
２００７年３月発行 

第５号 

ご 挨 拶 

同窓会副会長  後藤 淳（１期） 

 今年は例年にない暖かさで、菜の花のたよりも２月上旬には聞かれはじめました。同窓会会員

のみなさまにおかれましては、全国でご活躍のこととご推察申し上げます。 

 愛媛大学医学部看護学科では、今春１０期生が卒業し、社会人として新しい一歩を踏みだしま

す。会員も７００名近くとなり、ますます輪が広がっています。 

 しかしながら、正直に申しあげて、愛媛大学医学部看護学科同窓会は十分な活動を行ってきた

とは言いがたい現状にあります。今後は、同窓会の発展と会員相互のつながりが深まることを願

っております。今年は、組織を再編成し、同窓会活動を活発化していくつもりです。予定として、

９月１６日（日）に同窓会総会ならびに同窓会を開催いたします。今後の同窓会活動のあり方に

ついて、会員のみなさまから忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。万障お繰り合

わせの上、ぜひご出席いただきますようお願い申し上げます。 

同窓会顧問よりご挨拶 

同窓会だより発行によせて 

愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻 

専攻長  中村 慶子 

看護学科校舎前の“あの桜”の季節が巡り、平成６年の開設から数えて

１４回目の桜になりました。「時間の流れは優しくもあり厳しくもあり」を

実感しています。卒業生、修了生の皆様はそれぞれの分野で大いに活躍し、

それぞれの人生を懸命に過ごされておられることと思います。 

平成１９年３月で愛媛大学医学部看護学科の卒業生は、６８１人、愛媛

大学大学院医学系研究科看護学専攻修了生は９２人です。４月には１４期

生を迎えます。目の前の出来事に右往左往してばかりいました間に、たくさんの歴史を重ねてい

ることを改めて実感しています。 

 さて、問題はこれからです。経過した時間を大切にしつつ、流れる時間を豊かで確実な結果に

していく必要があるのではないかと思います。卒業してから見守って頂いている母校はいかがで

しょうか？「看護学科の同窓会をもっと充実して行きたい・・・」という声が周囲からあがりま

した。在校生の教育活動や研究をはじめ、看護学科、看護学専攻の充実発展に同窓の皆様の力を

お貸し下さい。同窓の皆様が改めて参集し、研鑽出来る機会も増やし、ともに学び会える環境を

整備して頂きたいと念願しております。同窓会だよりの発行、ホームページの充実がまず一歩で

すが、これからに期待を抱いています。 
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平成１９年度 同窓会総会・同窓会のご案内 

今年は同窓会総会ならびに同窓会を開催いたします。今年の同窓会総会は、同窓会規約の一部

変更などいくつかの改案が出されますのでご意見をお願いいたします。同窓会は、久しぶりの再

会で昔話に花を咲かせて楽しいひとときをお過ごしください。たくさんのご参加をお待ちしてい

ます。 

・～・～・～・～・～・～・～・～・～同窓会のご案内～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

日 時：平成１９年９月１６日（日）１１：３０～１４：００ 

場 所：松山ワシントンホテルプラザ ２Ｆワシントンホール 

会 費：無 料（同窓会費未納入者は５，０００円となります） 

１１：００～１１：３０ 受 付 

１１：３０～１２：００ 同窓会総会 

１２：００～１４：００ 同窓会 

※お子さま同伴のご参加も大歓迎です！！４才までは無料、５才以上はお一人５００円になります。 

・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

～同窓会総会報告ならびに議案～ 

報告１：平成１８年度 決算報告について 

【平成１８年度 決算報告】 

１．収入の部 計 ￥８，９５４，７７５ 

平成１７年度繰越金 ￥７，５１４，５２１ 

繰越金利子    ￥２５４ 

８期生同窓会費    ￥２０，０００ 

１０期生同窓会費（￥２０，０００×７１名分）  ￥１，４２０，０００※  

２．支出の部 計 ￥３５３，３９０ 

通信費 ￥３，３９０ 

１０期生卒業祝い   ￥５０，０００ 

同窓会だより   ￥３００，０００※ 

※ 予定とする（３月現在） 

議案１：平成１９年度 予算について 

【平成１９年度 予算案】 

１．収入の部 計 ￥１０，００１，６８５ 

平成１８年度繰越金 ￥８，６０１，３８５ 

繰越金利子  ￥３００ 

１１期生同窓会費（￥２０，０００×７０名分）  ￥１，４００，０００

２．支出の部 計  ￥４，７５０，０００ 

同窓会だより    ￥５００，０００ 

同窓会名簿作成  ￥３，５００，０００※２

同窓会総会開催費   ￥６００，０００※３

１１期生卒業祝い ￥５０，０００ 

雑費    ￥１００，０００ 

※２ 同窓会費納入済みの会員は初年度のみ無料で配布する 

※３ 同窓会費納入済みの会員は無料とする 
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議案２：平成１９年度 同窓会新役員の承認について 

【平成１９年度 同窓会新役員】（案） 

会 長 佐藤 真紀（１期） 理 事 

１期 佐藤 真紀・後藤 淳 
副会長 

赤松 公子 

後藤 淳（１期） ２期 杉本 吉美・青野亜希子 

３期 中塚 晶子・（ ） 
監 事 

青野亜希子（２期）

杉本 吉美（２期） ４期 加茂 尚子・（ ） 

顧 問 中村 慶子 ５期 上西 孝明・（ ） 

６期 村上 理恵・魚尾 淳子 

７期 西原 千恵・棚崎由紀子 

８期 清水 麻未・中村美帆子 

９期 相田紗也可・明関真貴子 

１０期 影岡真矢子・丸橋 繁 

議案３：愛媛大学医学部看護学科同窓会規約に改訂について 

【愛媛大学医学部看護学科同窓会規約】（案） 

（名 称） 

第１条 本会は愛媛大学医学部看護学科同窓会と称する。 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は愛媛大学医学部看護学科内に置く。 

（目 的） 

第３条  本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展、看護学の確立に寄与することを目的

とする。 

（事 業） 

第４条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

１．会員名簿の作製及び会報の発行 

２．総会、講演会、その他の集会の開催 

３．母校の後援及び相互連絡に関する事項 

４．前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために適当と認められる事業 

（組 織） 

第５条 本会は次の会員をもって組織する。 

１．正会員 愛媛大学医学部看護学科を卒業し、本会の入会手続きをした者 

２．準会員 愛媛大学医学部看護学科に在学する者 

３．特別会員 正会員でない愛媛大学医学部看護学科の教職員及び教職員であった者 

４．賛助会員 正会員でない看護学専攻学生・研究生など本会の目的・事業に賛同する者 

（役 員） 

第６条  本会に次の役員を置く。 

１．会長  １名 

２．副会長 ２名 

３．理事 各年度の卒業生２名以上 

４．監事 ２名 

５．幹事 若干名 

６．顧問 若干名 
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（役員の任務） 

第７条  役員の任務は次のとおりとする。 

１．会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。 

２．副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。 

３．理事は一般会務に従事する。 

４．監事は会計監査を司る。 

５．幹事は事務を担当する。 

６．顧問は会長の諮問に応じる。 

（役員選出） 

第８条  役員の選出方法は次のとおりとする。 

１．会長、副会長は総会において選出する。 

２．理事、監事、幹事は会長が委嘱し、総会に諮る。 

３．顧問は必要に応じて会長が委嘱する。 

（役員の任期） 

第９条  役員の任期は２か年とする。但し、再任は妨げない。 

第１０条 役員の任期満了後であっても後任者が就任するまで職務を行うものとする。 

（会 議） 

第１１条 会議は次のとおりとする。 

１．会議は総会及び理事会とする。 

２．総会は毎年１回開くものとし、出席した正会員をもって成立するものとする。 

３．臨時総会は理事会において必要と認めた外、総会員５分の１以上より会議の目的である事項を示

して要求のあった場合にこれを開く。 

４．理事会は第６条１号から５号までをもって構成し、必要に応じ開催し、本会の運営に当たる。 

５．顧問は会議に出席することができる。 

第１２条 会議の議決は正会員により、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決する。 

第１３条 総会において行う事項は次のとおりとする。 

１．役員の選出並びに承認 

２．予算・決算の議決及び承認 

３．会務報告 

４．会則の変更 

５．その他必要な事項 

（会 計） 

第１４条 本会は次の会費及び寄付金を以て充てる。 

１．正会員は納入した終身会費 

２．同窓会名簿代 

３．本会の目的・事業に賛同したものの寄附金 

４．その他の雑収入 

第１５条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

附 則 

本規約は２００２年４月１日より施行する。 
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♪♪♪卒業生の近況報告をお知らせいたします♪♪♪ 
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平成１８年度 教職員紹介 （平成１８年３月現在） 

専攻長 中村 慶子 

講 座 教 授 助教授 講 師 助 手 教務・事務

健康科学・ 

基礎看護学 

吉村 裕之 

絹谷 政江 

乗松 貞子 

野本 ひさ
中島 紀子 

佐藤 真紀 

臨床看護学 

中村 慶子 

伊賀上睦見 

重松 裕二 

山口 雅子 

香川由美子 薬師神裕子

井上 仁美 

松本 葉子 

山内 栄子 

杉本 吉美 

後藤  淳 

地域・老人 

看護学 

岩田 英信 

陶山 啓子 
西嶋真理子 赤松 公子

岩邉 佳代 

青野亜希子 

藤井 旬恵

門田 佳子

鍋島 容子

岡田 治美

下線印：正会員 

★同窓会のホームページがリニューアルします！！（もう少々お待ちください・・・）愛媛大学

医学部看護学科から入ることができます。 

★同封いたしましたはがきのご返信をお願いいたします。住所確認・同窓会総会ならびに同窓会

参加について・近況報告欄・その他にご記入をお願いいたします。 

【お便りをお寄せください】 

会員のみなさまの近況報告をお寄せください。また、同窓会たよりで取り上げてほしい企画や

同窓会の運営についてのご意見等、何でも大歓迎です。お便り・ＦＡＸをお待ちしています。 

〒791-0295  愛媛県東温市志津川 

「愛媛大学医学部看護学科同窓会」係まで 

ＦＡＸ：０８９－９６０－５４２３ 
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