


第13回総会終了後の612教室にて懇親会
が行われました。
総会終了後の幹事と実習前保護者説明会終
了後の教員、合わせて 10数名というアッ
トホームな会でした。職種、年代の異なる
出席者同士で、臨床現場での悩み事や体験
の共有、今後必要となってくるであろう知
識やスキルをざっくばらんに話し合えるよ
い機会となりました。

5月13日第13回同窓会総会が行われまし
た。総会では、会則改正、活動報告、決算
報告、監査報告、幹事の選任・退任、活動
計画、予算提案といった議案について、審
議を行いました。質問や意見等は無く、無
事全ての議案について承認となりました。



 開催日時
 平成３０年１１月１１日（日）
 時間１６時４０分～１８時４０分
 場所：臨床福祉専門学校

 飲み物・食事をご用意してお待ちしております
(無料）。是非ご参加ください。

 参加希望の方は下記のメールアドレスまで氏
名・卒業学科名・連絡先(電話番号またはメール
アドレス）をご記入の上お申し込みください。

 dousou_kouryu@rinshofukushi.ac.jp

同窓会交流会のご案内



平成30年度　同窓会幹事・役員紹介
役員・常任幹事

会長 矢内 崇博 （PTD1）
副会長 選考中
顧問 大谷 修 （学校長）
監査 長南 あゆみ （PTD9）
総務 矢中 宏和 （PTD9）

交流・研究 大川 晃 （PTN1）
広報 選考中

幹事（総務担当）
鈴木 康仁

（PTN11）　　
　

小野 梓
（PTD12）

岡田 泰宏
（ST13）

幹事（交流・研究担当）
小松 洋

（PTD3）
石井 俊介
（PTD9）

澤田 美紗
（ST7）

浅野 陽子
（ST8）

幹事（広報担当）　　
澤田 光毅      田崎 秀幸　　    伊藤 敦　　 戸塚 友理 　大塚 真佐実
（ST7）　　（PTD10）　    （PTN10）  （PTN10）    （ST13）

幹事（担当未定）
田中 匠
（JS2）

阿部 裕実
（ST2）

平沢 裕貴
（PTN10）

吉本 道子
（PTD3）

高橋 豊
（PTD7）

深町 周
（PTD12）

永井 俊行
（PTD12）

小菅 美朝
（PTD12）

篠崎 亮一
（PTN11）

西畑 恵美子
（ST13）

近松 治哉
（JS4）

小笹 誓也
（JS4）

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。
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新幹事
石川 幸太郎
（PTD13）

春日 ひとみ
（PTD13）

岩見 直希
（PTD13）

熊巳 麻子
（PTD13）

菊地 昭彦
（PTN12）

日守 良平
（PTN12）



平成 30 年度　第 1 回同窓会幹事会議事録
日　時　：　平成30年5月13日（日）9:30～10:40

場　所　：　臨床福祉専門学校612教室

出席幹事：PT：矢内　大川　長南　田崎　小野　鈴木　菊地　矢中

ST：浅野　岡田　大塚　　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

 同窓会会則・細則、個人情報保護方針及び平成30年度活動計画を配布し、各自で内容確認することが

提案され承認された。

 幹事役職について、副会長、広報常任幹事は一時不在。総務常任幹事は矢中幹事。他の役職者はこれ

まで通り継続とすることが提案され承認された。

 就任2年目の幹事は交流・研究部門に浅野幹事、広報部門に大塚幹事、総務部門に小野幹事、鈴木幹

事、岡田幹事が就任することが提案され承認された。

(2)　 広報誌第 26 号について

 今後の広報誌発行スケジュール、進捗状況について提案され承認された。

 総会で同窓会会則・細則の改正が承認された場合に、改正後の会則・細則を同封して郵送することが

提

案され承認された。

(３)　 交流会について

 卒後研究会の開催と併せて交流会を開催する方向で調整することが提案され承認された。

(４)　 その他

 3月の卒業式、4月の入学式に同窓会より花を贈呈したことが報告された。

 引き続き8月の幹事会にて、今後の同窓会の在り方について検討を行うことが提案され承認された。

幹事会からのお知らせ



学校からのお知らせ

卒業生のための
卒後勉強会

臨床福祉専門学校では卒業後教育の充実のため定例的に勉強会を開
催しています。皆様の積極的なご参加おまちしています。

入 場
無 料会 場

講 師

理学療法学科
りんご会

言語聴覚療法学科
SLHT研究会

《今後の開催日》
2018年11月11日（日）10:00～16：00（受付9:30～）

テーマ：膝関節の機能解剖と半月板損傷のリハビリテーション
講　師：今屋 健先生（関東労災病院理学療法士/認定ｽﾎ ﾟー ﾂ理学療
法士や日本体育協会認定ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ /全国での講演多数、書
籍・論文などの文献執筆多数）
受講費：会員3,000円（非会員6,000円）
定員：40名

《今後の開催日》
2018年10月・2019年2月

*詳細はあらためてお知らせします

z

その他の学校の取り組み

江東区アダプトプログラム
本校では2017年5月より地域貢献の一環として
“江東区アダプトプログラム”に参加しており、
毎月第2・4火曜日に学校周辺の清掃活動を実
施しています。

学校からのお知らせは　　　　　にて配信中
「学校法人敬心学園臨床福祉専門学校」で検索

姓名・住所・電話番号等の変更がございましたらお知らせください。

問い合わせ先　dousoukai@rinshofukushi.ac.jp
変更届
について



職種 言語聴覚士

雇用形態 パート（常勤は応相談）常勤は応相談）は応相談）応相談）

募集人員 １名

業務内容
小児の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練

手話などのコミュニケーション訓練などの聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練コミュニケーション訓練訓練

給与 応相談（常勤は応相談）時給２０００円～、経験年数に応じて考慮）に応じて考慮）応じて考慮）考慮）

勤は応相談）務日程
水曜日・木曜日・金曜日
１３：３０～１７：３０

即採用

募集背景

　地域の小児および幼児難聴の診療を行う体制を整備していくにあの聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練小児の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練および幼児難聴の診療を行う体制を整備していくにあ幼児の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練難聴の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練診療を行う体制を整備していくにあを行う体制を整備していくにあ行う体制を整備していくにあう体制を整備していくにあ体制を整備していくにあを行う体制を整備していくにあ整備していくにあして考慮）いくに応じて考慮）あ
たり、難聴の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練評価および幼児難聴の診療を行う体制を整備していくにあリハビリ指導も整備していくための募集でも整備していくための募集で整備していくにあして考慮）いくための聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練募集で
す。
　聴力検査は、標準純音聴力検査、COR、PLAY、DPOAEの他、精は応相談）、標準純音聴力検査は、標準純音聴力検査、COR、PLAY、DPOAEの他、精、COR、PLAY、DPOAEの他、精の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練他、精
密検査は、標準純音聴力検査、COR、PLAY、DPOAEの他、精として考慮）ABR、ASSRを行う体制を整備していくにあ行う体制を整備していくにあいます。周産期病院であり、AABRもであり、AABRも整備していくための募集で
施行う体制を整備していくにあして考慮）います。
　難聴や言語発達評価や、補聴器装用訓練、コミュニケーション訓言語発達評価や言語発達評価や、補聴器装用訓練、コミュニケーション訓、補聴器装用訓練、コミュニケーション訓練訓
練を行う体制を整備していくにあ行う体制を整備していくにあい、近隣の療育施設とも連携しながら、地域の小児難聴患の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練療を行う体制を整備していくにあ育施設とも連携しながら、地域の小児難聴患とも整備していくための募集で連携しながら、地域の小児難聴患しながら、地域の小児および幼児難聴の診療を行う体制を整備していくにあの聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練小児の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練難聴患
者の診療に携わっていく事を検討しています。小児難聴の指導経の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練診療を行う体制を整備していくにあに応じて考慮）携しながら、地域の小児難聴患わって考慮）いく事を検討しています。小児難聴の指導経を行う体制を整備していくにあ検討しています。小児難聴の指導経して考慮）います。小児の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練難聴の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練指導も整備していくための募集で経
験の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練ある方は特に優遇いたします。方は特に優遇いたします。は応相談）特に優遇いたします。に応じて考慮）優遇いたします。いたします。

応募方は特に優遇いたします。法 事を検討しています。小児難聴の指導経前に電話連絡の上、履歴書・免許証のコピーをお送りください。に応じて考慮）電話などのコミュニケーション訓練連絡の上、履歴書・免許証のコピーをお送りください。の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練上、履歴書・免許証のコピーをお送りください。の聴覚評価、言語発達評価、補聴器装用訓練コピーを行う体制を整備していくにあお送りください。りください。

お問い合わせ先い合わせ先わせ先先

賛育会病院であり、AABRも　総務課
〒130-0012　東京都墨田区太平３－２０－２
Tel：03-3622-9192（常勤は応相談）総務課ダイヤルイン訓練）

Tel：03-3622-9191（常勤は応相談）代表）
メールアドレス：s-jinji@san-ikukai.or.jp（常勤は応相談）採用専用）

採用情報

社会福祉法人賛育会　賛育会病院であり、AABRも

求人情報のお知らせのお知らせ知らせらせ



臨床福祉専門学校

同窓会
dousoukai@rinshofukushi.ac.

jp
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