
V。1．22

平成26年4月

寒さもやわらぎ梅の花もほころぶ中、西九州大学同窓会会員の皆様方には各地・各職場にてご

活躍のことと拝察いたします。

西九州大学同窓会は同窓生の相互の交流、親睦を図ると共に西九州大学との密接な連携を保ち、

大学及び同窓会の発展に寄与し、社会貢献することを目標にして歩んできております。これも同

窓会会員の皆様のご協力があってこそと感謝申し上げます。

大学も田進月歩。理事長、学長はじめ諸先生方の手厚いご指導のもと大学の名声も上っており、

卒業生としては誇りに思っております。

平成28年は学園創立70周年を迎えます。記念行事等もたくさん組まれる折、同窓会としても

協力・支援をしていきたいと思っております。大学・同窓会の発展のため、同窓会会員の皆様方

の力が必要ですので、今後ともご協力をよろしくお願い致します。

学校法人永原学園

理事長

福元　裕二

西九州大学同窓会
会長

竹下　純子

西九州大学同窓会会員の皆様、お変わりなくお過ごしのことと存じます。会員の皆様には常日

頃から本学の教育研究、大学運営等について一方ならぬご支援ご協力を賜り心より御礼を申し上

げます。さて、神埼、神園両キャンパスで進行中の新校舎改築等は、お陰様で順調に進んでおり

ます。そして、昨年来、大学改革の第一段階として取り組んできた大学院、学部学科改組も多く

の関係者一同のご尽力により無事に文科省より認可を得て達成・終了いたしました。また、地（知）

の拠点整備事業（大学⊂○⊂事業）も佐賀大学と共同で採択されるなど、昨年は国より多くの助

成をいただくことができ、地域とともに歩む西九州大学を大いにアピールできたと思います。

2014年も、休むことなく大学院後期課程及び子ども学専攻（修士課程）の設置を目指し、第二

段階の大学改革を推進していく予定です。平成28年の学園創立70周年も控えており、何かと多

忙な日々が続きますが、どうぞこれからも引き続きご支援いただきますようお願い申し上げます。

ひのくま会の皆様には、大学への日頃の支援に対し大変感謝申し上げます。西九州大学にとり

まして、この1年間は大変めまぐるしい1年でした。大学が移り行く姿をお知らせしたいと思い

ます。昨年も触れましたが、学部・学科ならびに大学院再編は当初の予定通りに文部科学省の認

可を受けることができ、4月からスタートすることになりました。新学部として健康栄養学部、

新学科としてスポーツ健康福祉学科、ならびに心理カウンセリング学科が開設されます。大学院

も1研究科4専攻に再編されます。ハード面として両キャンパスではメーン棟となる5階建ての

新棟が建設中です。昨年「地域大学宣言」を発表したのも大きなできごとでした。教育カリキュ

ラムの中に地域の課題解決を組み込むなど、日本の新しい大学像を先導する大学として、地域を

志向する大学をめざすことを宣言しました。地域に存立する大学として地域に有為な人材を輩出

すべく決意した次第です。西九州大学は100年大学をめざし、これから先も改革は続きます。今

後ともご協力、ご支援ご鞭漣のほどよろしくお願いします。

西九州大学学長

向井　常博





今年度（平成26年4月1日～平成27年3月31巨］）は、この8名の役員で、西九州大学同窓会「ひのくま

会」のお世話をさせていただきます。

住まいはあちこちに散らばっていますが、役員会には九州各県から集まり、ひのくま会の運営に係る様々

な議案を検討しながら、また大学当局とも互いに協力し合いながら、本会会員の皆様の互いの親睦と、ひの

くま会ならびに西九州大学の発展の為に頑張っていきますので、皆様のご協力のほど、よろしくお願い申し

上げます。

竹下　純子　　　　　佐藤　秀幸
家政学部家政学科
（昭和45年3月卒）

社会福祉学科
（昭和55年3月卒）

井上　悦文　　　　　盲成　一樹

社会福祉学科
（昭和56年3月卒）

社会福祉学科
（昭和56年3月卒）

開催日時　平成26年6月7日（土）

総会・懇親会　午後6時30分～

場　　所　ホテルマリターレ創世佐賀

佐賀市神野乗2－5－15

℡0952－33－5511

会　　費　3，000円

（出欠は右記のハガ辛にて5月31日（土）までにお願いします。）

宿泊案内（佐賀駅周辺）

アパホテル

乗積イン佐賀駅前

ワシントンホテルプラザ

サンシティホテル1号館

コンフォートホテル佐賀

℡0952－36－5111

℡0952－23－1045

℡0952－25－1111

雪空0952－31－8888

℡0952－36－6311

中原　正博　　　　　江口　昭彦
食物栄養学科　　　　　食物栄養学科

（昭和56年3月卒）　　（昭和55年3月卒）

井手　良司　　　　　松尾　　淳

食物栄養学科
（平成5年3月卒）

食物栄養学科
（平成5年3月卒）

平成26年6月7日（土）
口に／をしてください

総会・懇親会に　ロ出席　□欠席　します

住所変更ある方は必ず連絡ください

ご自宅住所ロロロロロロロ

ご氏名（旧姓）

勤務先住所□□D□□□□

卒業学科　○で囲んでください（元気なお顔をぜひお見せください■）

食栄・福祉・健栄・リハ・子ども・大院・教職

卒業年度　　　　年度

通信欄 



健康福祉・生涯学習センターでは、「工ルダーカレッジ」、「生きがいづくり教室」、「公開講座」などで各種講座を

展開しています。年齢を問わず「学び」と「出会い」を求める多くの人々の集いの場として、ご活用していただい

ております。

◎　芸脂ぎ斑ぬシや等楼ぎ』

お気軽に参加いただけるように、多彩なジャンルの講座をご用意しています。
・「学び」と「出会い」を求める人が集う場（年齢制限はありません）

4年間（前期・後期それぞれ2年間）を仲間と共に学び、さらに、グラウンドゴルフ等のクラブ活動も自由です！

予　言里畑、‥ゝ：一日．j敢蚤」
週に1日の開催で、仲間や学生との「ふれあい」の場を設けています。
・午前中にお仲間とレクリエーション、軽い運動、古楽など、午後には学生たちと一緒に、

ゲーム、体操、レクリエーションなど。
・お茶とおやつでお仲間とおしゃべりなどで楽しい時を過ごします！

・健康・福祉・栄養・リハビリ・子育て支援・地域支援等、多種多様な講座を用意しています。

「学び」と「出会い」が集う場、健康福祉・生涯学習センターで、

新しい情報を入手しながら仲間づくりや知識の向上にご活用ください。

是非、ご卒業生のみなさまのご参加をお待ちしております。申込み・問い合わせ先

お一人でも、お友達を誘って参加しませんか！

あなたの参加を心からお待ちしています。

受取人払郵便

国
差出有効期間
平成28年3月
31日まで

切手を貼らずに
お出し下さい。

郵　便　は　が　き

回回回周回回回

神埼市神埼町尾崎4490－9　西九州大学内

西九州大学同窓会事務局　御中

西九州大学・
西九州大学短期大学部
健康福祉・生涯学習センター
℡0952－32－1314（直通）

地　域　大　学　宣　言
（宣言文）

西九州大学は日本の新しい大学像を先導する大学として、地域を志向する

大学をめざすことを、ここに宣言する。本学は地域の活性化に資するために、

地域自治体、地域産業界、ならびに地域社会と連携した教育研究活動を展開

する。

国は地域再生の担い手として．地域に立地する大学に期待を寄せている。

教育基本法の改正により社会貢献が大学の義務となった。国は大学が地域社

会に対して社会を変革するエンジン役となり、地域の課題解決につながる教

育研究活動に取り組むことを求めている。それに応えるには、大学は地域の

課題解決を大学の教育研究の機能向上に結びつけると同時に、学生を育てる

営みそのものが地域に有為である教育研究への質的転換を図る必要がある。
一方、大学は地域との間にお互いが満足できる信頼関係を築いてこそ、地

域に必要とされる大学として存立し続けることが可能になる。西九州大学に、

地域から必要とされる大学をめざす好機が、今まさに訪れたのである。

西九州大学を擁する永原学園は創立70周年を間近に控え、その一環として

大学改革を進めている。創立以来の建学の理念「あすなろう精神」とともに、

今まで培った「健康と福祉」を継承しつつ、さらに医療、スポーツ、保育・教育、

心理なとの分野をカロえ、「生活支援を科学し実践する」大学として生まれ変わる。

この新たなコンセプトの導入に加えて、文部科学省の「地（知）の拠点整

備事業（COC）」に採択されたことを機に、地域とともに歩む大学として、

地域を志向する大学をめざすことを決意する。めざすは、“生活支援を軸に、

地域にねぎし、地域とともに、地域によって発展する西九州大学像■である。

そのために、本大学は教育研究機能をフルに活用して、全学的に地域活性化

に取り組む。この活動の継続性を担保するために、教育カリキュラムの中に

地域課題を組み込み、研究に関しても地域志向への転換を図る。現在まで実

践的教育研究を旨としてきた大学として、その課題を自ら能動的に解決しよ

うとする姿勢を身につけている学生、幅広い教養と実践的知識・技能を兼ね

備えた地域の有為な人材として活躍できる学生を育成することを目指すもの

である。

100年大学をめざす西九州大学の将来構想を見据え、ここに宣言する。

平成25年10月31日

西九州大学　学長　向井　常博



吊　平成26年6月7日（土）に同窓会総会をホテルマリターレ創世佐賀にて開催いたします。

総会・懇親会　午後6時30分～

包　同窓会会幸削こついて

VOL．22を、平成26年4月初旬に発送いたします。

目　大学祭について

平成26年10月25日（土）～26日（日）〈予定〉　にバルーン係留、模擬店の出店を予定して

います。

El　ひのくま会奨学金の贈呈

総会の決議に従い予算通り実施いたします。

B　ひのくま会奨学金募金募集について

新しく70周年事業募金と共に実施を継続いたします。

臼　70周年事業募金を卒業生に5力年間計画で働きかけを行います。

日　大学図書館に寄贈図書予定

B　その他

収入の部 ���支出の部 

科目 �予算額 �決算額 �項目 �科目 �予算額 �決算額 

前年度繰越金 �2，438，376 �2，438，376 �1．事業費 �会報誌費 �2，000，000 �1793，270 

会費 �5，072，000 �7，008，000 ��総会開催費 �1，100，000 �924，289 

雑収入 �70，000 �41，408 ��ひのくま会奨学金 �400，000 �400，000 

大学祭 �300，000 �260，856 

在学生援助費 �100，000 �50，000 

寄贈図書費 �100，000 �100，000 

70周年記念事業積立金 �1，500，000 �1，500，000 

2．管理費 �ホームページ運営費 �500，000 �371，610 

会議費 �400，000 �305，000 

警備費 �250，000 �226，800 

事務費 �150，000 �8，045 

慶弔費 �50，000 �62，111 

人件費 �100，000 �96，000 

通信費 �250，000 �139，352 

旅費・交通費 �100，000 �0 

広告宣伝費 �100，000 �0 

仕器備品費 �100，000 �0 

雑費 �80，376 �0 

－．冶計・ �7，580，376 �9，487，784 � �三・　　　一　一　　・ �7，580，376 �6，237，333 

次年度繰越金　収入合計一支出合計

9，487784－6，237，333＝3，250，451



磯名誉理事長福元文香先生のご逝去を悼む

故福元文呑先生

永原学園名誉理事長福元文香先生が去る平成26年3月1日に満95歳9ケ

月のご生涯を閉じられました。

ご葬儀は永原学園理事長福元裕二先生が喪主を務められ3月4日に執り

行われました。

先生のご遺徳を偲び、佐賀県丙はもとより県外からも多くの方々が参列

されました。

福元文香先生は、永原学園の黎明期より永年、若き子弟の育成に熱き情

熱を注がれ、学校法人永原学園理事長を始め、学校法人永原学園佐賀短期

大学学長・学校法人永原学園佐賀調理専門学校校長・学校法人永原学園佐

賀製菓学校校長や学校法人永原学園佐賀短期大学附属三光幼稚園園長など

数々の要職をご歴任され、そのご功績は枚挙に追なく佐賀県知事表彰や勲

三等賓冠章の栄に浴されました。

本学園の発展に多大な寄与をなされました先生のご功績、お人柄を偲び
つつ、ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

70周年記念事業としては、より高度な専門性の向上のため健康福祉学部の改組・新学科の開設、学生サービス

の充実と強化、地域企業・自治体との連携強化、アジアを中心とした国際交流の推進及び地域の生涯学習の拠点化

を目標にします。その現実のために全園的キャンパス整備を行い、更なる教育研究の充実及び地域の皆様から頼り

にされる「西九州大学グループ」にしていきたいと考えております。本学園は、2016年（平成28年）に学園創立

70周年の節目を迎えます。明かりの見えない経済状況、超少子高齢化社会そして大震災からの復興と極めて困難

な時代状況ではありますが前向きな気持ちとひた向きさを失わず、「未来を支え、地域とともに歩む」をキーワー

ドに、教職員が一丸となって更に魅力ある学園作りを目指していきます。

これらの事業の実施に対して、格別のご理解とご支援を賜りますように心からお願い申し上げる次第であります。

日日日日l＝llll＝lll日日1日lll日日llllll日日

暴食の頻れ
一昨年24年度、去年25年度会報誌に同封した

募金用紙にて御協力いただき、まことにありが

とうございました。並びに建設資金にもたくさ

んの募金をいただきましたこと、重ねて御礼を

申し上げます。尚、御礼状は永原学園法人部より、

準備が整い次第随時発送させていただいており

ます。今後共の御協力をお願いし、御礼とさせ

ていただきます。

‖l＝llll日日日日lllllllllllllll＝lll‖llllll

■70周年記念募金のお願い
一昨年より70周年記念事業に関する募金活動は同窓

会の一事業として取り組んでおります。ひのくま会で

は平成24年度より5力年計画で目標1，500万円を告指

しております。経済状況も明るくない折、会員の皆様

には大変恐縮ですが、会報誌に同封しました振込用紙

にてご協力の程よろしくお願いいたします。募金目的

の欄に必ず辺を記入していただきますようよろしくお

願いします。

西九州大学同窓会ひのくま会会長　竹下　純子


