同窓生のみなさま
同窓パーティーおよび定例総会のご案内
拝啓
初冬の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、昨年度会員の皆様にたいへんご好評を頂きました同窓パーティーを今年度も
下記の通り開催する運びとなりました。
同窓会には、これまで我が校で教鞭を執られた先生方も多数ご出席いただくことと
なっておりますので、皆様お誘い合わせの上、ご来会くださいますようお願い申し
上げます。
平成21年12月16日
敬具
記
日時：平成22年1月23日（土)
17：00- 開場
17：30- 鈴風会定例総会
平成21年度活動報告
平成21年度会計報告
平成22年度活動計画
平成22年度予算案

18：00- 同窓パーティー
（20：00終了予定）

会場：アイパルいなん
駒ヶ根市東町3-12（駒ヶ根駅より徒歩3分）
会費：5000円

※準備の都合上、お手数ですが1月8日（必着）までに同封致しました返信用はがき
にて出欠をお知らせ下さい。
※同窓パーティーは気軽に楽しめるような立食パーティーを予定していますので、
普段着でお越し下さい。
※お子様連れの方のために授乳スペースがあります。
※鈴風会に入会していない方も当日に入会手続きを済ませれば参加できます。この
場合、事前の申し込みは必要ありません。
長野県看護大学同窓会 鈴風会
会長 大澤拓（学部5回生）
お問い合わせ先
長野県看護大学同窓会鈴風会事務局
E-mail: suzukazekai̲20@suzukazekai.com
FAX:0265-81-1256
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鈴風会・大学双方の協力体制を確認
大澤会長と深山学長との懇談会が実現
しかし、大学では同窓生がどのよ
うなところに就職したかは把握してい
るが、その後どのように活躍している
のかは把握できていないので、同窓生
の活躍の状況を教えて頂ければありが
たい。さらに、今後もこの懇談会のよ
うな機会を持って、双方に有益となる
活動を模索していきたい。」と話され
ました。

左：大澤会長
2009年11月13日に鈴風会会長大澤拓

右：深山学長

大澤会長は同窓会会員数が約1000

と長野県看護大学深山智代学長との懇

名を超える規模となっていることに触

談会が看護大学学長室にて開催されま

れ、同窓会と母校の発展的な関係作り

した。

を模索している最中であることを深山
学長に報告しました。深山学長は「1
期生の卒業から約10年経過しており、

深山学長

管理職級の役割で活躍されている方も
いるようで大変喜ばしく思う。 卒業

大澤会長からは、今までの鈴風会

後に実践の場で様々な活動をしている

に大学から多大な協力や支援を得たこ

同窓生の経験は、在校生や教員にとっ

とについて感謝の意を示すとともに、

ても大変価値のあるものだと認識して

今後もこのような良好な関係を保って

おり、その経験を本学の教育に還元し

いきたい旨の申し入れを行い、深山学

て頂ければと思う。現在も同窓生に講

長もこれを了承され、懇談会は閉会と

懇談会は今年度の鈴風会活動計画

師として講話して頂いている講義があ

なりました。

に盛り込まれていたもので、「1999年

るが、在校生は現場のナマの話に目を

に初めての卒業生を輩出してからちょ

輝かせていると聞いている。このよう

うど10年目の節目である本年に、今後

な取り組みは今後も続けていきたい

の鈴風会の活動方針を考える上で大学

し、さらに、大学で受けた教育が卒業

との連携は欠かすことができない」と

後どのように役立ったのかについて、

いう大澤会長の強い要望のもとに実現

教員に講話して頂くというのも一つの

しました。

案だと思う。

大澤会長

ご多忙にもかかわらず快く懇談会
に参加して頂いた深山学長にこの場を
借りて御礼申し上げます。ありがとう
ございました。
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第2回同窓パーティーが開催されます
日時：平成22年1月23日(土)

会場：アイパルいなん（駒ヶ根市）

理学講座の雨宮多喜子名誉教

会に入会していない卒業生の皆様にも

授ら諸先生方をはじめ、多数

是非参加頂けますよう、お声がけいた

の教職員の皆様にお越し頂

だければ幸いです。

き、盛大に行われました。

第1回同窓パーティーの1コマ

たとおり、第2回目となる同窓パー
ティーを開催します。

第2回目となる今回は、お世

望の方は、申し込みは必要ありません

話になった教職員の方にさら

ので、直接会場にお越し頂き、受付で

に多数参加していただき、同

その旨をお伝えください。受付にて鈴

窓生同士だけでなく、教員

風会への入会手続きをして頂くことが

や職員の皆さんとたくさん

できます。

の交流ができるように現在

前号のNews Letterでもお知らせし

同窓会未入会の卒業生の方で参加希

調整中です。

また、同窓パーティーに先立ちまし
て、定例総会も執り行います。本年度

参加には事前の申し込みが必要で

の活動報告や予算執行の状況、来年度

昨年度行われた第1回目の同窓パー

す。お手数ですが同封のはがきに参加

の活動計画と予算について決議する重

ティーでは約100名の参加者にお集ま

の有無等の必要事項を記入の上、期日

要な会です。こちらにつきましても同

り頂きました。深山学長をはじめ、生

までに返信して頂きますようお願い申

封のはがきに参加の有無等をご記入の

活援助学講座で教鞭を執られた小西恵

し上げます。

上返信して頂きますよう、お願い致し

美子名誉教授や老年看護学講座の奥野
茂代名誉教授、さらに、看護教育・管

なお、このNews Letterは同窓会会

ます。

員の皆様にのみ送付しています。同窓

第2回同窓パーティー
日時：平成22年1月23日（土)
17：00- 開場
17：30- 定例総会
平成21年度活動報告

会場：アイパルいなん
駒ヶ根市東町312（駒ヶ根駅より徒歩3分）
0265-82-1122

平成21年度会計報告
平成22年度活動計画

会費：5000円

平成22年度予算案
その他の議案

18：00- 同窓パーティー
（20：00終了予定）
※準備の都合上、お手数ですが1月8日（必着）までに同封致しました返信用はがきにて出欠をお知らせ下さい。
※同窓パーティーは気軽に楽しめるような立食パーティーを予定していますので、普段着でお越し下さい。
※お子様連れの方のために授乳スペースがあります。
※鈴風会に入会していない方も当日に入会手続きを済ませれば参加できます。この場合、事前の申し込みは必要ありま
せん。
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ご存じありませんか？
下記の方は、同窓会費を納入されている会員の方ですが、転居その他の理由で郵便物が返送されて
きてしまいます。連絡先をご存じの方がいらっしゃいましたら、鈴風会事務局まで住所変更の手続き
をして頂けますよう、ご本人に連絡をお願いします。
鈴風会事務局

住所不詳者名（敬称略）
学部1期生

蔵本麻理子

学部3期生

廣田（古謝）菜津子

学部4

風間麻希

桶谷涼子

櫻山明美

情

宮

猪又（山崎）繭子
期生

個

人

林容
子

笹崎（倉本）文枝

報

田中久美

崎聖子

保

学部5

小

護
の

た
め

小林綾

期生

塗
り

山本章
学部6

伊藤愛由美

近藤真由子

つ
ぶ

して
い

湖
ま
す

入料大

中西敦子

期生

浅野佳代子

柴田奈

緒

竹内敦子

真奈美

望月寿恵

学部7

期生

山暁子

星知佳

古瀬

小林瑠衣

下

住所変更手続き方法
件名に「同窓会登録内容変更」と明記し、本文に「卒業年度・氏名（旧氏
名）・住所（旧住所）」を記入の上 、
suzukazekai_20@suzukazekai.sakura.ne.jp
までメールをお願いします。

住所変更はお済みですか？
鈴風会から会員の皆様への各種通知は、卒業時

件名に「同窓会登録内容変更」と明記し、本文

に登録された住所に郵送で送付しています。卒業後

に「卒業年度・氏名（旧氏名）・住所（旧住

に引っ越しや市町村合併などで住所が変わった場

所）」を記入の上 、

合、また、結婚などで氏名が変わった場合はお手数

suzukazekai_20@suzukazekai.sakura.ne.jp

ですが、鈴風会事務局までメール（携帯・PC可）

までメールをお願いします。

でお知らせ下さい。
上記アドレスQRコード→
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会員の皆様へお知らせ

鈴風会へ未入会の卒業生はい
ませんか？
鈴風会は長野県看護大学の卒業

10000円をお支払い下さい。な
お、払込手数料はご負担頂きま
すようお願い致します。
会費納入が確認でき次第、払

生なら誰でも入会することができ
ます。入会金は10000円で、一度入

込用紙に記入頂いた住所に入会

会して頂くと終身会員となりま

特典の鈴風会オリジナルナース

す。同窓会員には鈴風会News

ハサミを発送します。

Letterや同窓パーティーのお知らせ
などが郵送されます。今入会して

鈴風会blog、更新中です

頂くと、鈴風会オリジナルナース

鈴風会では、会員の皆様へ大学

ハサミをプレゼント！是非この機

の出来事などを情報発信する場と

会にご入会下さい。

してblogを開設しています。

入�会方法
郵便局での郵便払い込みのみの

http://suzukazekai.sblo.jp/

お取り扱いとなります。郵便局
窓口にて青色の「払込取扱票」
に下の事項を記入の上、会費
編集後記
口座番号：

大学から見える2つのアルプ

00580-1-79696

スも雪化粧をして綺麗な姿を見
せてくれるようになりました。

加入者名：

カリヨンから奏でられる音色も

長野県看護大学同窓会鈴風会

クリスマスソングとなり、寒さ

金額：10000円

鈴風会blog

通信欄に、

今日この頃です。

・氏名（旧姓）
・住所
・卒業年度
・学部生・大学院生の別
を明記してください。

鈴風会 News Letter vol.2

そんな中、学生時代のあんな

日々大学内で起こっている何気

ことやこんなこと、色々な思い

ない出来事やとっておきのニュー

出が蘇ってきます。同窓生の皆

スなど盛りだくさんの内容です。
是非チェックしてみて下さい。

発行者

発行

2009年12月16日

編集

長野県看護大学同窓会
広報担当

中村充浩 下村聡子
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様にまたお会いできる日を楽し
みにしております。

ご質問やお問い合わせは下記へお願い

長野県看護大学同窓会鈴風会

鈴風会

の中にも癒しと安らぎを感じる

会長

大澤

拓

します。
E-mail:
suzukazekai_20@suzukazekai.sakura.ne.jp

〒399-4117

Fax : 0265-81-1256

長野県駒ヶ根市赤穂1694

印刷

長野県看護大学

E-mailアドレスQRコード

