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岡部 文雄
同窓会会長

日頃よりの同窓会の運営並びに事業に対するご協力に感謝いたしま
す。皆様にとって新元号での一年はいかがでしたでしょうか？

ただ、年が明けてからは、新型コロナウイルスが世界的に拡大の一途
をたどっている状況下、其々が様々な不安をもち、重苦しい空気が漂う
中で過ごされている日々ではないでしょうか。

さて、3 月には卒業生444名が巣立たれました。感染拡大の防止を鑑
み、我が母校でも学位記授与式が中止となり誠に残念なことですが、
卒業生が強い気持ちをもって次の生活への一歩を踏み出されることを応
援するばかりです。一方、今年度より「診療放射線学科」が開設され、我々
にとって大きな喜びであり発展が期待されます。

ここで、同窓会会員の皆様、特に今回の状況で謝恩会などを開くこと
ができなかった新しく会員となられた皆様にお伝えしたいことは、同窓
会本部としては皆様が同期会やクラス会などの同窓会の開催を応援し、
補助をしています。いつかこのような状況が収束し、開催できる時期が
来ましたら活用して仲間との旧交を深めて下さい。

今年度も本部としては、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与
できるように事業を進めたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いい
たします。

旭　  次郎

学校法人玉田学園
理事長

大学は毎年のごとく少しずつ変容していきます。本年度は新しい学科
（診療放射線）を開設し、四階建ての学舎も建設されます。

私は二十数年も前から毎年のごとく冬の一番寒い時期に一番寒い所
に、ひとり旅に出掛けることにしています。そこでは静まりかえった、張
りつめたようなものが私を包みます。

朝の陽にキラキラ輝きながら舞い降りてくる空気（ダイヤモンドダス
ト）、たそがれ時、呉須に染った清楚な雪景色、雪原の中いくつもの無
人駅を通過し辿りつく小さな駅舎、荒地を歩むエゾシカの群れ、流氷に
翼を休めるオジロワシ……。

ある時は詩人になり、ある時は哲学者になり、時には高倉健になって
います。

北の旅は私にとって大切なひとときであると思っています。

濵田 道夫
神戸常盤大学学長

新型コロナウイルスの脅威が大学にも広がっています。本学では学位
記授与式を中止し、入学式は保護者や来賓の出席をご遠慮いただいたう
えで、5 学科に分かれて開催することにしました（この 4月から診療放
射線学科が開設）。感染拡大防止のため 5月の連休明けに前期の授業
を開始する大学もあるようですが、本学は国家試験や教員採用試験に
向けての準備などもあり、そうも言っておれません。先行きの見えない、
むずかしい時代を生きていることを実感しています。

衛生技術科 21期生
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ないという責務を感じています。
　最後に、診療放射線技師を目指し、縁あって入学してき
た夢ある学生たちを、大学として最大限に支援し、ひいては
立派な“ときわびと（専門職業人）”として世に輩出すべく、
引き続き邁進していきたいと思っています。

　若葉がいちだんとさわやかに感じられる季節になりました今
日この頃、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶
び申し上げます。本誌面がお手元に届く頃には新学期がス
タートして 1 月ほどが経過した頃かと思います。東京五輪を
開催延期にまで追いやった新型コロナウイルス感染の影響に
より、従来の入学式は形式を変更せざるを得なくなり、学科
単位で実施されました。我々教職員も含め、総じて、例年と
は異なったスタートとなり、現在も“見えない敵”に振り回され
ている状況にあります。この事態が終息し、一日も早く通常
の学事日程に戻ることを願うばかりです。
　さて今春、神戸常盤大学保健科学部に新たに診療放射
線技師を養成する診療放射線学科が開設されました。既に
ご存知の方も多いかと思いますが、診療放射線技師は医師
や歯科医師の指示を受け、検査・治療のために X 線やそ
のほかの高エネルギー放射線を人体に照射する医療スペ
シャリストです。『いのちに対する温かい眼差しと高い倫理
観を備え、放射線技術学における専門的な知識と技術を
持ち、社会に貢献できる専門職業人を育成する』という
教育理念のもと、また、教育・研究上の目的を具現化する
ための養成する人材像を、①社会貢献への意識を持ち、や
さしさと倫理観を持った人材、②最新の知識、情報、技
術を修得し、真のエキスパートになれる人材③本質を見
抜く洞察力と研究的態度を備えた人材、④専門分野近傍
の課題等も俯瞰できる力を有し、チーム医療の一翼を担
う人材、⑤グローバルな視点で社会の多様なニーズに対
応できる人間力のある人材とし、広く社会に貢献できる新
たな「専門職業人」を養成していきます。
　そのような人材を養成する診療放射線学科の現況につい
て少し触れますと、定員も無事充足し、新たな第一歩を踏み
出したところです。男女比率を見ますと、およそ 5：5 の割合
となっており、女性が活躍できる場（職種）として認知され
つつあるのではと思っています。あとは、診療放射線学科が
主に使用する予定であります、新 8 号館の竣工を待つばかり
となっています。場所は 5 号館（緑風館）と 3 号館に隣接
した場所に位置し、4 階建の建物となります。1 階・2 階部
分は主に診療放射線学科の実習を行うフロア、3 階部分は
講義室と教員研究室、4 階部分は講義室、という構成になっ
ています。工事は概ね順調に進んでおり、当初の計画どおり、
7 月末には竣工される予定で、後期の授業より利用が開始さ
れることとなります。
　建物の竣工が完了しますと、いよいよ診療放射線学科の
本領が発揮されるものと推察します。
　「専門職業人」養成校として長年携わってきた本学におき
ましても、新たな“色”が加わったことはとても嬉しく思い、反面、
社会要請に応え得る診療放射線技師を輩出しなければなら

診療放射線学科の開設並びに新8号館の竣工を祝う

キャンパスレポート

37期同窓会開催

2019年12月発行　キャンパスレポートNo.60内「同窓会だより」より抜粋

　神戸常盤大学（当時は神戸常盤短期大学）を卒業後
も 14 年間、忙しくても定期的に会うようにしていたバ
スケットボール部 OB の 3 人組。事の発端は昨年末に
久しぶりに集まった時の「そういえば、常盤の 37 期生
のミニ同窓会なんか出来たらおもしろいね！」の一言
から。（お酒の勢いで）「じゃあ大学で出来るか問い合
わせよう！」「全部の学科にも声を掛けよう！」と威勢
よく企画は進んでいきましたが、当日の参加人数は予
想に反して文字通り『ミニ』同窓会という人数…。そ
れでも、光成研一郎先生（現 こども教育学科長）や元
バスケ部顧問の末吉千恵子先生にも参加頂き、大学事
務局の皆様方に思い切り助けて頂いた結果、当日は小
規模でありながら、懐かしのキャンパス風景に昔話の
花が咲き、充実したひとときとなりました。早くも次
回企画の要望の声も多く聴こえているので、（人望のな
さに挫けずに）また 37 期生が常盤に集まる事が出来る
ようなミニではない同窓会を企んでいきたいと思いま
す。

　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、残念ながら 3 月 14 日に予定していた令和元年度 学位記授与式と謝恩会は
中止せざるを得なくなりました。学位記は郵送になりました。
　秋ごろには、巣立った卒業生たちを本学に迎えるホームカミングデーを催したいと考えています。
　また感染の広がりにより、4 月 2 日の令和 2 年度入学式も、学科ごとに行われるという事態に至り、さらに総理の
非常事態宣言の発出を受け、授業開始が 5 月連休明けになるなど予断を許しません。本学に関わる全ての学生、卒
業生のみなさまの健康と活躍を強く祈ります。

幼児教育科 37期生　三倉 敏浩　衛生技術科 37期生　前田 武雄　衛生技術科 37期生　宍戸 優

大学の現況について
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　ハーベストの丘に行って来ました！
バギーに乗って大はしゃぎ！
　楽しすぎて、毎回２回乗る子供、今
回は私も挑戦するが運転下手で大失敗。
　空中アスレチックではビビりまくる
子供と父ちゃん。とっても楽しい休日
でした。

　短大卒業後すぐ自営業の寿司屋に嫁ぎ、数年後検査
技師の仕事に就いて、昨年まで 34 年間、家事も子育て
も義父母任せで、ほぼ仕事一筋でした。西神戸医療セ
ンターの検査室で、沢山勉強させて
戴きました。初めて顕微鏡で髄液の
クリプトコッカスを見たときの感動
は今も忘れません。
　今秋予定の 12 期生の同期会…昭和
56 年卒業後 40 年ぶりに懐かしい笑顔
が飛び交うと思うと今からワクワク
です。お互いの親の介護も終わり、
夫婦二人と愛犬のあやちゃんで穏や
かな日々を過ごしたいです。

　卒業してもうすぐ 10 年が経ちます。出産を機に退職
し専業主婦をしていましたが、この春 4 年ぶりに歯科
衛生士に復帰することが決まりました。
　私は山口県に住んでいます。山口県の名物料理の瓦
そば（かわらそば）にはまっています。熱々の瓦の上
に乗せた茶そばをめんつゆにつけて食べます。
　家で作る時は瓦の代わりにホットプレートやお皿に
乗せて食べています。
　麺がカリカリして美味しいです。
　娘たちもお気に入りでよく食べて
います。
　山口県に来た際はぜひ食べてみて
ください。

　卒業してもうすぐ 5 年目になります。同級生とはご
飯や旅行に出かけ、楽しく過ごしています。最近、六
甲山や瀬戸内でアートの祭典
が あ り、こ れ は 行 か な く
ちゃ！時間を見つけては、六
甲山をバスで周り、島々を
フェリーで巡りました。島は
坂だらけ、迷路みたいで大変
でしたが、無事目的の作品も
鑑賞でき、満足です。次はど
こにいこうかなー！

口腔保健学科 1期生　前田 美希(旧姓 堀内)

医療検査学科 5期生　石原 里美

　夏休みを利用して
ハワイ旅行をしてき
ました！壮大な自然
やおいしいごはんと
ビールに囲まれて幸
せ な 時 間 で し
た！！！！お仕事頑
張ってまたハワイに
行きたいです（^^）

医療検査学科 8期生　藤井 菜央 

ときわびとのつぶやき

　腰掛のつもりでパート応募して、仕事のやりがい、
人間関係の良さに絆されて 12 年目、生理検査室と採血
室をバタバタしている毎日です。
　きっかけはちょっとした思い付きです。採血頑張っ
てる小児たちを励ましたくて、折り紙でアンパンマン
やピカチュウ、トトロ、指輪などを作ってみました。
　採血室の白い壁、基本的には貼紙禁止でしたが、当
時の技師長に許可を取り、サンタクロースやリースを
貼り、好きな折り紙をはぐって持って
帰っていただきました。
　これが思いのほか好評で、3 月には
桜の花を、5 月には菖蒲、6 月紫陽花、
7 月花火などと月替わりでウォール
アートをするようになりました。
　長期にわたる治療通院されてる患者
様からは、次は何かと聞かれたり、ス
マホで撮影されたりするようになりま
した。
　病気やケガで来院しなければいけな
くなると、どうしても気持ちが下向き
になりがちです。少しでも、一瞬でも
上向きになればと思い、空き時間見つ
けて皆で折り紙に勤しんでおります

（笑）。令和 2 年はネズミ年。ネズミの
嫁入り製作中です。

衛生技術科 11期生　森山 裕花

衛生技術科 6期生・前北海道支部長　　宮田 修

　私は「人体環境の病」について医療施設の臨床検査
を通じて、早期発見・治療の一翼を担ってきた。その
一方で、開発や経済活動などにより「地球環境の病」
は温暖化による気候変動を筆頭に、全ての生命への危
機として発病、重症化へ向かいつつある。
　現在最も危惧しているのは、大規模森林火災であり、
オーストラリアやアマゾンは現在も長期間延焼中であ
り、カリフォルニアやロシアなどでの発生もあった。
多くの木や植物が燃えることにより、大量の炭酸ガス
が発生して温暖化がより進行する。背景には気候変動
による少雨乾燥化も指摘されている。この消火活動へ
の国際的な支援と取り組みが必要と思うのだが、見え
てこない。それどころか、アマゾンの森林火災では国
際的支援を断っているらしい。一刻も早く鎮火しなく
ては・・・。
　退職時に自然再生した山林を手に入れた。目的は手
入れをしながら木々の生長を促し、その成長量をはる
かに下回る木材量を毎年薪として燃料にすることにあ
る。倒木や成長のほぼ止まった素性の悪い木の利用だ。
市販の化石燃料や電気に頼るよりも、地球環境にはや
さしい。今朝（２月９日）の
気温はマイナス36度でしたよ。
　いま指摘されている「地球
環境の病」について、全ての
ヒトができることから直ぐに
取り組むことが必要です。

（元環境省環境カウンセラー）

　昨年の 10 月に、娘に子供が産まれました。夫は早々
に「おじいちゃん」て呼ばせる宣言をし、ひと月後、
娘夫妻は、「お父さんお母さん」て呼ばせる事に決定し
ました。私はどうするか「ばーば」は有り得ない。結局、
名前に「さん」を付けて呼んでもらう事に決めました。
　思い通りになるかど
うか
　孫は文句無しに可愛
い。その上、子供が産
まれた事で娘の成長を
みることもでき、新し
い発見の日々を楽しく
過ごしています

衛生技術科 8期生　楠 素子（旧姓 今川）

衛生技術科 21期生　木下 和世（旧姓 脇田）

　卒業して20数年、縁あって常盤の近くに住んでいます。
　仕事、家事、子育て（長男 高３、長
女 中３、チワワ ３才）と忙しい毎日を
送っています。
　子供たちが大きくなり、家族四人で出
かける事が少なくなり、娘と二人で出か
ける機会が増えました。自宅から徒歩１
分 の 所 に あ る ペ ン ネ ン ネ ネ ム in the 
forest では、久しぶりに沢山の絵本に囲
まれて親子でゆっくり過ごしました。西
代ではボルダリングの体験に行きまし
た。部活で鍛えている娘に負けず何コー
スも登り楽しみましたが、筋肉痛がヒド
く筋力の無さを痛感しました。今度は大
阪にリトルマーメイドを観に行く予定で
す。

衛生技術科 28期生　野田 沙織（旧姓 山本）

　令和２年は私にとって特別な年になります。３月に還
暦をむかえ、定年となります。
　検査科、不妊センター、健康管理セン
ターとずっと働けたことは、時間に追わ
れてつらい時もたくさんありましたが価
値があるものだったとおもえます。
　今は定年後に思いを膨らませています。
　体は丈夫なのでセーブしながら仕事も
続け、したいことは断捨離、旅行、花壇
の手入れ、何気ないことばかりですが楽
しみです。

衛生技術科 12期生　関根 典 （旧姓 中野）

衛生技術科 12期生　合田 良美（旧姓 内匠）

　神戸市西区のいわおかわぁ！夕日が
とっても綺麗な所やねん！！

衛生技術科 17期生　松江 真由美（旧姓 土江）

　私の趣味は、カフェ巡りとお菓子作りです。カフェ
巡りでは、スイーツももちろんお目当てですが、お店
の雰囲気を見たり、店員さんとコミュニケーションを
取るのが好きです。一人でふらっとお店に行っては美
味しいものを頬張り、店員さんと楽しく談笑するのが
好きで色々なところに行きます。
　お菓子作りをしていると、普段何気なく食べるクッ
キーでさえ、とても大変でこんなにも美
味しいお菓子を作るには物凄くこだわっ
て作られているのがわかるようになりま
した。なので、カフェで食べるスイーツ
はより一層美味しく感じます。
　これから、もっと行ったことのない所
に行って、色々な人と出会って、たくさ
んの美味しいスイーツを食べたいと思い
ます！

医療検査学科 8期生　田中 美生

　年末恒例の東京旅行
　去年は初めての東京ディズニーランド。
　子どもたちは事前に DVD で、ディズ
ニーを予習。
　でも、当日はキャラクターに遭遇する
と『怖い !!』
　でも、１日だけの夢の国でしたが、満
足して帰ってきました。
　家族揃って旅行出来るように健康でい
い一年にします。

衛生技術科 37期生　小林 千絵（旧姓 髙永）
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　ハーベストの丘に行って来ました！
バギーに乗って大はしゃぎ！
　楽しすぎて、毎回２回乗る子供、今
回は私も挑戦するが運転下手で大失敗。
　空中アスレチックではビビりまくる
子供と父ちゃん。とっても楽しい休日
でした。

　短大卒業後すぐ自営業の寿司屋に嫁ぎ、数年後検査
技師の仕事に就いて、昨年まで 34 年間、家事も子育て
も義父母任せで、ほぼ仕事一筋でした。西神戸医療セ
ンターの検査室で、沢山勉強させて
戴きました。初めて顕微鏡で髄液の
クリプトコッカスを見たときの感動
は今も忘れません。
　今秋予定の 12 期生の同期会…昭和
56 年卒業後 40 年ぶりに懐かしい笑顔
が飛び交うと思うと今からワクワク
です。お互いの親の介護も終わり、
夫婦二人と愛犬のあやちゃんで穏や
かな日々を過ごしたいです。

　卒業してもうすぐ 10 年が経ちます。出産を機に退職
し専業主婦をしていましたが、この春 4 年ぶりに歯科
衛生士に復帰することが決まりました。
　私は山口県に住んでいます。山口県の名物料理の瓦
そば（かわらそば）にはまっています。熱々の瓦の上
に乗せた茶そばをめんつゆにつけて食べます。
　家で作る時は瓦の代わりにホットプレートやお皿に
乗せて食べています。
　麺がカリカリして美味しいです。
　娘たちもお気に入りでよく食べて
います。
　山口県に来た際はぜひ食べてみて
ください。

　卒業してもうすぐ 5 年目になります。同級生とはご
飯や旅行に出かけ、楽しく過ごしています。最近、六
甲山や瀬戸内でアートの祭典
が あ り、こ れ は 行 か な く
ちゃ！時間を見つけては、六
甲山をバスで周り、島々を
フェリーで巡りました。島は
坂だらけ、迷路みたいで大変
でしたが、無事目的の作品も
鑑賞でき、満足です。次はど
こにいこうかなー！

口腔保健学科 1期生　前田 美希(旧姓 堀内)

医療検査学科 5期生　石原 里美

　夏休みを利用して
ハワイ旅行をしてき
ました！壮大な自然
やおいしいごはんと
ビールに囲まれて幸
せ な 時 間 で し
た！！！！お仕事頑
張ってまたハワイに
行きたいです（^^）

医療検査学科 8期生　藤井 菜央 

ときわびとのつぶやき

　腰掛のつもりでパート応募して、仕事のやりがい、
人間関係の良さに絆されて 12 年目、生理検査室と採血
室をバタバタしている毎日です。
　きっかけはちょっとした思い付きです。採血頑張っ
てる小児たちを励ましたくて、折り紙でアンパンマン
やピカチュウ、トトロ、指輪などを作ってみました。
　採血室の白い壁、基本的には貼紙禁止でしたが、当
時の技師長に許可を取り、サンタクロースやリースを
貼り、好きな折り紙をはぐって持って
帰っていただきました。
　これが思いのほか好評で、3 月には
桜の花を、5 月には菖蒲、6 月紫陽花、
7 月花火などと月替わりでウォール
アートをするようになりました。
　長期にわたる治療通院されてる患者
様からは、次は何かと聞かれたり、ス
マホで撮影されたりするようになりま
した。
　病気やケガで来院しなければいけな
くなると、どうしても気持ちが下向き
になりがちです。少しでも、一瞬でも
上向きになればと思い、空き時間見つ
けて皆で折り紙に勤しんでおります

（笑）。令和 2 年はネズミ年。ネズミの
嫁入り製作中です。

衛生技術科 11期生　森山 裕花

衛生技術科 6期生・前北海道支部長　　宮田 修

　私は「人体環境の病」について医療施設の臨床検査
を通じて、早期発見・治療の一翼を担ってきた。その
一方で、開発や経済活動などにより「地球環境の病」
は温暖化による気候変動を筆頭に、全ての生命への危
機として発病、重症化へ向かいつつある。
　現在最も危惧しているのは、大規模森林火災であり、
オーストラリアやアマゾンは現在も長期間延焼中であ
り、カリフォルニアやロシアなどでの発生もあった。
多くの木や植物が燃えることにより、大量の炭酸ガス
が発生して温暖化がより進行する。背景には気候変動
による少雨乾燥化も指摘されている。この消火活動へ
の国際的な支援と取り組みが必要と思うのだが、見え
てこない。それどころか、アマゾンの森林火災では国
際的支援を断っているらしい。一刻も早く鎮火しなく
ては・・・。
　退職時に自然再生した山林を手に入れた。目的は手
入れをしながら木々の生長を促し、その成長量をはる
かに下回る木材量を毎年薪として燃料にすることにあ
る。倒木や成長のほぼ止まった素性の悪い木の利用だ。
市販の化石燃料や電気に頼るよりも、地球環境にはや
さしい。今朝（２月９日）の
気温はマイナス36度でしたよ。
　いま指摘されている「地球
環境の病」について、全ての
ヒトができることから直ぐに
取り組むことが必要です。

（元環境省環境カウンセラー）

　昨年の 10 月に、娘に子供が産まれました。夫は早々
に「おじいちゃん」て呼ばせる宣言をし、ひと月後、
娘夫妻は、「お父さんお母さん」て呼ばせる事に決定し
ました。私はどうするか「ばーば」は有り得ない。結局、
名前に「さん」を付けて呼んでもらう事に決めました。
　思い通りになるかど
うか
　孫は文句無しに可愛
い。その上、子供が産
まれた事で娘の成長を
みることもでき、新し
い発見の日々を楽しく
過ごしています

衛生技術科 8期生　楠 素子（旧姓 今川）

衛生技術科 21期生　木下 和世（旧姓 脇田）

　卒業して20数年、縁あって常盤の近くに住んでいます。
　仕事、家事、子育て（長男 高３、長
女 中３、チワワ ３才）と忙しい毎日を
送っています。
　子供たちが大きくなり、家族四人で出
かける事が少なくなり、娘と二人で出か
ける機会が増えました。自宅から徒歩１
分 の 所 に あ る ペ ン ネ ン ネ ネ ム in the 
forest では、久しぶりに沢山の絵本に囲
まれて親子でゆっくり過ごしました。西
代ではボルダリングの体験に行きまし
た。部活で鍛えている娘に負けず何コー
スも登り楽しみましたが、筋肉痛がヒド
く筋力の無さを痛感しました。今度は大
阪にリトルマーメイドを観に行く予定で
す。

衛生技術科 28期生　野田 沙織（旧姓 山本）

　令和２年は私にとって特別な年になります。３月に還
暦をむかえ、定年となります。
　検査科、不妊センター、健康管理セン
ターとずっと働けたことは、時間に追わ
れてつらい時もたくさんありましたが価
値があるものだったとおもえます。
　今は定年後に思いを膨らませています。
　体は丈夫なのでセーブしながら仕事も
続け、したいことは断捨離、旅行、花壇
の手入れ、何気ないことばかりですが楽
しみです。

衛生技術科 12期生　関根 典 （旧姓 中野）

衛生技術科 12期生　合田 良美（旧姓 内匠）

　神戸市西区のいわおかわぁ！夕日が
とっても綺麗な所やねん！！

衛生技術科 17期生　松江 真由美（旧姓 土江）

　私の趣味は、カフェ巡りとお菓子作りです。カフェ
巡りでは、スイーツももちろんお目当てですが、お店
の雰囲気を見たり、店員さんとコミュニケーションを
取るのが好きです。一人でふらっとお店に行っては美
味しいものを頬張り、店員さんと楽しく談笑するのが
好きで色々なところに行きます。
　お菓子作りをしていると、普段何気なく食べるクッ
キーでさえ、とても大変でこんなにも美
味しいお菓子を作るには物凄くこだわっ
て作られているのがわかるようになりま
した。なので、カフェで食べるスイーツ
はより一層美味しく感じます。
　これから、もっと行ったことのない所
に行って、色々な人と出会って、たくさ
んの美味しいスイーツを食べたいと思い
ます！

医療検査学科 8期生　田中 美生

　年末恒例の東京旅行
　去年は初めての東京ディズニーランド。
　子どもたちは事前に DVD で、ディズ
ニーを予習。
　でも、当日はキャラクターに遭遇する
と『怖い !!』
　でも、１日だけの夢の国でしたが、満
足して帰ってきました。
　家族揃って旅行出来るように健康でい
い一年にします。

衛生技術科 37期生　小林 千絵（旧姓 髙永）
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北海道支部の解散に寄せて
る声が上がれば本部が支援させて頂く形に変更いたし
ました。
　その中で、コンスタントに活動を続けてこられた北
海道支部の会報「きたかぜ」の最終号から、支部解散
に寄せた会員の皆様の声を引用掲載させて頂きます。
支部運営にご尽力頂いた皆様、長年のご活動お疲れ様
でした。ありがとうございました。

　同窓会も 50 周年を迎え、時代に即して体制の見直し
を図っている最中です。昨年度には会則改正に伴い、
全国支部は一旦解散となりました。かねてより支部長
の皆様から地区単位での運営の難しさをご指摘頂いて
おり、今後の方向性について理事会でも協議を重ねて
まいりました。その結果、近年開催が増えている同期
会や科単位の会等、身近な活動が盛り上がることが望
ましいと考え、全国支部については立ち上げを希望す

思い出　北見市　山内 一史

　なぜ神戸になったのかは今考えても思い出せませんが、
第二の故郷だと自負できる素晴らしいところになったこと
は、間違っていなかったし、行ってよかったと思っておりま
す。
　このたびは支部解散ということですが、これも時代の流
れなのでしょうか。なかなか卒業生が一同に会し集まるこ
とや、何かをお願いすることなど難しい中で、初代支部長
の竹内君、二代目支部長の宮田君お疲れ様でした。
　一人で活動を切り盛りすることがどれだけ大変かは、小
生も幹事やイベントの企画・実行をしていてよくわかります。
たとえ支部が無くても、神戸常盤大学卒業生であることを
自負し、健康に気をつけて過ごされますよう頑張ってくださ
い。支部長の役目本当にご苦労様でした。

　2019 年 6 月、26 年ぶりに関西方面への旅行をかねて、
母校の神戸常盤大学 50 周年記念同窓会に出席しました。
　世の中は、時の流れで全てが大きく様変わりをしている
ことは、いろいろなメディアなどで理解をしている中で、
一つの私学が大きく変わっていることに驚きと感動を覚え
ました。
　小生が学んでいた頃は神戸常盤短期大学時代で、当時
の校舎は今でも正面にある一棟のみで、懐かしい思いで中
に入ってみました。次 と々当時のことが走馬燈のように思
い出されてきました。
　入学当初は、田舎からはじめて来た都会で不安でたまり
ませんでしたが、そんな心配事はすぐに解消され、素晴ら
しい仲間が大勢できました。

日々 !! 色 な々思いがあります。
　この支部のおかげで卒業以来、本校との繋がりのない
私にとりましては、本当に心強い細くて太い糸でありました。
残念です。でも世の中の流れなのでしょう。
　今後支部活動はなくなっても、常盤同窓会は末永く発展
されることを心から祈っております。支部役員の皆様、今
まで本当にありがとうございます。今後もよろしくお願い致
します。

つながる　八雲町　太田 加代子（旧姓 真下）

　令和二年の年も明け、早くも半月が過ぎようとしておりま
す。
　第一期生として卒業してから五十年余りの月日が流れ、
今回北海道支部も解散されるとか・・・。
　母校から遠く離れ会うこともままならない卒業生が、北
海道支部という細いけれど太い糸で繋がっていたという事
実。私のような実家から遠く離れていた者にとりまして、「神
戸常盤短大」の卒業生 !! 青春の一ページを紡いだ場所と

今日に至っております。この前半二十数年余り私が支部長
を勤めてまいりました。その後、第六期生の宮田修君に継
いでいただきました。彼は同窓の第五期生（旧姓山根さん）
と結婚されていて、内助の功あって会報「きたかぜ」を
発行していただきました。
　今回の支部解散にともない、会報「きたかぜ」第九号
で最終号となることは誠に残念であります。宮田支部長夫
妻には感謝申し上げる次第です。しかし、今後も我々北
海道支部に集う者は「常盤魂」を胸に、「ときわびと」に
集結していきます。いつまでも神戸常盤大学の卒業生とし
ての誇りを持ち、今後の人生を全うしようではありません
か。今後の同窓会活動は本部に一本化されますが、是非
引き続きご参加ください。最後に第一期生の山内君、太田
さん（旧姓真下）、細谷地さん（旧姓荒木田）には投稿
の依頼を快く受けていただきありがとうございました。　
常盤大学（ときわびと）万歳

　昭和 42 年 4 月に入学し、昭和 44 年 3 月第一期生とし
て卒業。卒業式後、関西放送 CR ホールに於いて謝恩会
が行われステージ上にて当時の旭一美学長より、山内君、
竹内君、君達は北海道へ帰るんだな、がんばれよ！と言っ
て涙されました。50年余り経った今も脳裡に残っています。
そして「ときわびと」として全国へ散る。あれから 51 年
余りになります。
　卒業後は衛生検査後に臨床検査の仕事を38 年余りしま
した。その後腎臓病から透析が必要になり、平成 19 年
11 月に腎臓移植をして 13 年目に入りました。現在は元気
になり、札幌市シルバー人材センターで理事を勤めながら、
ぼちぼち暇つぶし程度の仕事をしております。
　さて同窓会ですが、昨年の総会において支部が解散さ
れたことを総会に出席した宮田支部長から報告を聞き、誠
に残念至極であります。
　同窓会発足当初では、東日本支部（名古屋以北）会員
十数名でした。その後北海道支部（青森県含む）ができ

神戸常盤大学を振り返って　札幌市　竹内 道雄

神戸常盤大学　青森県八戸市　細谷地 悦子（旧姓 荒木田）

にしながらも夢中で長電話してしまいました。楽しかった。
感謝のみです。
　卒業後は『兵庫県立肢体不自由児施設のじぎく園』で
約 6 年（保母）勤め、八戸に移り『特別養護老人ホーム
やくも荘』で介護福祉士として定年退職しました。
　以前、同窓会（須磨浦）に妹と末娘と私の三人で参加
した際、常盤があまりにも大きく立派になっているのには驚
きました（学校への坂道を登りきったとき）。
　神戸は 26 年間暮らした私の故郷であり原点です。北海
道支部の方々、今までご苦労様でした。私たちは『常盤』
で繋がっています。これからも周りの人 と々助け合い楽しん
で生きましょう。
　2 月 23 日から 24 日「5000 人の第九」（国技館）で歌っ
てきます（連続 10 回目）。

　1 月 8 日（水）、竹内氏から留守電メッセージが入ってい
ました。その夜、再度電話が鳴りました。支部解散のことと、
原稿の依頼でした。
　もし間違いでなければ、私の学生時代は幼児教育科で
あり、竹内氏と話したことは無いと記憶しています。が、・・・
常盤で繋がりました。
　八戸に住んで 45 年、神戸でのことは話せても、いろい
ろな思い出を語り合う機会は無に等しいことでした。それ
が彼からの電話で蘇りました。
　永松一郎先生（当時、私は軽 し々くも「一郎ちゃん」と
呼び、先生のお部屋によくお邪魔しておりました）、旭一美
学長、美術の森文男先生と諸先生の名前を次 と々声に発し
ていました。
　科は違っても何十年経ってもこんなに繋がることができ
るのか・・・。竹内氏の電話代は大丈夫なのか !? と、気

国家試験の合格率と就職率の情報
■ 令和元年度国家試験合格率
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■ 令和元年度就職状況（R2.3.31現在）
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〒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　　2020.3.31（第35号）

　令和2年度同窓会総会は、新型コロナウイルス感染予防のため中止といたします。
　令和2年度予算は、総会の承認を得ることなく執行されますことをご了承ください。

年明けからコロナに振り回されました。記事にも掲載しておりますように、学位記授与式が中止に
なっただけでなく入学式を含む新年度の行事にも影響が出ており、関係者の皆様

のご苦労は察するに余ります。本号発行時には終息に向かっているものと期待しております。
さて、昨年母校で開催された50周年記念行事は、終始温かい雰囲気の中、いろいろな世代間で交

流を深めることができました。同窓会の歴史は半世紀を過ぎ、新たな一歩を踏み出そうとしておりま
す。かくいう小生も定年を迎え、気分一新して頑張ろうと…

というわけで、今回は新たな夜明けに相応しい「テキーラサンライズ」を紹介します。テキーラとオ
レンジジュースを混ぜた後に、グレナディンシロップを静かに注ぎます。太陽のようなグレナディンシ
ロップが、朝焼けの空に昇ってくるイメージですよね。甘さに加えてテキーラのほろ苦さが感じられる大人の味わいで、
ローリングストーンズのミックジャガーが愛したカクテルということでも有名になりました。

さて同窓会では、支部組織に関して会則を改め、同期会等の開催補助をわかりやすくしました。開催のお手伝いもさせ
ていただきますので、コロナ禍終息後に会員同士の集まりを計画している方は事務局までご一報下さい。（N記）

編集後記

備　考

備　考

御弁当等
懇親会費
交通費
役員通信経費含む
ときわびと発行減少
事務用品、トナー代等
学舎新設祝い等
事務局員給与等
オープンキャンパス・大学祭等
年間5238円→通信運搬費に入れる
ときわびと発行減少

今年度記念事業無し
クラス会等助成（旧支部費を充当）

ネパール派遣費込

２万円×通学生+1万円×通信生
放射線科生75名追加予測
特別会計からの繰入無し

令和2年度 神戸常盤大学 同窓会 予算案
一般会計
■ 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

令和元年度予算 令和2年度予算 差引額

■ 支出の部

本部費

補助事業

積立費

定期預金
支出合計
次年度繰越金

令和元年度予算 令和2年度予算 差引額

小　計

一般会計
■ 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
特別会計より繰入等

令和元年度予算 令和元年度決算 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

令和元年度予算 令和元年度決算 差引額 備　考

小　計

令和元年度 神戸常盤大学 同窓会 収支報告書

7,970,000
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

1,600,000
0

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

0
10,070,000

7,656,305

6,400,000
300,000
300,000
500,000
250,000
400,000
100,000

1,650,000
600,000
200,000

0
1,050,000

100,000
100,000
300,000

20,000
30,000

0
500,000

2,200,000
1,000,000

500,000
500,000
200,000

2,200,000
2,000,000

200,000
5,000,000

15,800,000
2,316,678

△ 1,570,000
0
0
0
0

△ 400,000
0

1,000,000
0
0

△ 50,000
△ 950,000

0
0
0
0

△ 70,000
△ 1,600,000

500,000
500,000
500,000

0
0
0

1,800,000
1,800,000

0
5,000,000
3,930,000

△ 5,339,627

9,625,305
6,500,000

1,000
1,600,000

17,726,305

490,373
1,500,000

0
△ 1,600,000

390,373

10,115,678
8,000,000

1,000
0

18,116,678

9,625,305
6,500,000

1,000
1,600,000

17,726,305

9,625,305
6,820,000

852
1,924,933

18,371,090

0
320,000

△ 148
324,933
644,785

2万円×340名+通信生2名

50周年記念参加費（122名分）を含む

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
50周年記念
同窓会開催補助費

小　計
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

小　計
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
50周年記念

小　計
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

小　計
記念事業積立
備品購入積立

7,970,000
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

1,600,000
500,000

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

10,070,000

収入額

6,155,412
188,427

0
236,500

55,970
684,439

48,894
683,460
568,270

86,905
5,238

1,929,222
0

12,733
70,000

8,883
0

1,576,471
0

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

8,255,412

¥18,371,090

1,814,588
111,573
300,000
263,500
194,030
115,561

51,106
△ 33,460

31,730
113,095

44,762
70,778

100,000
87,267

230,000
11,117

100,000
23,529

500,000
0
0
0
0
0
0
0
0

1,814,588

支出額
次年度繰越金

御弁当等

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
入学祝、卒業祝等
事務局員給与等
オープンキャンパス・大学祭等
ネット通信費
クラス会助成、ときわびと発行費

お茶等

懇親会費を含む
支部廃止

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

　 ¥8,255,412
  ¥10,115,678

「監査報告：会計監査について、収支報告書・諸帳簿・預金通帳及び関係書類について監査を行った結果、その内容が適切かつ経理事務が正確であり、内容が詳細に整備されてあったことを認めます。／監事」
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