年３月７日 

・大学講義（ヒューマンサービス）の休憩時間内に、同窓会入

会案内を行った。（１月 27日） 

・卒業式に会長が出席したほか、同窓会入会受付を設け、入会

促進を行った。（３月７日） 

 

 

（２）役員会・監査・総会 

日程 主な内容 

役員会 

９月 21日 

【内容】 

① 平成 25年度事業報告・収支決算報告 

② 平成 26年度事業計画・予算 

③ 平成 27年度事業計画・予算 

【会場】かながわ県民センター会議室 

監査 

９月 21日 

【内容】 

① 平成 25年度事業報告・収支決算報告 

【会場】かながわ県民センター会議室 

第１回定期総会 

９月 27日 

【内容】 

① 茂木吉晴副学長挨拶 

② 議長の選出 

報告 

③ 平成 25年度事業報告・収支決算報告・監査報告 

議題 

④ 平成 26年度事業計画・予算（案） 

⑤ 平成 27年度事業計画・予算（案） 

【会場】県立保健福祉大学 

【参加者】30名 
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（３）情報発信・会員名簿の管理 

 同窓会活動の基盤として同窓生名簿の作成・管理を行った。 

日程 主な内容 

平成 27年１月 27日 

平成 27年３月７日 

大学講義および卒業式にて９期生の入会受付を行った。 

【９期生入会数】90名 

随時 ・同窓会ホームページを開設（無料サイト）し、同窓会活動に

関する情報発信を図った。 

（http://kuhs-reunion.weebly.com/） 

・ホームページ、Facebook（同窓会、栄養学科運営委員会）を

通じて同窓会活動について周知を図った。 

・ホームページに入会方法・入金方法について周知し、入会促

進及び入会費の納入について周知を図った。 

 

 

（４）同窓会継続のための仕組みづくり 

 期を越えて、同窓会が継続できるよう委員会活動等に取り組んだ。 

日程 主な内容 

同窓会運営委員会 

平成 26年４月 27日 

５月 18日 

６月 22日 

７月 27日 

８月 31日 

９月 21日 

10月 26日 

11月 30日 

12月 14日 

平成 27年１月 25日 

     ２月 22日 

     ３月 15日 

 

・同窓会運営委員会を運営し、同窓会事業を実施した。 

・同窓会運営委員会委員は、企画班、広報班、総務班に分かれ

て随時、活動に取り組んだ。 

＜委員＞ 

１期：大曾根希、高橋幸子（看護）、藤井伸行（PT）、前田優（OT）、

森田祐輔（栄養）、薬師寺朴（社福）  

２期：青山祐子、熊倉明日香（栄養）、赤間篤、伊森由美、齋藤

真哉、田村いずみ（社福）  

３期：荏原優子（看護）、高田健人（栄養）、栁川友紀子、薬師

寺奈津美（社福）  

４期：新岡亜美、一番ヶ瀬友佳、澤口りえ（社福）  

５期：小柳津亮太（社福） 

６期：黒川知昭（社福） 

７期：中島亜衣、松浦幸太（社福）  

＜オブザーバー＞ 

県立保健福祉大学学生自治会 

【会場】県民センター会議室 

栄養学科同窓会 

運営委員会 

平成 26年５月 24日 

     ７月６日 

     ８月 17日 

     ９月 14日 

     10月 26日 

・栄養学科の卒業生、在校生、教職員をはじめ、旧栄養短期大

学、衛生短期大学卒業生等も含め、栄養学科に関わる方々と

共に、栄養学科同窓会「おむすびの会」の設立総会・交流会

を行った。 

【日時】平成 26年 11月 29日 

【参加者】143名 

・栄養学科同窓会設立準備に関わった各学年幹事が、栄養学科
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     11月 23日 

平成 27年１月 12日 

     ３月１日 

同窓会運営委員会を設置し、引き続き運営を行った。 

＜委員＞ 

１期：森田祐輔、大川真知子、太田仁希、寺島優子 

２期：斎田真理、並河あゆみ 

３期：高田健人、戸田千晶、武富梨紗 

４期：岩佐鮎美、安藤美由紀 

５期：新出まなみ、陸浦美月、中島都、小出奈々美、長嶋郁美 

６期：渡辺亜里夏、菅原裕亜、佐藤英里子 

７期：吉田霞、津野田いずみ 

８期：鈴木麻里恵、山本彩代 

９期：原田紗理衣、吉田みゆき 

10期：神谷幸、内藤みなみ、藤本実優 

11期：浅村碧、天谷有希 

12期：大塚桃姫、増田恵里香 

教員：河原先生 

【会場】県民センター会議室等 

 

（５）大学、学生自治会との連携 

同窓会運営にあたり、大学事務局（金先生、武藤事務局長、長田教務学生課長を中心と

した事務局の方々）から事務関連（総会資料の印刷、大学ホームページに情報掲載等）の

支援をいただいた。 

 また、在校生とのつながりを作ることを目的に、同窓会運営委員会に学生自治会から参

加いただいた。 
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神奈川県立保健福祉大学 同窓会設立趣意書 

昨年、わたくしたちの母校、神奈川県立保健福祉大学は、開学 10 年を迎え、

すでに 1，700 人を超える卒業生がそれぞれに Human Services の想いを持ちつつ、

保健医療福祉等の諸分野で活躍しています。  

一人ひとりが持つ想いの花を咲かせる道程は険しく、同じ母校を出た多くの

仲間に支えられていることに改めて気づかされます。  

これまで、学年・学科ごとにいくつかの同窓会が設立されましたが、全ての

同窓生が一体感を得ることができる組織が無い状況にありました。  

同じ母校で学んだことで、専門領域に限らず、さまざまな分野の垣根を越え

て成長し合える、緩やかな卒業生同士の「縁」を作ることができないか、そし

て、大学と相互に協力し、Human Services の学術が深まる循環を作ることができな

いか。こうした想いから、本学の各学科卒業生有志で「県立保健福祉大学同窓

会設立準備委員会」を発足し意見交換を重ねた結果、全体の同窓会を設立する

運びとなりました。  

この同窓会では、次の縁を創り、地域社会との循環を生み、Human Services の実

現及び地域社会の発展に貢献していく所存です。  

一、同窓生と同窓生の縁  

一、同窓生と在校生の縁  

一、同窓生と大学の縁  

皆さまにおかれましては、趣旨にご理解、ご賛同いただき、今後の格別のご

支援とご協力を賜わりますよう、何卒よろしくお願いいたします。  

平成 25 年 11 月 30 日  

神奈川県立保健福祉大学 同窓会設立準備委員会  
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― これまでも、これからも成長し合える緩やかな「縁」づくり ― 

 

発行日 平成 27年 9月 

発 行 神奈川県立保健福祉大学同窓会 

連絡先 kuhs-reunion@kuhs.ac.jp 

ＵＲＬ http://kuhs-reunion.weebly.com/ 
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