
会　長　佐　竹　一　枝（20回生）
副会長　江　田　留美子（22回生）
　　　　清　水　敦　子（29回生）

書　記　甲　田　まゆみ（25回生）
　　　　元　田　聡　美（47回生）
会　計　佐々木　博　之（39回生）
　　　　石　川　　　励（50回生）

令和元年度　役　員

令和元年度　幹　事

　毎月役員会（第1土曜日）

　同窓会説明会

　同窓会会誌‘楓葉’準備・発行

　学校の各行事へ出席

　楓葉祭へ参加…今年は10月26日（土）

同窓会の主な活動
1.自分のクラスメートの住所把握：
　変更時や不明者の住所判明時は、役員に連絡。
2.幹事会への出席：年１回（６月第１土曜日）。
　やむを得ず欠席の場合は、責任を持って代理出席者を立てる。
3.同窓会事業への参加：
　幹事交代時は、次期幹事を責任を持ち決定し、役員に知らせる。

《 幹事の役割 》

住所変更届けのお願い
改姓・住所変更等ありましたら同窓会本部まで、
メールまたはFAX、郵送にてお知らせ下さい。

＜記載内容＞
回生、氏名、変更内容（旧〇〇、新〇〇）、連絡先
よろしくお願い致します。

同窓会本部
〒245-0063   横浜市戸塚区原宿3丁目60番2号
　独立行政法人 国立病院機構
　横浜医療センター附属横浜看護学校内
　TEL. 045-853-8322（学校直通）FAX. 045-853-8348
　E-mail. setumeikai@yokohama-ns.ecweb.jp

会計監査　濱　　　法　子（14回生）
　　　　川　口　妙　子（16回生）

編集後記

1 回生 井　坂　洋　子
2 回生 奥　村　典　子
3 回生 地　蔵　テイ子
4 回生 神　代　アキエ
5 回生 深　石　みつ子
6 回生 井　上　ふさ子
7 回生 稲　垣　文　子
8 回生 浅　野　恵美子
8 回生 渡　部　俊　子
9 回生 寺　澤　秀　代
10回生 米　澤　繁　子
11回生 小　泉　由美子
12回生 大　幡　洋　子
13回生 市　川　美紀子
14回生 濱　　　法　子
15回生 関　戸　富　子
16回生 川　口　妙　子
17回生 杉　山　トミ子
18回生 村　松　真佐子
19回生 鈴　木　雪　子
20回生 佐　竹　一　枝

21回生 加　藤　佳代子
22回生 江　口　裕　子
23回生 伊　原　真奈美
24回生 崎　山　和　美
25回生 甲　田　まゆみ
26回生 長　尾　久　栄
27回生 富　浦　　　裕
28回生 木　内　由起子
29回生 清　水　敦　子
30回生 小　堺　史　恵
30回生 中　野　理　恵
31回生 松　岡　泰　子
32回生 小　林　里　美
33回生 川　辺　美　里
33回生 宮　嵜　美　樹
34回生 巨　瀬　里　美
35回生 伊　藤　直　子
36回生 坂　口　佳　織
37回生 池　江　真　彦
38回生 成　田　真　代
39回生 佐々木　博　之

40回生 斉　藤　　　彩
41回生 川　上　泰　史
41回生 霜　鳥　耕　輔
42回生 岩　竹　絵　美
42回生 佐　藤　広　太
43回生 平　沙　敬　悟
43回生 三　澤　宏　美
44回生 佐　藤　春　加
44回生 田　村　佳世子
45回生 勝間田　昌　寛
45回生 寺　内　　　舞
45回生 樋　渡　彩　子
46回生 荒　木　大　地
46回生 伊　藤　紗緒里
46回生 小山田　真　美
46回生 坂　本　健太郎
46回生 田　尻　高　基
46回生 中曽根　未　央
46回生 藤　川　仁　子
46回生 森　　　麻　美
47回生 早　川　敦　子

47回生 村　上　佑　子
48回生 新　沼　美　穂
48回生 平　田　彩　佳
49回生 角　　　俊一郎
49回生 佐　藤　太　一
49回生 久　永　　　栞
49回生 平　山　光　子
50回生 中　村　智　早
51回生 三　宅　　　徹
52回生 出　野　光　穂
52回生 玉　井　沙　英
53回生　　北　郷　綾　乃
53回生　　切　替　彩　夏
53回生　　水　田　更　紗
53回生　　森　田　志　帆
54回生　　川　野　眞　子
54回生　　小助川　有　加
54回生　　夏　川　知　聖
54回生　　西　山　侑　希
　　

2019 年 8 月　同窓会誌

　今年は、令和 “ 1 ” 年にあやかり、幅広い学年層の方々からお声をいただきました。会誌作成に
ご協力いただき、ありがとうございました。東京オリンピックももうすぐですね。皆様のご健闘を
お祈りしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計　50 回生　石川　励

手前、旧 校舎▶
うしろ、学生寮　

平成 30年 10月 27日（土）
今年も楓葉祭に参加しました。

目的は『母校後輩との親睦』
恒例の ‘お茶のみ処’ を学校エントランスの一等席に
かまえました。3 年生の気になることは、入職後の人
間関係と学習でした。受験を考えている成人男子が
相談に訪れました。病院と学校・同窓生の縦横のつ
ながりアピールには余念がありません。
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