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神戸常盤大学同窓会誌

2019年発行
No.34

岡部 文雄

会長
衛生技術科 21期生

神戸常盤大学同窓生の皆様には、日頃何かと同窓会の運営事業にご
協力、ご支援を賜りありがとうございます。今年4月、平成の終わりに
同窓会創立50周年を迎え、新しい元号「令和」と共に同窓会も新たな
時代に歩みを進めていきたいと思います。
50周年を迎えるにあたり、同窓会会則改正・ホームページのリニュー
アル・facebookの開設（開設済み）等を予定しており、次世代へ向け
た取組みに力を入れております。
また、今年6月23日には同窓会創立50周年記念式典の開催が控えて

おり、理事会一同で鋭意企画中です。ご多忙中とは存じますが、ぜひ
皆様お誘い合わせの上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
今後とも同窓会の活動に積極的に参画いただけますよう、心からお願
い申し上げます。

旭　  次郎

学校法人玉田学園
理事長

四月になると新入生も登校して来る。ささやかではあるが花で迎えら
れたらと思い、何種類かの花を植えました。植えた花は雛菊、金魚草
以外はカタカナ名の外来種ばかりになってしまった。花の世界でも日本
古来のものが失われていくようで少し寂しい思いがしました。
学園は無事110周年を終えてまた新たな歩みを始めます。大学西隣の
土地を購入し、四階建ての学舎を建設し、健康科学部の中に新たな学
科として診療放射線学科（レントゲン技師を養成）を2020年に開設す
る予定です。
今後も特色ある大学、「いのちに寄り添い、いのちを支える大学」を
目指し、歩み続けます。

濵田 道夫
神戸常盤大学学長

昨年12月に神戸常盤のネパール研修に加わり、1週間ほど首都カトマ
ンズに行ってきました。学生、女子高生、教職員、同窓会からなる16名
のメンバーで、おもに病院や学校を訪ねました。大通りは車であふれ、
排ガスと土ぼこりで大変でしたが、そのことも含めさまざまな場面で常
識の揺らぎを実感した思いです。
この4月から新入管法が施行され、今後、外国人労働者が増加してい
くことが確実となりました。本格的な移民社会の到来です。本学は、
健康や子育て支援を中心に地域の課題に取り組んできました。グローバ
ル化がここまで進んだいま、地域における共生社会の実現も、これまで
にも増して避けて通ることのできない大学の課題となりそうです。
無理のない範囲で地域との多様な交流を重ね、教育、研究に生かし
たいと考えています。

ときわびとが皆さんのお手元に届くのは5月。そこで今回はエメラルドクー
ラーというカクテルを紹介します。ジンをベースに写真のグリーンミントリキュー

ル、レモン、シロップを加えてシェイクし、ソーダで割ったもの。5月の誕生石であるエメラルドを冠し
ており、その名の通り鮮やかなグリーンで味わいもスッキリ爽やかなんです。

本誌でご案内の通り、6月に同窓会創立50周年記念行事が行われます。ハガキを同封しておりま
すので、返信をお忘れなく。たくさんの懐かしい面々とお会いできるのを楽しみにしております。（N
記）

編集後記

〒653-0838 神戸市長田区大谷町2-6-2
神戸常盤大学内
TEL/FAX （078） 642-0625
E-Mail : dousou@kobe-tokiwa.ac.jp

同窓会ホームページアドレス
http://www.tokiwabito.com/
神戸常盤大学ホームページアドレス
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/

お知らせ

発行所／神戸常盤大学同窓会　　責任者／岡部 文雄　　2019.3.31（第34号）

　平成31年度同窓会総会を右記の要領で開催いたします。
多数のご参加をお待ちしております。

平成31年度神戸常盤大学同窓会総会のご案内
日　時：平成31年6月23日（土）午前10時～
会　場：神戸常盤大学パローホール

平成31年度 神戸常盤大学 同窓会 一般会計予算案
1.一般会計

平成31年４月１日■ 収入の部

前年度繰越金
会費収入

雑収入
収入合計

同窓会会費
受取利息

平成30年度予算 平成31年度予算 差引額 備　考

■ 支出の部

本部費

支部運営費

補助事業

積立費

支出合計
次年度繰越金

平成30年度予算 平成31年度予算 差引額 備　考

小　計

小　計

小　計

小　計

定期預金

平成31年度特別会計等の詳細につきましては、総会終了後にホームページをご参照ください。

1.一般会計
平成31年３月31日■ 収入の部

前年度繰越金
会費収入

雑収入
収入合計

同窓会会費
受取利息
定期解約元利金等

平成30年度予算 平成30年度決算 差引額 備　考

■ 支出の部

本部費

支部運営費

補助事業

積立費

支出合計

収支の部

平成30年度予算 平成30年度決算 差引額 備　考

小　計

小　計

小　計

小　計

平成30年度 神戸常盤大学 同窓会 収支報告書

5,000,000 
300,000 
300,000 
500,000 
250,000 
400,000 
100,000 
650,000 
600,000 
200,000 
100,000 

1,050,000 
100,000 
100,000 
300,000 

20,000 
30,000 

500,000 
20,000 

400,000 
60,000 
20,000 

1,700,000 
500,000 
500,000 
500,000 
200,000 
400,000 
200,000 
200,000 

0 
7,600,000 
7,832,002 

6,370,000 
300,000 
300,000 
500,000 
250,000 
800,000 
100,000 
650,000 
600,000 
200,000 

50,000 
2,000,000 

100,000 
100,000 
300,000 

20,000 
100,000 
500,000 

20,000 
400,000 

60,000 
20,000 

1,700,000 
500,000 
500,000 
500,000 
200,000 
400,000 
200,000 
200,000 

0 
8,970,000 
7,156,305 

1,370,000
0
0
0
0

400,000
0
0
0
0

△ 50,000
950,000

0
0
0
0

70,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,370,000
△ 675,697

御弁当等

交通費
役員通信経費含む
ときわびと記念誌発行等
事務用品、トナー代等
入学・卒業祝金、記念行事寄付
事務局員給与等
オープンキャンパス・大学祭等
サーバ利用料
クラス会助成・ときわびと発行

お茶等

8,430,002
7,000,000

2,000
0

15,432,002

北海度支部16,692円含む 
２万円×通学生+1万円×通信生

1,195,303
△ 500,000

△ 1,000
0

694,303

9,625,305
6,500,000

1,000
0

16,126,305

8,430,002
7,000,000

2,000
0

15,432,002

8,430,002
6,450,000

804
 2,051,038

 16,931,844

0
△ 550,000

△ 1,196
2,051,038
1,499,842

2万円×322名+通信生1名

会議費
総会費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
事務消耗品費
渉外費
諸謝金
地域福祉活動費
情報通信網構築費
名簿整備・機関紙発行費
福利慶弔費
備品修繕費
会費返金費
雑費
予備費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
雑費

国際交流事業費
地域交流事業費
育英資金奨励金
大学祭補助金

記念事業積立
備品購入積立

会議費
総会費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
事務消耗品費
渉外費 
諸謝金
地域福祉活動費
情報通信網構築費
名簿整備費
福利慶弔費
備品修繕費
会費返金費
雑費
予備費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
雑費

国際交流事業費
地域交流事業費
修学支援奨学金
大学祭補助金

記念事業積立
備品購入積立

 5,000,000
300,000
300,000
500,000
250,000
400,000
100,000
650,000
600,000
200,000
100,000

1,050,000
100,000
100,000
300,000

20,000
30,000

500,000
20,000

400,000
60,000
20,000

2,300,000
1,100,000

500,000
500,000
200,000
400,000
200,000
200,000

8,200,000

収入額

 4,966,213
203,365
108,852

 295,080
 61,996
371,368

 6,943
 2,125,280

467,970
107,754

68,287
997,072

0
0

150,000
2,246

0
3,308

930

2,378

1,937,018
737,018
500,000
500,000
200,000
400,000
200,000
200,000

7,306,539

¥16,931,844

33,787
96,635

191,148
204,920
188,004

28,632
93,057

△ 1,475,280
132,030

92,246
31,713
52,928

100,000
100,000
150,000

17,754
30,000

496,692
19,070

400,000
57,622
20,000

362,982
362,982

0
0
0
0
0
0

893,461

支出額
次年度繰越金

御弁当等 
懇親会費 
交通費 
役員通信経費含む 
ときわびと印刷、封筒印刷 
事務用品、トナー代等 
入学・卒業祝金、記念行事寄付 
事務局員給与等 
オープンキャンパス・大学祭等 
サーバ利用料 
クラス会助成、ときわびと発行費 
 
 
 
お茶等 
 
 
 
 
 
 
 
大学へ寄付 
大学へ寄付 
大学へ寄付 
学生自治会へ寄付 
 
特別会計へ積立 
特別会計へ積立

　¥7,306,539 
　¥9,625,305
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　私も還暦をとっくに過ぎましたが、その思い出を胸に日々精
進して参ります。
　同窓生の皆様も「ときわびと」を忘れず頑張って下さい。

受章位　　　　　　
 瑞宝双光章

受章日　　　　　　
平成３０年４月２９日

　昭和４９年、衛生技術科を６期生として卒業後、民間病院
一筋４０有余年、現在は半田中央病院（兵庫県相生市）にお
いて技師長以下同窓生３名の中、一介の技師として業務に
励んでいます。
　その間、平成１０年から１０年間、公益社団法人兵庫県臨
床検査技師会の理事を務め、県下各地域の健診や健康福
祉などの保健協力事業に、専門性を生かしたアドバイス等を
行いました。
　また地元、西播地区においては技師会員の研修会やレクリ
エーションの企画運営および研究発表会開催などで、会員の
交流や個々の能力の向上をはかりました。
　この度の受章は、技師会活動においての業績で成し得たも
のと感謝しております。
　最後に、卒業して４０年以上たった今でも、楽しかった学生
生活を振り返ります。

平成３０年春の叙勲について

神戸常盤の後輩達の「心の温かさ」もネパールの人々に引け
をとらないと思いました。ネパールの学生達の交流ではジェス
チャーや笑顔ですぐに打ち解け、病院研修では分からないこ
とや疑問点を積極的に質問していました。そして、ホームステイ
先では本当の家族のように溶け込んでいました。
　今後、仕事を行う上での方向性や人生の歩みの中で、この
研修の体験が大きく生かされると思います。同窓会として、一
人でも多く、このような経験ができる学生を増やしていけるよう、
学校側と協力していきたいと思います。
　最後にこの交流を築きあげた小野先生とシバ・クマール・ラ
イ先生、そして交流の積み重ねにご尽力していただいた関係
者の方々、同窓会役員、学生達のすべての皆様に感謝を申し
上げます。

　同窓会役員としてネパール研修に同行しました。今回で２回
目の参加です。
　２年前に訪れた時と比べいくつか変化がありました。トリブバ
ン国際空港が少し綺麗になり、メイン道であるリングロードのデ
コボコ道が改善し、通信環境が整備され、さらにネパール地震
からの復興も進んでいました。ネパールでは復興やインフラ整
備が最優先されており、首都カトマンドゥは確実に発展が進ん
でいました。見学先であるネパール医科大の血液関連検査機
器が更新され、多項目の検査が短時間でできるようになってい
ました。ただ、トリブバン大学付属病院は未だ古い機器が使用
され、病院間でもインフラ整備に大きな差を認めました。
　変わってないものもありました。ネパールの人々の”心”です。
変わらない「心の温かさ」は健在でした。ただ、研修生である

ネパール研修を終えて

キャンパスレポート

祉協会）議長、Shiba-Kumar-Rai氏との間で姉妹提携が結
ばれて以来、今日に至るまで支援を続けて参りました。
　今回、20周年という1つの節目を迎え振り返ると過去の研修
生の多くがこの研修を通して触発され、今や世界を舞台に活
躍しています。その点で本学のネパール交流は大変貴重であ
り、同窓会としては今後も支援を続けて参ります。
最後になりましたが、支援を頂いている皆様にはこの場をお借
りし、厚く御礼申し上げます。

　去る2018年（平成30年）10月7日、神戸常盤大学にてネパー
ル交流20周年記念式典が健康フェスタと共に執り行われまし
た。式典では、過去の研修生をはじめ当交流に関わった日本
及びネパール双方の関係者が出席し、記念品の授与や今後
も続く強固な関係を互いに確かめ合う良い機会となりました。こ
の国際交流事業は1997年（平成9年）に産声を上げ、過去20
年間で10回にわたりネパールへ計66名（高校生を含む）の派
遣研修生を送り出すまでに成長しました。とりわけ本学同窓会
は、当時同窓会長であった小野一男氏とHWS（ハチガンダ福

ネパール交流20周年記念式典

　衛生面の悪さに心が痛くなりました。患者さんの病院での環
境が改善される事を願います。
　ネパール医科大学病院検査室の見学では、日本と共通し
た器具、機器、設備はあったものの、整理整頓がなされておら
ず、品質管理も十分と言える状態ではないのではと感じまし
た。採血室では患者さんがごった返し、技師さんの服装も私服
に近く感染防止の意識の低さ、検体取り違えなど起きないだろ
うかと不安になりました。
　日本の検査室では、大半ディスポータブルです。迅速性、利
便性のある環境で働けているのだと気づき有難いと感じる事
ができました。
　ネパールの検査室では検査準備～廃棄処理など、日々の
ルーチンに時間も操作も多く必要と考えられますが、そのなか
でdr.june氏が「お互い助け合いながら働いている」という言葉
を聞いて日本と共通する精神があると思いました。お互い、助
け合いの精神で、日本もここまで発展したのだと思っています。
ネパールの人と人の繋がりの力強さを感じ、今後もますます発
展していくのだと感じる事ができました。

　今回、同窓会の一員として、ネパール研修派遣団に入れた
事を感謝しています。参加するにあたり、ネパールでの時間をよ
り有意義にしたいと考え、出発前より国際交流センターに置い
てある小野一男先生著書「途上国における国際保健 ネパー
ルの保健医療（内容は保健医療の統計です）」を読んで、日
本とはあまりにかけ離れた内容に不安を覚えながらも情報を収
集し、今回の研修に臨みました。
　臨床検査技師として働いているので、病院見学で感じた事
を記述します。
　トリブバン大学附属病院の敷地に入り、目に飛び込んできた
のは人の多さで、その上、スペースがあれば野良犬も人の行き

来に一切動じず、気持ち
良さそうに昼寝をしている
状態でした。建物の壁側
や通路脇では、受付や診
察待ちをしていると思われ
る方々が、地べたに長時
間座っていました。

ネパール研修

国家試験の合格率と就職率の情報
■ 平成30年度 国家試験合格率

臨床検査技師

看護師

歯科衛生士

看護学科通信制課程

受験者 合格者数 合格率（％） 全国平均（％）

■ 平成30年度 就職状況（H31.３.31現在）

37回生同期会開催　日時：7月15日（月・祝）　会場：神戸常盤大学

医療検査学科

看護学科

こども教育学科

口腔保健学科

卒業生 就職希望者 内定者数 内定率（％）

※進学者2名含む　※※進学者1名含む　※※※進学者3名含む

衛生技術科 ６期生　佐渡　和義 神戸常盤大学同窓会役員 衛生技術科36期生　河野 有佳子

神戸常盤大学同窓会役員 保健科学部看護学科6期生　中之内 亮太

神戸常盤大学同窓会長　岡部　文雄

86

80

58

95

80

77

57

75

93　

96.3

98.3

78.9

75.2

89.3

96.2

86

85

83

58

86

83

80

58

※83

※※82

※※※79

56

96.5

98.8

98.8

96.6 94.7（新卒平均）
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床検査技師会の理事を務め、県下各地域の健診や健康福
祉などの保健協力事業に、専門性を生かしたアドバイス等を
行いました。
　また地元、西播地区においては技師会員の研修会やレクリ
エーションの企画運営および研究発表会開催などで、会員の
交流や個々の能力の向上をはかりました。
　この度の受章は、技師会活動においての業績で成し得たも
のと感謝しております。
　最後に、卒業して４０年以上たった今でも、楽しかった学生
生活を振り返ります。

平成３０年春の叙勲について

神戸常盤の後輩達の「心の温かさ」もネパールの人々に引け
をとらないと思いました。ネパールの学生達の交流ではジェス
チャーや笑顔ですぐに打ち解け、病院研修では分からないこ
とや疑問点を積極的に質問していました。そして、ホームステイ
先では本当の家族のように溶け込んでいました。
　今後、仕事を行う上での方向性や人生の歩みの中で、この
研修の体験が大きく生かされると思います。同窓会として、一
人でも多く、このような経験ができる学生を増やしていけるよう、
学校側と協力していきたいと思います。
　最後にこの交流を築きあげた小野先生とシバ・クマール・ラ
イ先生、そして交流の積み重ねにご尽力していただいた関係
者の方々、同窓会役員、学生達のすべての皆様に感謝を申し
上げます。

　同窓会役員としてネパール研修に同行しました。今回で２回
目の参加です。
　２年前に訪れた時と比べいくつか変化がありました。トリブバ
ン国際空港が少し綺麗になり、メイン道であるリングロードのデ
コボコ道が改善し、通信環境が整備され、さらにネパール地震
からの復興も進んでいました。ネパールでは復興やインフラ整
備が最優先されており、首都カトマンドゥは確実に発展が進ん
でいました。見学先であるネパール医科大の血液関連検査機
器が更新され、多項目の検査が短時間でできるようになってい
ました。ただ、トリブバン大学付属病院は未だ古い機器が使用
され、病院間でもインフラ整備に大きな差を認めました。
　変わってないものもありました。ネパールの人々の”心”です。
変わらない「心の温かさ」は健在でした。ただ、研修生である

ネパール研修を終えて

キャンパスレポート

祉協会）議長、Shiba-Kumar-Rai氏との間で姉妹提携が結
ばれて以来、今日に至るまで支援を続けて参りました。
　今回、20周年という1つの節目を迎え振り返ると過去の研修
生の多くがこの研修を通して触発され、今や世界を舞台に活
躍しています。その点で本学のネパール交流は大変貴重であ
り、同窓会としては今後も支援を続けて参ります。
最後になりましたが、支援を頂いている皆様にはこの場をお借
りし、厚く御礼申し上げます。

　去る2018年（平成30年）10月7日、神戸常盤大学にてネパー
ル交流20周年記念式典が健康フェスタと共に執り行われまし
た。式典では、過去の研修生をはじめ当交流に関わった日本
及びネパール双方の関係者が出席し、記念品の授与や今後
も続く強固な関係を互いに確かめ合う良い機会となりました。こ
の国際交流事業は1997年（平成9年）に産声を上げ、過去20
年間で10回にわたりネパールへ計66名（高校生を含む）の派
遣研修生を送り出すまでに成長しました。とりわけ本学同窓会
は、当時同窓会長であった小野一男氏とHWS（ハチガンダ福

ネパール交流20周年記念式典

　衛生面の悪さに心が痛くなりました。患者さんの病院での環
境が改善される事を願います。
　ネパール医科大学病院検査室の見学では、日本と共通し
た器具、機器、設備はあったものの、整理整頓がなされておら
ず、品質管理も十分と言える状態ではないのではと感じまし
た。採血室では患者さんがごった返し、技師さんの服装も私服
に近く感染防止の意識の低さ、検体取り違えなど起きないだろ
うかと不安になりました。
　日本の検査室では、大半ディスポータブルです。迅速性、利
便性のある環境で働けているのだと気づき有難いと感じる事
ができました。
　ネパールの検査室では検査準備～廃棄処理など、日々の
ルーチンに時間も操作も多く必要と考えられますが、そのなか
でdr.june氏が「お互い助け合いながら働いている」という言葉
を聞いて日本と共通する精神があると思いました。お互い、助
け合いの精神で、日本もここまで発展したのだと思っています。
ネパールの人と人の繋がりの力強さを感じ、今後もますます発
展していくのだと感じる事ができました。

　今回、同窓会の一員として、ネパール研修派遣団に入れた
事を感謝しています。参加するにあたり、ネパールでの時間をよ
り有意義にしたいと考え、出発前より国際交流センターに置い
てある小野一男先生著書「途上国における国際保健 ネパー
ルの保健医療（内容は保健医療の統計です）」を読んで、日
本とはあまりにかけ離れた内容に不安を覚えながらも情報を収
集し、今回の研修に臨みました。
　臨床検査技師として働いているので、病院見学で感じた事
を記述します。
　トリブバン大学附属病院の敷地に入り、目に飛び込んできた
のは人の多さで、その上、スペースがあれば野良犬も人の行き

来に一切動じず、気持ち
良さそうに昼寝をしている
状態でした。建物の壁側
や通路脇では、受付や診
察待ちをしていると思われ
る方々が、地べたに長時
間座っていました。

ネパール研修

国家試験の合格率と就職率の情報
■ 平成30年度 国家試験合格率

臨床検査技師

看護師

歯科衛生士

看護学科通信制課程

受験者 合格者数 合格率（％） 全国平均（％）

■ 平成30年度 就職状況（H31.３.31現在）

37回生同期会開催　日時：7月15日（月・祝）　会場：神戸常盤大学

医療検査学科

看護学科

こども教育学科

口腔保健学科

卒業生 就職希望者 内定者数 内定率（％）

※進学者2名含む　※※進学者1名含む　※※※進学者3名含む

衛生技術科 ６期生　佐渡　和義 神戸常盤大学同窓会役員 衛生技術科36期生　河野 有佳子

神戸常盤大学同窓会役員 保健科学部看護学科6期生　中之内 亮太

神戸常盤大学同窓会長　岡部　文雄
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　卒業後 1 年検査の仕事に就いた後広
島に移り、二女が高校卒業の年パーキ
ンソン病になりました。作業療法の先
生に出会いものつくりの面白さを再認
識、木彫にはまりました。1 つ彫るの
に時間は掛かりますが出来上がった喜
びは大きいです。
　昨年還暦を迎え娘の勧めで尾道 eco
ライフ館無料ギャラリーでみすずの還
暦展を開き多くの方に木彫や描き溜め
た絵等観て戴きとても幸せな 2 週間でした。

　卒業して二十数年がたちました。
　臨床検査技師として働きながら、出産・育児を経て、
おかげさまで今でも仕事を続けさせてもらっています。
そのせいか特に趣味もなく、ただ毎日の生活に追われ
る日々が続きます。しかし、そんな私にもちょっとし
た楽しみがあります。
　それは、最近自分の車を買ったので、それでドライ
ブに出かけることです。もとも
と車の運転は好きな方なので、
近所への買い物はもちろん、少
し 遠 出 し て 一 人 で ゆ っ く り
ショッピングを楽しんだり、映
画を見に行ったり、また職場の
人とランチや観光地に出かけた
りと、おかげでリフレッシュで
きる機会が増えました。もちろ
ん、家族の協力と理解があるか
らこそだと思っています。
　これからも感謝の気持ちを忘
れず、この境遇を大切にしなが
ら、色々なことを頑張っていき
たいと思います。

　十数年ぶりの再会です。
それぞれいろんな職場を
転々としたりしています
が、今も皆それぞれのスタ
イルで臨床検査技師として
働いていました。久しぶり
に学生の頃に戻って盛り上
がり、時間が経つのがあっ
という間でした。まだまだ話足りなかった分は、来年
に持ち越しになりました。

　そうだ！スポーツクラブに行こう。そう思ったのは、
普段は避けている体重計に乗ったときだった。「うそや
ろ…」予想を超えた値が表示されている。３回再測す
るも変化なし。確かになぁ、思い返せば、毎晩のビー
ルに白米もしっかり食べたし。よし、ストレス解消も
兼ねて、いざ入会！独身時代から20年ぶりだった。若々
しくピンク色のＴシャツを着用して早速スタジオへ。
そこには、勢いのあるおばちゃんがいっぱいで、しか
も派手なコスチューム。みんな顔なじみらしく、楽し
そうに輪になっている。なぜか妙な闘争心が湧き、気
合いも入ったところでヨガスタート。「キ、キツイ！」
おばちゃん達、すごい。しかも、終了後にスタジオを
出るときはハイタッチという習慣があるらしく、恥ず
かしさが捨てきれずについて行けない私。
　そんな感じで２ヶ月。もうすぐ健診もあるので減量
のためにシェイプアップエアロに参加した。こちらで
もおばちゃんパワーに圧倒され、開始位置から後方に
追いやられるが、「年齢は私が一番若いし…」と、ほく
そ笑んでいた。運動すること 20 分。“ブチッ！”とい
う音と共にふくらはぎに激痛が走った。なんとか体勢
を立て直すも、足がおかしい。「これはアカンやつや」
と直感し、お婆さんの
ようにヨロヨロと後方
のドアから退出、その
まま整形外科へ。「診
断名：腓腹筋断裂」い
わ ゆ 肉 離 れ で し た。
日頃の積み重ねの大事
さが身に沁みわたる経
験であった。

　私には小学3年生の娘がいます。毎日の宿題のなかに、
自由学習ノートというものがあります。見開き 2 ペー
ジに、自分の興味がある事柄を調べるという宿題です。
ある時娘が、「今日はお母さんのお仕事について詳しく
調べたい」と言うので、臨床検査技師について一緒に
学習しました。血液や脳波など、普段使い慣れない言
葉も、小学 3 年生には少し難しい内容も、分かりやす
くイラストをつけたらみんなが読みたくなるんじゃな
いか等、工夫しながら進めていきました。完成したノー
トはお友達と交換して読み合うそうです。臨床検査技
師 の お 仕 事 に 興 味 を
持ってくれるクラスの
お友達がいたら嬉しい
なぁとワクワクしてい
ます。いつの日か将来
なりたい職業ランキン
グに臨床検査技師が上
がってくる日を夢見て
います。

衛生技術科 25期生　久留 潤子（旧姓 眞田）

衛生技術科 36期生　若林 歩（旧姓 佐々木）

　卒業して 29 年がたちましたが、年末に同級生ゴルフ
を岡部さん、野々口さんとやり始めて 25 年が経過しま
した。スコアは上がりませんが、毎年顔を合わすいい
機会となっています。
　近年の話題は、老眼の進行状況と体調・病気の話が 7
割です。
　岡部さんにお誘いいただいて、同窓会理事をやらせ
て頂いておりましてイベント（オープンキャンパス・
学祭）ではネパールティーを
懸命に作っておりますので、
卒業生のみなさま飲みに来て
ください。
　仕事では、どういうわけか
不動産関係の仕事に就いてお
ります。
　不動産のことでご相談・お
困りの際は、ご連絡ください。

衛生技術科 21期生　藤井 義久 

ときわびとのつぶやき

　衛生技術科 11 期の還暦同窓会の記念写真です。
　手作りのコサージュをみんなにプレゼントしてくれ
た方、還暦衣装を持ち込んでくれた方、自田んぼで育
てた山田錦を使用した日本酒
をふるまってくれた方などワ
イワイガヤガヤと楽しい時間
でした。皆さんまたあつまり
ましょうねー。

衛生技術科 11期生　金藤 冨未（旧姓：竹内）

衛生技術科 18期生　生藤 久美子（旧姓：神崎）

　卒業して早 30 年超（臨床検査技師として勤続同年！）
仕事では衛生管理者や健康食品管理士・超音波検査士
他、資格を取りつつも時代の流れについていけずに悪
戦苦闘の日々を過ごしていますが、私生活では子育て
もひと段落してきて、自分の時間も持てるようになっ
てきました。
　昨年は、同級生に誘われ
て参加した学会で、役員を
していた懐かしい同級生に
再会したり（お互い一目で
名前と顔は一致したかな？）
かつては娘の行事に合わせ
て作っていたお菓子作りも
今は自分の気分次第で楽し
めるようになりました。
　これからは時間を有効に
活用して、旅行を兼ねて全
国散り散りになった友人に
再会できればなぁなどと考
えています。
　皆さん、ぜひぜひ久々にお会いしましょう！

　十一月の初めに京都へ旅行に行き
ました。紅葉も散り始め旬が過ぎた
時期でしたが、それでも人気のスポッ
トでは人で溢れていました。
　この旅行で特にオススメしたいの
が、アウームという手織り寿司のお
店です。酢飯、海苔、京都のおばん
ざい、様々な調味料が運ばれてき、
それを自由に海苔に乗せていただく
お店です。味ももちろんですが、お
ばんざいもたくさんの種類があり、
色鮮やかで目にも美味しくとてもオ
ススメです。皆さんも是非行ってみ
てください。

衛生技術科 12期生　吉岡 美鈴（旧姓 小倉）

　イタリアにて世界遺産 Torre di Pisa
（ピサの斜塔）
　中に入ると斜めを体感でき感動しま
した。観て食べて楽しめる国イタリア
でした。

衛生技術科 37期生　今井 聖子

医療検査学科 6期生　水田 裕一

衛生技術科 22期生　岡崎 澄子（旧姓 木村）

 　「人と犬」
　犬とのスキンシップによって、癒されたり元気づけ
られた人も多いと思います。
　静岡県と神奈川県の医療機関でスタッフとして難病
の子どもに寄り添う仕事をしている犬がいます。子ど
もだけでなくその家族の不安やストレスを和らげ心の
支えにもなっているそうで
す。国内での導入はまだ 2
頭だけですが、米国では医
療施設や裁判所などでも多
くの犬が活躍しています。
日本でも沢山の医療・公共
施設での導入が進むことを
願っています。

衛生技術科 12期生　水本 友記子（旧姓：川崎）

衛生技術科 24期生　桃原（旧姓：千葉）恵、本荘（旧姓：橋本）
久美江、早川郁代、杭田（旧姓：藤本）満津子／左から

　就職して早一年、新しいことばかりで戸惑っていま
したが、少しずつ仕事にも慣れてきました。
　そんな 1 年目の GW、東京に行った際に観光で行っ
たのが国会議事堂です。普段
テレビで見る所に入ったり、
歴史的な風情を感じることが
できます。無料で予約もなく、
時間に合わせて行けば良いの
で、ぜひ東京出張の際などに
いってみてください！

医療検査学科 7期生　加藤 ゆり
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るも変化なし。確かになぁ、思い返せば、毎晩のビー
ルに白米もしっかり食べたし。よし、ストレス解消も
兼ねて、いざ入会！独身時代から20年ぶりだった。若々
しくピンク色のＴシャツを着用して早速スタジオへ。
そこには、勢いのあるおばちゃんがいっぱいで、しか
も派手なコスチューム。みんな顔なじみらしく、楽し
そうに輪になっている。なぜか妙な闘争心が湧き、気
合いも入ったところでヨガスタート。「キ、キツイ！」
おばちゃん達、すごい。しかも、終了後にスタジオを
出るときはハイタッチという習慣があるらしく、恥ず
かしさが捨てきれずについて行けない私。
　そんな感じで２ヶ月。もうすぐ健診もあるので減量
のためにシェイプアップエアロに参加した。こちらで
もおばちゃんパワーに圧倒され、開始位置から後方に
追いやられるが、「年齢は私が一番若いし…」と、ほく
そ笑んでいた。運動すること 20 分。“ブチッ！”とい
う音と共にふくらはぎに激痛が走った。なんとか体勢
を立て直すも、足がおかしい。「これはアカンやつや」
と直感し、お婆さんの
ようにヨロヨロと後方
のドアから退出、その
まま整形外科へ。「診
断名：腓腹筋断裂」い
わ ゆ 肉 離 れ で し た。
日頃の積み重ねの大事
さが身に沁みわたる経
験であった。

　私には小学3年生の娘がいます。毎日の宿題のなかに、
自由学習ノートというものがあります。見開き 2 ペー
ジに、自分の興味がある事柄を調べるという宿題です。
ある時娘が、「今日はお母さんのお仕事について詳しく
調べたい」と言うので、臨床検査技師について一緒に
学習しました。血液や脳波など、普段使い慣れない言
葉も、小学 3 年生には少し難しい内容も、分かりやす
くイラストをつけたらみんなが読みたくなるんじゃな
いか等、工夫しながら進めていきました。完成したノー
トはお友達と交換して読み合うそうです。臨床検査技
師 の お 仕 事 に 興 味 を
持ってくれるクラスの
お友達がいたら嬉しい
なぁとワクワクしてい
ます。いつの日か将来
なりたい職業ランキン
グに臨床検査技師が上
がってくる日を夢見て
います。

衛生技術科 25期生　久留 潤子（旧姓 眞田）

衛生技術科 36期生　若林 歩（旧姓 佐々木）

　卒業して 29 年がたちましたが、年末に同級生ゴルフ
を岡部さん、野々口さんとやり始めて 25 年が経過しま
した。スコアは上がりませんが、毎年顔を合わすいい
機会となっています。
　近年の話題は、老眼の進行状況と体調・病気の話が 7
割です。
　岡部さんにお誘いいただいて、同窓会理事をやらせ
て頂いておりましてイベント（オープンキャンパス・
学祭）ではネパールティーを
懸命に作っておりますので、
卒業生のみなさま飲みに来て
ください。
　仕事では、どういうわけか
不動産関係の仕事に就いてお
ります。
　不動産のことでご相談・お
困りの際は、ご連絡ください。

衛生技術科 21期生　藤井 義久 

ときわびとのつぶやき

　衛生技術科 11 期の還暦同窓会の記念写真です。
　手作りのコサージュをみんなにプレゼントしてくれ
た方、還暦衣装を持ち込んでくれた方、自田んぼで育
てた山田錦を使用した日本酒
をふるまってくれた方などワ
イワイガヤガヤと楽しい時間
でした。皆さんまたあつまり
ましょうねー。

衛生技術科 11期生　金藤 冨未（旧姓：竹内）

衛生技術科 18期生　生藤 久美子（旧姓：神崎）

　卒業して早 30 年超（臨床検査技師として勤続同年！）
仕事では衛生管理者や健康食品管理士・超音波検査士
他、資格を取りつつも時代の流れについていけずに悪
戦苦闘の日々を過ごしていますが、私生活では子育て
もひと段落してきて、自分の時間も持てるようになっ
てきました。
　昨年は、同級生に誘われ
て参加した学会で、役員を
していた懐かしい同級生に
再会したり（お互い一目で
名前と顔は一致したかな？）
かつては娘の行事に合わせ
て作っていたお菓子作りも
今は自分の気分次第で楽し
めるようになりました。
　これからは時間を有効に
活用して、旅行を兼ねて全
国散り散りになった友人に
再会できればなぁなどと考
えています。
　皆さん、ぜひぜひ久々にお会いしましょう！

　十一月の初めに京都へ旅行に行き
ました。紅葉も散り始め旬が過ぎた
時期でしたが、それでも人気のスポッ
トでは人で溢れていました。
　この旅行で特にオススメしたいの
が、アウームという手織り寿司のお
店です。酢飯、海苔、京都のおばん
ざい、様々な調味料が運ばれてき、
それを自由に海苔に乗せていただく
お店です。味ももちろんですが、お
ばんざいもたくさんの種類があり、
色鮮やかで目にも美味しくとてもオ
ススメです。皆さんも是非行ってみ
てください。

衛生技術科 12期生　吉岡 美鈴（旧姓 小倉）

　イタリアにて世界遺産 Torre di Pisa
（ピサの斜塔）
　中に入ると斜めを体感でき感動しま
した。観て食べて楽しめる国イタリア
でした。

衛生技術科 37期生　今井 聖子

医療検査学科 6期生　水田 裕一

衛生技術科 22期生　岡崎 澄子（旧姓 木村）

 　「人と犬」
　犬とのスキンシップによって、癒されたり元気づけ
られた人も多いと思います。
　静岡県と神奈川県の医療機関でスタッフとして難病
の子どもに寄り添う仕事をしている犬がいます。子ど
もだけでなくその家族の不安やストレスを和らげ心の
支えにもなっているそうで
す。国内での導入はまだ 2
頭だけですが、米国では医
療施設や裁判所などでも多
くの犬が活躍しています。
日本でも沢山の医療・公共
施設での導入が進むことを
願っています。

衛生技術科 12期生　水本 友記子（旧姓：川崎）

衛生技術科 24期生　桃原（旧姓：千葉）恵、本荘（旧姓：橋本）
久美江、早川郁代、杭田（旧姓：藤本）満津子／左から

　就職して早一年、新しいことばかりで戸惑っていま
したが、少しずつ仕事にも慣れてきました。
　そんな 1 年目の GW、東京に行った際に観光で行っ
たのが国会議事堂です。普段
テレビで見る所に入ったり、
歴史的な風情を感じることが
できます。無料で予約もなく、
時間に合わせて行けば良いの
で、ぜひ東京出張の際などに
いってみてください！

医療検査学科 7期生　加藤 ゆり
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東北・関東支部　支部長 衛生技術科12期生　田中 文

北海道支部　支部長 衛生技術科6期生　宮田 修

ます。この指定講習会を終了しないと新たな検体採取等の
業務には従事できません。臨床検査技師の国家資格に係
わる重要な講習会となるため、未受講の方は日本臨床衛生
検査技師会のホームページから申し込んでください。

　今冬、インフルエンザの一週間の患者数が過去最高に
なったということですが、私も一週間インフルエンザで寝込ん
でしまいました。病院で検査のため咽頭ぬぐい液を綿棒で
採取されている時、ああ、そういえばこの検体採取も臨床検
査技師ができるようになったんだ、と昨年夏に受講した厚生
労働省指定講習会のことを朦朧とした意識の中で思い出し
ていました。
　平成26年の法令改正により臨床検査技師の業務に検体
採取等が追加されその業務を行うための指定講習会。広い
会場は満席で、2日間みっちりと講義・実習を受け、最後に確
認試験。息つく暇もなく詰め込まれる新しい情報に頭もフル
回転。学生時代に戻りしっかりと勉強させてもらいました。
この指定講習会も平成31年度をもって終了予定となってい

あって当たり前が失われ、多くの不便さと困難を体験したのでし
た。
　さて、北海道の冬には恐怖の「ホワイトアウト」もあります。これは
風と雪の猛吹雪のなかを自動車で走行中に、白の突然視界ゼ
ロで数メートル先も見えなくなる現象です。これが続くと道路のど
こを走行しているのかもわからなくなります。時には対向車線に出
ていることも。だからといって停止しては後続車に追突されます。
だからドキドキしていても追突や路外転落しないように前方に集
中し、スピードを落としてでも走り続けます。
　「ブラックアウト」や「ホワイトアウト」では先の見えない不安や恐
怖が続きます。しかし、冷静に集中し行動することや、ときに協力
し合うことが必要です。過度の
期待や希望からは、「不満」しか
出ないのではないかと、いま思っ
ています。
支部発行の会報「きたかぜ」は
８号となりました。

　昨年９月に起こった北海道胆振東部地震では、各地の同窓
生からご心配をいただいたことに心より感謝いたします。
　常盤の校舎をも襲った信じがたい阪神淡路大震災から24年
の歳月が過ぎました。しかし、これまで東日本大震災の津波による
悲惨な災害、九州での地震や豪雨と土石流などにより国内では
多くの災害が発生しております。「安心・安全」はどこにいても保
障されたものではありません。身近な危険を感知し、暮らしを守る
最低限の備えは必要です。
　昨年の地震発生では就寝中でしたが、揺れで目が覚めてしま
いました。私の住む旭川市では震度４で、揺れによる直接の被害
はなかった。しかし、その後停電が数日北海道全域を襲い、断水
の地域も出ていました。そして停電の影響は「ブラックアウト」と呼
ばれ、交通信号機も消え暗い市街地となりました。北海道全域
が暗くなった。食料品を扱うスーパーでは保冷食品を大量に廃
棄し、入荷しません。ただ北海道中心のコンビニ「セイコーマート」
だけは野菜など生産者から直送し、可能な限りの生活必需品を
補給し営業を続けました。レジは電卓です。「暮らしと電気や水」

30年度同窓会総会にも参加し懐かしい方々にも合うことが出
来ました。話題を変えますが、福井の昨年の今頃（2月上旬）
は冬の日本海側の宿命ですが大雪で積雪も1,5m越えとなり

（春になれば消えて無くなるのですが）、平成生まれの若い世
代は体験したことのない降雪でした。今年は積雪がほとんど
なく現在0ｃｍの状況で寒気の南下が弱い為と思われますが
夏場の水不足も心配になるこの頃です。

（追伸）今年は中部支部に含まれる府県に出かけ写真撮影
を行い次回の「ときわびと」に投稿したいと考えています。

中部支部　支部長 衛生技術科5期生　重屋 志啓盛

　神戸常盤大学同窓会の中部支部は、昭和42年の短期大
学開学からの名簿（卒業生全員が記載されているものではな
い）によると2015年時点で232名の同窓生の方々がおられ、
範囲は新潟（11名）、富山（14名）、石川（19名）、福井（43
名）、山梨（1名）、長野（13名）、静岡（36名）、愛知（53名）、
岐阜（12名）、三重（30名）の10府県が含まれています。府県
人口との比率から見ると福井県の同窓生が意外と多い事に
気付きました。まずは福井の同窓会実施が出来るよう取り組も
うと思います。又、昨年は大学ハロ－ホ－ルで開催された平成

旭川バーサースキー大会 3 月 9 日（土）

園内の休憩所の天井に肖像画もありました。
　また孫が通っている武小学校に西郷隆盛の二男が入
学したという證書が見つかっています。

　昨年の鹿児島は西郷どんで始まり西郷どんで終った
感じでした。こちらでは西郷さんは人気があるんです。
　主人の実家もあり、会社のあるこの武町内会に西南
戦争が起こるまでの 4 年間を西郷さんが過ごした場所
があります。建物はないですが、西郷さんが使ってい
た当時の井戸が残っています。ここで農業や狩りをし
ながらのんびり過ごしていました。しかし若者たちに
人望が厚かったため、次第に担ぎ出されるようになり
私学校などを設立したそうです。その後に西南戦争が
始まり…
　今は公園になっています。またここに庄内藩（山形県）
家老菅実秀とこの武屋敷で親睦を深め、徳の交わりを
誓い合った事を記念して建てられた銅像もあります。

九州支部　支部長 衛生技術科 2期生　末吉 ひろ子

『同窓会創立５０周年を祝う会』のご案内
拝啓　春暖の候　皆様におかれましては　ますますご清祥のことと心よりお慶び申し上げます
　さて　神戸常盤大学・神戸常盤大学短期大学同窓会“ときわびと”は　昭和 44 年４月に創立され　今年 50
周年を迎えました
　つきましては　下記の要領で総会と併せて祝いの会を開催いたします
　母校に足を運んで頂き　懐かしい仲間と旧交を温めて頂けたら嬉しく思います　当日は恩師の先生方にも声
をお掛けしていますので　学生時代に戻って参加者皆で盛り上げ祝いましょう。　
　また　母校の発展してきた様子にも喜びを感じて頂けると思いますので　皆様お誘い合せの上　ご来会いた
だきますようお願い申し上げます

敬具

記

１　日　時　　令和元年（2019 年）　6 月 23 日（日）　10 時～ 14 時 30 分
２　場　所　　神戸常盤大学　2 号館及び本館
３　日　程　　●同窓会総会　　　　10 時～ 11 時　　　　　　　2 号館（カルティベ）１階
　　　　　　　●祝う会
　　　　　　　　・第一部　式典　　11 時 15 分～ 12 時 15 分　　   　　〃
　　　　　　　　・第二部　懇親会　12 時 30 分～ 14 時 30 分　　本館 2 階　ハローホール
　　　　　　　●大学見学　　　　　14 時 30 分～　　　　　　　大学構内
４　参加費　　2,000 円　（当日、受付にて徴収させて戴きます）

尚　勝手ながら　準備の都合上同封のはがきにて 5 月 15 日（水）までに出欠をお知らせいただきます
ようお願い申し上げます

以上
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棄し、入荷しません。ただ北海道中心のコンビニ「セイコーマート」
だけは野菜など生産者から直送し、可能な限りの生活必需品を
補給し営業を続けました。レジは電卓です。「暮らしと電気や水」

30年度同窓会総会にも参加し懐かしい方々にも合うことが出
来ました。話題を変えますが、福井の昨年の今頃（2月上旬）
は冬の日本海側の宿命ですが大雪で積雪も1,5m越えとなり

（春になれば消えて無くなるのですが）、平成生まれの若い世
代は体験したことのない降雪でした。今年は積雪がほとんど
なく現在0ｃｍの状況で寒気の南下が弱い為と思われますが
夏場の水不足も心配になるこの頃です。

（追伸）今年は中部支部に含まれる府県に出かけ写真撮影
を行い次回の「ときわびと」に投稿したいと考えています。

中部支部　支部長 衛生技術科5期生　重屋 志啓盛

　神戸常盤大学同窓会の中部支部は、昭和42年の短期大
学開学からの名簿（卒業生全員が記載されているものではな
い）によると2015年時点で232名の同窓生の方々がおられ、
範囲は新潟（11名）、富山（14名）、石川（19名）、福井（43
名）、山梨（1名）、長野（13名）、静岡（36名）、愛知（53名）、
岐阜（12名）、三重（30名）の10府県が含まれています。府県
人口との比率から見ると福井県の同窓生が意外と多い事に
気付きました。まずは福井の同窓会実施が出来るよう取り組も
うと思います。又、昨年は大学ハロ－ホ－ルで開催された平成

旭川バーサースキー大会 3 月 9 日（土）

園内の休憩所の天井に肖像画もありました。
　また孫が通っている武小学校に西郷隆盛の二男が入
学したという證書が見つかっています。

　昨年の鹿児島は西郷どんで始まり西郷どんで終った
感じでした。こちらでは西郷さんは人気があるんです。
　主人の実家もあり、会社のあるこの武町内会に西南
戦争が起こるまでの 4 年間を西郷さんが過ごした場所
があります。建物はないですが、西郷さんが使ってい
た当時の井戸が残っています。ここで農業や狩りをし
ながらのんびり過ごしていました。しかし若者たちに
人望が厚かったため、次第に担ぎ出されるようになり
私学校などを設立したそうです。その後に西南戦争が
始まり…
　今は公園になっています。またここに庄内藩（山形県）
家老菅実秀とこの武屋敷で親睦を深め、徳の交わりを
誓い合った事を記念して建てられた銅像もあります。

九州支部　支部長 衛生技術科 2期生　末吉 ひろ子

『同窓会創立５０周年を祝う会』のご案内
拝啓　春暖の候　皆様におかれましては　ますますご清祥のことと心よりお慶び申し上げます
　さて　神戸常盤大学・神戸常盤大学短期大学同窓会“ときわびと”は　昭和 44 年４月に創立され　今年 50
周年を迎えました
　つきましては　下記の要領で総会と併せて祝いの会を開催いたします
　母校に足を運んで頂き　懐かしい仲間と旧交を温めて頂けたら嬉しく思います　当日は恩師の先生方にも声
をお掛けしていますので　学生時代に戻って参加者皆で盛り上げ祝いましょう。　
　また　母校の発展してきた様子にも喜びを感じて頂けると思いますので　皆様お誘い合せの上　ご来会いた
だきますようお願い申し上げます

敬具

記

１　日　時　　令和元年（2019 年）　6 月 23 日（日）　10 時～ 14 時 30 分
２　場　所　　神戸常盤大学　2 号館及び本館
３　日　程　　●同窓会総会　　　　10 時～ 11 時　　　　　　　2 号館（カルティベ）１階
　　　　　　　●祝う会
　　　　　　　　・第一部　式典　　11 時 15 分～ 12 時 15 分　　   　　〃
　　　　　　　　・第二部　懇親会　12 時 30 分～ 14 時 30 分　　本館 2 階　ハローホール
　　　　　　　●大学見学　　　　　14 時 30 分～　　　　　　　大学構内
４　参加費　　2,000 円　（当日、受付にて徴収させて戴きます）

尚　勝手ながら　準備の都合上同封のはがきにて 5 月 15 日（水）までに出欠をお知らせいただきます
ようお願い申し上げます

以上
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岡部 文雄

会長
衛生技術科 21期生

神戸常盤大学同窓生の皆様には、日頃何かと同窓会の運営事業にご
協力、ご支援を賜りありがとうございます。今年4月、平成の終わりに
同窓会創立50周年を迎え、新しい元号「令和」と共に同窓会も新たな
時代に歩みを進めていきたいと思います。
50周年を迎えるにあたり、同窓会会則改正・ホームページのリニュー
アル・facebookの開設（開設済み）等を予定しており、次世代へ向け
た取組みに力を入れております。
また、今年6月23日には同窓会創立50周年記念式典の開催が控えて

おり、理事会一同で鋭意企画中です。ご多忙中とは存じますが、ぜひ
皆様お誘い合わせの上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
今後とも同窓会の活動に積極的に参画いただけますよう、心からお願
い申し上げます。

旭　  次郎

学校法人玉田学園
理事長

四月になると新入生も登校して来る。ささやかではあるが花で迎えら
れたらと思い、何種類かの花を植えました。植えた花は雛菊、金魚草
以外はカタカナ名の外来種ばかりになってしまった。花の世界でも日本
古来のものが失われていくようで少し寂しい思いがしました。
学園は無事110周年を終えてまた新たな歩みを始めます。大学西隣の
土地を購入し、四階建ての学舎を建設し、健康科学部の中に新たな学
科として診療放射線学科（レントゲン技師を養成）を2020年に開設す
る予定です。
今後も特色ある大学、「いのちに寄り添い、いのちを支える大学」を
目指し、歩み続けます。

濵田 道夫
神戸常盤大学学長

昨年12月に神戸常盤のネパール研修に加わり、1週間ほど首都カトマ
ンズに行ってきました。学生、女子高生、教職員、同窓会からなる16名
のメンバーで、おもに病院や学校を訪ねました。大通りは車であふれ、
排ガスと土ぼこりで大変でしたが、そのことも含めさまざまな場面で常
識の揺らぎを実感した思いです。
この4月から新入管法が施行され、今後、外国人労働者が増加してい
くことが確実となりました。本格的な移民社会の到来です。本学は、
健康や子育て支援を中心に地域の課題に取り組んできました。グローバ
ル化がここまで進んだいま、地域における共生社会の実現も、これまで
にも増して避けて通ることのできない大学の課題となりそうです。
無理のない範囲で地域との多様な交流を重ね、教育、研究に生かし
たいと考えています。

ときわびとが皆さんのお手元に届くのは5月。そこで今回はエメラルドクー
ラーというカクテルを紹介します。ジンをベースに写真のグリーンミントリキュー

ル、レモン、シロップを加えてシェイクし、ソーダで割ったもの。5月の誕生石であるエメラルドを冠し
ており、その名の通り鮮やかなグリーンで味わいもスッキリ爽やかなんです。

本誌でご案内の通り、6月に同窓会創立50周年記念行事が行われます。ハガキを同封しておりま
すので、返信をお忘れなく。たくさんの懐かしい面々とお会いできるのを楽しみにしております。（N
記）

編集後記

〒653-0838 神戸市長田区大谷町2-6-2
神戸常盤大学内
TEL/FAX （078） 642-0625
E-Mail : dousou@kobe-tokiwa.ac.jp

同窓会ホームページアドレス
http://www.tokiwabito.com/
神戸常盤大学ホームページアドレス
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/

お知らせ

発行所／神戸常盤大学同窓会　　責任者／岡部 文雄　　2019.3.31（第34号）

　平成31年度同窓会総会を右記の要領で開催いたします。
多数のご参加をお待ちしております。

平成31年度神戸常盤大学同窓会総会のご案内
日　時：平成31年6月23日（土）午前10時～
会　場：神戸常盤大学パローホール

平成31年度 神戸常盤大学 同窓会 一般会計予算案
1.一般会計

平成31年４月１日■ 収入の部

前年度繰越金
会費収入

雑収入
収入合計

同窓会会費
受取利息

平成30年度予算 平成31年度予算 差引額 備　考

■ 支出の部

本部費

支部運営費

補助事業

積立費

支出合計
次年度繰越金

平成30年度予算 平成31年度予算 差引額 備　考

小　計

小　計

小　計

小　計

定期預金

平成31年度特別会計等の詳細につきましては、総会終了後にホームページをご参照ください。

1.一般会計
平成31年３月31日■ 収入の部

前年度繰越金
会費収入

雑収入
収入合計

同窓会会費
受取利息
定期解約元利金等

平成30年度予算 平成30年度決算 差引額 備　考

■ 支出の部

本部費

支部運営費

補助事業

積立費

支出合計

収支の部

平成30年度予算 平成30年度決算 差引額 備　考

小　計

小　計

小　計

小　計

平成30年度 神戸常盤大学 同窓会 収支報告書

5,000,000 
300,000 
300,000 
500,000 
250,000 
400,000 
100,000 
650,000 
600,000 
200,000 
100,000 

1,050,000 
100,000 
100,000 
300,000 

20,000 
30,000 

500,000 
20,000 

400,000 
60,000 
20,000 

1,700,000 
500,000 
500,000 
500,000 
200,000 
400,000 
200,000 
200,000 

0 
7,600,000 
7,832,002 

6,370,000 
300,000 
300,000 
500,000 
250,000 
800,000 
100,000 
650,000 
600,000 
200,000 

50,000 
2,000,000 

100,000 
100,000 
300,000 

20,000 
100,000 
500,000 

20,000 
400,000 

60,000 
20,000 

1,700,000 
500,000 
500,000 
500,000 
200,000 
400,000 
200,000 
200,000 

0 
8,970,000 
7,156,305 

1,370,000
0
0
0
0

400,000
0
0
0
0

△ 50,000
950,000

0
0
0
0

70,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,370,000
△ 675,697

御弁当等

交通費
役員通信経費含む
ときわびと記念誌発行等
事務用品、トナー代等
入学・卒業祝金、記念行事寄付
事務局員給与等
オープンキャンパス・大学祭等
サーバ利用料
クラス会助成・ときわびと発行

お茶等

8,430,002
7,000,000

2,000
0

15,432,002

北海度支部16,692円含む 
２万円×通学生+1万円×通信生

1,195,303
△ 500,000

△ 1,000
0

694,303

9,625,305
6,500,000

1,000
0

16,126,305

8,430,002
7,000,000

2,000
0

15,432,002

8,430,002
6,450,000

804
 2,051,038

 16,931,844

0
△ 550,000

△ 1,196
2,051,038
1,499,842

2万円×322名+通信生1名

会議費
総会費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
事務消耗品費
渉外費
諸謝金
地域福祉活動費
情報通信網構築費
名簿整備・機関紙発行費
福利慶弔費
備品修繕費
会費返金費
雑費
予備費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
雑費

国際交流事業費
地域交流事業費
育英資金奨励金
大学祭補助金

記念事業積立
備品購入積立

会議費
総会費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
事務消耗品費
渉外費 
諸謝金
地域福祉活動費
情報通信網構築費
名簿整備費
福利慶弔費
備品修繕費
会費返金費
雑費
予備費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
雑費

国際交流事業費
地域交流事業費
修学支援奨学金
大学祭補助金

記念事業積立
備品購入積立

 5,000,000
300,000
300,000
500,000
250,000
400,000
100,000
650,000
600,000
200,000
100,000

1,050,000
100,000
100,000
300,000

20,000
30,000

500,000
20,000

400,000
60,000
20,000

2,300,000
1,100,000

500,000
500,000
200,000
400,000
200,000
200,000

8,200,000

収入額

 4,966,213
203,365
108,852

 295,080
 61,996
371,368

 6,943
 2,125,280

467,970
107,754

68,287
997,072

0
0

150,000
2,246

0
3,308

930

2,378

1,937,018
737,018
500,000
500,000
200,000
400,000
200,000
200,000

7,306,539

¥16,931,844

33,787
96,635

191,148
204,920
188,004

28,632
93,057

△ 1,475,280
132,030

92,246
31,713
52,928

100,000
100,000
150,000

17,754
30,000

496,692
19,070

400,000
57,622
20,000

362,982
362,982

0
0
0
0
0
0

893,461

支出額
次年度繰越金

御弁当等 
懇親会費 
交通費 
役員通信経費含む 
ときわびと印刷、封筒印刷 
事務用品、トナー代等 
入学・卒業祝金、記念行事寄付 
事務局員給与等 
オープンキャンパス・大学祭等 
サーバ利用料 
クラス会助成、ときわびと発行費 
 
 
 
お茶等 
 
 
 
 
 
 
 
大学へ寄付 
大学へ寄付 
大学へ寄付 
学生自治会へ寄付 
 
特別会計へ積立 
特別会計へ積立

　¥7,306,539 
　¥9,625,305
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