
《 第 10回同窓会総会プログラム 》 

1. 同窓会総会 

   月 日：         平成 20年 10月 11日（土） 

   時 間：         12:45～13:30 

   場 所：         メートプラザ佐賀 
 
   進行時間・内容      12:45開会の挨拶 

:46物故会員への黙祷 
:47北島会長挨拶 
:50上村学校長の祝辞 
:55議長団選出（7回生） 

13:00平成 18年～19年度役員会・運営委員会報告 
事業・会計・監査報告 

平成 20年～22年度事業計画(案)会計予算(案) 
:15役員挨拶・校歌斉唱 
:30 閉会の挨拶 

2.記念講演          14:30～16:00 

                 講 師： 高本恭子氏 

         テーマ： 『いつも心に笑いと音楽を♪』 

3.懇親会           17:30～19:30 

         場 所： ホテルマリターレ創世 

 
 
 
 
 
 
 
 



《 学校長の祝辞  校長 上村 春甫 》 
 第 10回の同窓会総会にあたり、お祝いとご挨拶を申し上げます。 
専門課程同窓会が、看護学校創立 30周年を記念して平成 10年 9月に設立されて以来、総会・講演
会開催等における、役員の方々のご苦労に対して深く敬意を表し厚く御礼申し上げます。 
専門課程の前身である社団法人佐賀市医師会立高等看護学院は昭和 43年 4月 5日に開校し、本年
3月までに 3,018人の卒業生を送り出しました。 
 以来、本年 4月で 40周年を迎えましたが、この間、夜間コースから、昼間定時制、現校舎への
移転、専門学校認可による（佐賀市医師会立看護専門学校 専門課程）校名変更を経て現在に至っ
ております。 
 当時の県内准看護師の永年の熱望であった、医療機関に勤務しながら学ぶことが出来る本学の開

校は、看護師等医療職の充足を担うと共に、その資質の向上に伴い、医療に関わるすべての人々の

幸せに寄与してきたものと自負するものであります。 
 そして、このような学院で医師会立のものは本校が全国第 6番目であったということは、当時の 
佐賀市医師会が、個人の向上は勿論ですが、県民の福祉の増強に貢献されることを願ってのことで

ありました。現在、佐賀県のみならず、全国でご活躍の卒業生の様子を見るにつけ、その期待に見

事に応えられていると確信しております。 
 現在学校では、ロビー・玄関、トイレの改修と共に、机や椅子を新しくする等、快適な学習環境

づくりに取り組んでおります。 
 また、平成 22 年度からカリキュラムが改正され、重要性が増す教育内容として、医療安全・フ
ィジカルアセスメント・看護倫理・コミュニケーション技術等の実践能力が求められます。これら

は、いづれも患者さんとの信頼関係を構築するものであります。本校においても保健・医療・福祉

の現場で社会に貢献できる人材の育成に教職員一同、一層の努力をしていく所存です。 
 しかし、少子化や、通信制の導入、高等学校の 5年一貫教育による入学者の減少により、学校運
営は非常に厳しくなっております。同窓生の皆様には、職場において進学を勧めるなどのご協力と、

ご支援をお願い致します。 
 本日は、専門課程の 3年生が参加していますが、同窓会は単に母校を懐かしむための集いだけで
はなく、共に切磋琢磨した共通の思い出を持つ人々が、その心をより豊かにする場であると思いま

す。皆さんも先輩たちの伝承を受け継ぎ、明日を担う看護師を目指して日々研鑽してください。 
 最後になりましたが、会員の皆様の固い結束のもと、今後同窓会が発展されますよう、また、地

域医療の発展のため、益々のご活躍とご健勝をお祈りいたします。 

 
 
 



《 第 10回同窓会総会を終えて 》 
 佐賀市医師会学校関係者様 
ピンク色のコスモスの花が咲きみだれ、爽やかな秋晴れが続いております。 
ご多忙中にもかかわらずご臨席くださり、私たち同窓会への心温まるご祝辞を頂き誠にありがとう

ございました。お陰をもちまして無事に同窓会を終えることが出来ました。これも一重に先生方の

ご指導、ご支援によるものと深く感謝しております。また、総会より看護学生さんの参加まで頂き、

誠にありがとうございました。そして、専門課程・高等課程教務の先生方にも参加頂き御礼を申し

上げます。この同窓会が更なる発展をするよう、役員一同努力していきたいと思っております。ど

うか今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 施設代表者様 
ご多忙中にもかかわらずご臨席頂き、誠にありがとうございました。そして、講演においても一般

の方の沢山の参加を頂き厚くお礼を申し上げます。お陰をもちまして無事に同窓会を終えることが

出来ました。これも一重に皆様方のご指導、ご支援によるものと深く感謝しております。どうか今

後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
                            （金立公園） 
クラス運営委員・7回生・協力員様 

間もなく佐賀の大空にバルーンがフワフワと舞あがる頃となりました。 
先日,同窓会総会・記念講演会におきまして,朝早くからご協力とご参加を頂きありがとうございま
した.多くの方に喜んで頂き本当に感謝感謝です♡ 
講演は,ユニークたっぷりの(笑)と(涙)で温かみのあるお話に感動致しました.  
これからの人生『いつも心に笑顔と音楽♪』を持って楽しくありたいものです♡ 
今後共,クラス運営委員と協力し同窓会継続に力をそそいでまいります.尚一層のご協力ご支援を

賜りますようお願い申し上げます。 

 
  （嘉瀬川河川敷） 
 



《 第 2部：記念講演に参加して 》 
専門課程 1年 B ｸﾗｽ  岩崎春奈 
「ふるさと」を歌うことから始まり驚きましたが、皆で歌っているとなぜか心が暖かくなってきま

した。音楽療法とはただ音楽を聞かせるのではなく、その人の環境や病気の症状にあわせて、曲を

選んだり、話を聞いたりしていくことであり大変なことだと感じました。先生の話は、笑いや驚き・

悲しみなど巧みに取り入れてあり、とても話が上手で聞き入っていました。 
「千の風になって」を歌手の方が会場で歌われた時には感動して涙が出てきました。音楽を聴いて

こんなに心が動いたのは初めてであり気持ちが楽になりました。講演の中で話された白血病の方が

音楽の力で生きる目標を見つけ、頑張っている姿には感動し音楽の力の凄さを実感しました。私も

一日一日を精一杯に生きたいと思いました。そして、生きることに希望を失った人々に新たな希望

を見つけてもらえるような看護師を目指して努力していきたいと思います。 
 
同窓生より 
高本先生、素晴らしい講演をありがとうございました。サプライズ：音田 淳様の歌「千の風になっ 
て」も感激でした。ありがとうございました。素晴らしいお話をお聞きできて感無量です。多いに笑い、

多いに泣きました。特に♪千の風になって♪は、色んな思い出が走馬灯のように浮かび、ただ止めどなく
涙が流れてきました。心が軽くなったようです。 
 
 高本先生の講演、感動の連続でした。素晴らしい！最高でした！ 
音楽療法の効果と素晴らしさを初めて知りました。おもしろく有意義な講演でした。 
大変意味ある、貴重な講演で楽しく共感する口調で大変良かった。これからも仕事・人生にも生かして

いきたいと思います。 
    
一般の方より 
講演もあっという間でした。職場に戻りスタッフも、消灯前 30 分「愛燦々を流そうか」とか・・・

講演会に参加したメンバーで「音楽療法委員会を立ち上げて何か取り組みましょう」とか・・・ 
色々と考えているようでした。・・・何かが動き出したようです！ 

 
 
 
 



～～～   同窓会総会の 10年間  ～～～  
 1.記念講演              
開催日 講  演 場 所 総会担当回生 

H10.9/19 
 

「科学技術時代にいのちを看取ることの

意味」                   森岡正博様 
メディカルセンター 
 

旧 1・2回生 
 

H11.11/13 
 

「アフリカでのエイズ患者への支援」 
徳永瑞子様 

県立美術館ホール 旧 3・4回生 

 
   
第 1期 
 

H12.11/11 「人・歌・ミレニアム 2000」木原慶吾様 ﾗｲﾌﾞﾊｳｽｶﾞｲﾙｽﾞ 旧 5・6回生 
H13.11/10 
 

「心の安らぎを求めて.日本人の心を歌う」 
小川敬子様 

医師会看護学校 
 

旧７・1回生 
 

H14.11/ 9 「最近の社会と人間模様」   西川黎明様 医師会看護学校 2回生 

 
第 2期 

H15.11/ 8 「平和の旅へ」ｺﾝｻｰﾄ平和の旅へ合唱団様 医師会看護学校 3回生 
H16.11/ 6 
 

「患者の立場から佐賀を見るアメリカ人

記者」    エドワード・クランドール様 
医師会看護学校 4回生 

 
H17.11/19 
 

人間教育は人間（じんかん）教育 
～尊在感づくりが子供を伸ばす～  新富康央様 

医師会看護学校 5回生 
 

 
 

第 3期 

H18.11/18  「環境と人生」             松尾清美様 医師会看護学校 6回生 
第 4期 H20.10/11 「いつも心に笑いと音楽を」 高本恭子様 メートプラザ佐賀 7回生 

2.同窓会の参加数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 最後に ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
卒業生の皆様から,同窓会発足の期待があり,学校創立 30周年を記念して平成 10年に専門課程同窓 
会を発足.ここまで会員皆様の熱心な協力と看護学校の諸先生方の絶大なるご協力があったからと 
感謝致しております.今年第 10回目の輝かしい記念の同窓会を迎えられたことに大変安堵し嬉しく 
思います.  今回の開催にあたりまして,ご協力を頂きました同窓生の皆様・ｸﾗｽ運営委員・前役員 
そして看護学校の諸先生・施設代表者の皆様,等多くの方々に厚くお礼を申し上げます.  (役員一同) 
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡  
 

   年 度       参加数 

第 1回（平成 10 年） 同窓生 60 名 

第 2回（平成 11 年） 同窓生 114 名,学生 50 名,一般 130 名＝294 名 

第 3回（平成 12 年） 同窓生 100 名 

第 4回（平成 13 年） 同窓生 77 名,学生 

第 5回（平成 14 年） 同窓生 58 名,学生 

第 6回（平成 15 年） 同窓生 45 名,学生 

第 7回（平成 16 年） 同窓生 37 名,学生 

第 8回（平成 17 年） 同窓生 46 名,学生 

第 9回（平成 18 年） 同窓生 48 名,学生 

第 10回（平成 20年） 同窓生 150 名,学生 128 名,一般 122 名＝400 名  


