
 
 
 
 

 
  

会⻑ ⽮内 崇博（理学療法学科昼間部 1 期卒業） 

 

 今年度も同窓会会⻑を務めさせて頂きます、⽮

内崇博と申します。引き続きよろしくお願い申し

上げます。 

 同窓会は引き続き卒業⽣や教員の先⽣⽅の⽇常

業務のほか、在校⽣の学校⽣活にも協⼒すること

で、学校の更なる発展に貢献させて頂く所存です

ので、皆様のご協⼒をお願い申し上げます。 

 さて、去る 5 ⽉ 21 ⽇（⽇）に平成 29 年度同窓

会総会を臨床福祉専⾨学校にて取り⾏いました。

その後の懇親会を今年度は初めて新⼊⽣歓迎会に

参加させて頂く形で同時開催いたしました。残念

ながら卒業⽣の参加は多くはありませんでしたが、

新⼊⽣の参加は昨年より多く、教員の先⽣⽅と⼀

緒に学科ごとに屋台を出店いたしました。皆さん

で協⼒し合いながら焼きそばやたこ焼きなどを振

る舞っていらっしゃいました。同窓会としては綿

あめブースを設け、皆様⽅にご提供させていただ

きました。私も試⾷してみましたが⼝の中に⽢さ

が広がりとてもおいしく感じました。綿あめは簡

単に作れるものと思っておりましたが、実際はう

まく棒に巻くことが出来ず、皆さまへ提供できる

ようなものが作れずとても難しく感じました…。 

 会場で数名の新⼊⽣とお話しをしましたが、「勉

強が難しく⼤変」との声を伺いました。教員の先

⽣にそのことについてお話を伺ったところ、苦労

している学⽣さんが少なからずいるとのことです。

私⾃⾝も学⽣時代を振り返りますと、同じように

思っておりました。しかし実際の臨床場⾯におい

て勉強はとても⼤事なことですし、⼀⽣学びが必

要な職業であると実感しております。学⽣の皆様

⽅には毎⽇勉学に励むのはとても⼤変なことでし

ょうが、学⽣のうちになるべく多くの知識や技術、

それだけでなくコミュニケーション能⼒も⾝につ

けてほしいものです。 

  

 次に、同窓会で最も重要な⾏事の⼀つでありま

す『りんぷく講演会・交流会』についてですが、

今年度も開催にむけて計画をすすめております。

第⼀部の『りんぷく講演会』では栄養をテーマに

ご専⾨の先⽣にご講演を頂きます。昨今、栄養管

理はリハビリテーション分野において⼤変重要な

課題であり、障がい者や⾼齢者の QOL（⽣活の質）

向上に直結するものと考えられています。柔道整

復学科のほか、臨床福祉学科や精神保健福祉学科

の卒業⽣にもとても役⽴つ内容ですので、多くの

卒業⽣のご参加をお待ち申し上げます。そして第

⼆部の『りんぷく交流会』では皆さまのご参加を

お⾷事やお飲み物、イベントをご⽤意してお待ち

しております。同窓⽣同⼠や学科を越えた交流、

在校⽣や教員の先⽣⽅との情報交換の場としてご

活⽤いただき、『りんぷくの交流の輪』を築いて頂

けたら幸いです。 

 今年度も同窓会をどうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。 
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⾵薫る爽やかな時節 5 ⽉ 21 ⽇、総会懇親会と
今年度⼊学された新⼊⽣の歓迎会が、ホワイエにて
同時開催されました。 

理学療法学科の⽯垣学科⻑をはじめ、各学科の先
⽣⽅が、屋台形式で新⼊⽣に料理を振る舞いました。

屋台には、わたあめ、焼きそば、焼き⿃等があり、
⾷事をしながら、4 ⽉から知りえた仲間と会話を楽
しんでいる様⼦が伺えました。 

同窓会からも出店し、新⼊⽣たちとの交流を通じ
て、よりよい学校⽣活を送ってもらえるよう微⼒な
がら貢献しております。 

また、卒業⽣も参加しており、今後の学校⽣活や
実習について、新⼊⽣と情報共有している姿も⾒受
けられました。 

先⽣⽅や仲間と交流する場が設けられ、新⼊⽣は
充実した学校⽣活のスタートがきれたのではないで
しょうか。彼ら彼⼥らはどんな医療⼈になるのか楽
しみですね！ 

2017.5.21 

総会 
懇

親 会
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役員・常任幹事
会⻑ ⽮内 崇博 （PTD1）
副会⻑ ⽥中 匠 （JS2）
顧問 ⼤⾕ 修 （学校⻑）
監査 ⻑南 あゆみ （PTD9）
総務 ⼩⽥嶋 裕之 （PTD3）

交流・研究 ⼤川 晃 （PTN1）
広報 選考中

幹事（総務担当）
⽮中 宏和
（PTD9）

井上 澄⾹
（ST8）

三浦 隼⼈
（JS1）

幹事（交流・研究担当）
⼩松 洋
（PTD3）

佐野 真⽂
（PTD6）

⽯井 俊介
（PTD9）

澤⽥ 美紗
（ST7）

幹事（広報担当）
澤⽥ 光毅 ⽥崎 秀幸 伊藤 敦 ⼾塚 友理
（ST7） （PTD10） （PTN10） （PTN10）

幹事（担当未定）
伊藤 萌未
（PTD11）

天野 愛
（PTD11）

坪井 陽平
（PTD11）

平沢 裕貴
（PTN10）

阿部 裕実
（ST2）

⼤野 真知⼦
（ST12）

中村 綾⾹
（ST12）

梅村 ⼤助
（ST12）

前⽥ 真吾
（JS3）

坂本 ⼤知
（JS3）

ただいま幹事を募集しております。卒業⽣であれば、どなた様でも歓迎いたします！！
ご希望の⽅は、同窓会メールアドレスにご連絡下さい。（dousoukai@rinshofukushi.ac.jp）
幹事の皆様には、卒業⽣同⼠や在校⽣との交流や親睦、学習と研究、さらなる⺟校の発展のた

めに、引き続きご協⼒をよろしくお願い申し上げます。役員・幹事は卒業クラスの窓⼝でもあり
ます。卒業⽣の皆様のご協⼒をよろしくお願い申し上げます。

新幹事
浅野 陽⼦
（ST8）

吉本 道⼦
（PTD3）

⾼橋 豊
（PTD7）

深町 周
（PTD12）

永井 俊⾏
（PTD12）

⼩野 梓
（PTD12）

⼩菅 美朝
（PTD12）

篠崎 亮⼀
（PTN11）

鈴⽊ 康仁
（PTN11）

芹澤 可奈⼦
（ST13）

⻄畑 恵美⼦
（ST13）

飯塚 祐基
（ST13）

岡⽥ 泰宏
（ST13）

近松 治哉
（JS4）

⼩笹 誓也
（JS4）
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開催日時： ２０１７年１０月１日（日）  
         １０時３０分～１４時１０分 （受付：１０時～） 

            講演会  １０：３０～１２：００ 

休  憩 １２：００～１２：１０ 

交流会  １２：１０～１４：１０ 
※ご出席の方は9月29日までに下記のメールアドレスまでご連絡下さい。

dousou_kouryu@rinshofukushi.ac.jp 

 

 開催場所： 講演会 ６階６１１教室    

        交流会 ６階６１２教室 

 

『講演会テーマ』 

≪「栄養のバランスって？」健康な生活を送るための食事！≫ 

栄養について基礎的なお話をして頂きます。 

『講師紹介』 

多田幸子 先生  

 阿佐谷クリニック勤務 

管理栄養士 糖尿病療養指導士  

病態栄養認定管理栄養士 健康運動指導士 

 

高山英子 先生  

 アクティブプラザ早稲田施設長（介護予防特化型デイサービス） 

 五十子クリニック栄養相談 

管理栄養士 糖尿病療養指導士 健康運動指導士 

 

先⽣⽅や同窓⽣・在校⽣との交流をお楽しみ頂ければと思います。 
お寿司やスイーツ・飲み物も⽤意しています！ 
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平成 29 年度 第 1 回同窓会幹事会議事録 

⽇ 時 ： 平成 29 年 5 ⽉ 21 ⽇（⽇）9：00〜9：50 

場 所 ： 臨床福祉専⾨学校 612 教室 
出席幹事： ⽮内 ⼤川 ⼩⽥嶋 ⼩松 ⻑南 伊藤(敦) ⽥崎 ⽮中 深町 篠﨑 永井 ⼩野 ⼾塚 

     阿部 淺野 岡⽥ ⻄畑 近松  事務局 萬崎 鯨井            (敬称略) 

 

Ⅰ．協議事項                                         

(1) 新体制作りについて 

 同窓会副会⻑として⽥中匠幹事が総会で選出予定であることが提案され承認された。 

 副会⻑の業務内容を⽥中幹事が出席した幹事会で協議することが提案され承認された。 

 広報担当として⽥崎秀幸幹事、⼾塚友理幹事、伊藤敦幹事が就任することが承認された。 

 総務、交流・研究部⾨の幹事は現任の幹事が継続することが承認された。 

 新幹事がサイボウズを利⽤できるように利⽤者登録することが提案され承認された。 

 

(2)  広報誌 24 号について 

 発⾏時期は 7 ⽉または 8 ⽉にすることが提案され承認された。 

 広報誌の作成はサイボウズを活⽤して作成することが提案され承認された。 

 昨年度の卒業⽣に同窓会会則・細則及び個⼈情報保護⽅針を同封して郵送する事が提案され承認された。 

 

(3)  りんぷく講演会・交流会について 

 講演会のテーマは『栄養』とし、管理栄養⼠、スポーツ栄養アドバイザー、⾷⽣活アドバイザーのいず

れかをご専⾨とされる講師にご講演を依頼することが提案され承認された。 

 講演会の講演予定時間と依頼する講師の候補者が提案され承認された。 

 開催⽇は 10 ⽉初旬または中旬の⽇曜⽇とすることが提案され承認された。 

 講演会講師の講演料について提案があり承認された。 

 今年度より⾮常勤講師にりんぷく講演会・交流会のご案内を差し控えることが提案され承認された。 

 

(4)  その他 

 4 ⽉ 7 ⽇に開催された敬⼼学園合同⼊学式に同窓会よりお祝い花を贈呈したことが報告された。 

幹事会からのお知らせ 
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