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次     第 
 

Ⅰ 開会 

Ⅱ 物故会員への黙祷 

Ⅲ 会長あいさつ 

Ⅳ 来賓祝辞 

Ⅴ 議長選出 

Ⅵ 議事 

【報告事項】  

1. 2018年度事業報告 

1) 総会 

2) 講演会 

3) 同窓会会報「白樹」発行 

4) 山梨県立大学看護学部行事への参加・協力 

5) 在学生への支援事業 

6) その他 

2. 2018年度運営に関する会議報告 

1) 正副会長会 

2) 推薦委員会 

【審議事項】 

1. 2018年度収支決算報告 

2. 2018年度会計監査報告 

3. 2019年度事業計画(案) 

4. 2019年度収支予算(案) 

5. 役員等の改選 

【その他】 

 ・会則の一部変更について 

  ・基金設立について 

Ⅶ 議長解任 

Ⅷ 退任役員・新役員の挨拶 

Ⅸ 事務局の紹介・挨拶 

Ⅹ 閉会 

 ・海外研修支援金を受けた学生の報告 

・記念事業 講演会 

「人工知能の現在とこれから ～医療・社会の方向性～」  

講師  山田 誠二 氏 
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【報告事項】 

1. 2018年度事業報告 

１）総会開催 

日 時 : 2018年 5月 27日（土） 12:30～13:20 

場 所 : 山梨県立大学池田キャンパス 講堂 

出席者 : 50名 

議 事 

(1) 報告事項 

① 2017年度事業報告 

② 2017年度運営に関する会議および活動報告 

(2) 審議事項 

① 2017年度収支決算報告 

② 2017年度会計監査報告 

③ 2018年度事業計画 

④ 2018年度収支予算 

⑤ 役員等の改選について 

(3) 退任役員・新役員の挨拶 

(4) 事務局の紹介 

 

２）開催特別講演 

講演：「障がいをもってわかったこと～看護師の支えがあったからこそ今がある」  

講師  鈴木徹 氏 

 

３）「白樹」の発行 

同窓会会報「白樹」第 23号を 2019年 8月に発行 

 

４）山梨県立大学看護学部行事への参加、協力 

・2019年度山梨県立大学入学式に会長が出席（2019年 4月 8日 ） 

・2018・2019年度山梨県立大学看護実践開発研究センター「認定看護師教育課程 

（緩和ケア・認知症看護）」開講式に会長が出席（2018年 6月１日)（2019年 6月 1日） 

・2018年度山梨県立大学看護実践開発研究センター「認定看護師教育課程（緩和ケア 

・認知症看護）」修了式に会長が出席（2018年 12月 22日） 

・山梨県立大学同窓会「富桜会」総会に会長が出席（2018年 7月 8日）（2019年 7月 14日） 

・山梨県立大学看護学部清水惠子教授「退任最終講義」(2019年 3月 6日) 

    ・2018年度山梨県立大学「学位授与式」に会長が出席（2019年 3月 15日) 

 

５）在学生等への支援事業 （★は新規事業） 

   (1) 国家試験受験者に対する合格祈願の鉛筆配布 

(2)聖灯祭（2018年 10月 6日)（2019年 10月 12日） 

・第 24回聖灯祭実行委員会へ 3万円の支援を行った。 

同窓会役員および事務局員による白樹会から Café を出店し、ハーブティーの無料配布、

活動紹介をした。 
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・第 25回聖灯祭実行委員会へ 3万円の支援を行った。 

2019年より Home Coming Dayとして総会と同日にした。 

同窓会役員および事務局員による白樹会から Café を出店し、ハーブティーの無料配布、

活動紹介をした｡ 

 

 (3)チューター活動への支援（2018年）（2019年） 

【内訳】 1チューター20,000円×10チューター＝200,000円 

 (4)国際交流支援  

 1科目 10万円の補助（資料代など） 

(5) 卒業生への記念品贈呈(2019年 3月 15日) 

   (6)リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2018甲府への参加 

    リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019甲府への参加 

   (7)大学構内環境整備支援 

   (8)同窓会室の確保 

   (9)ホームページの充実 

  (10)名簿管理（株式会社ｻﾗﾄとの個人情報保護の同意）★ 

   

６）その他 

(1) 山梨県立大学看護学部 12,13,14,15回生への同窓会活動の説明・入会案内 

（2019年 4月 9日） 

  

2. 2018年度運営に関する会議報告 

１）正副会長会 

第 1回 日 時：2018年 7月 24日  18:30～21:00 

場 所：山梨県立大学池田キャンパス 共同研究室① 

出席者：14名 

議 題：(1) 2018年度 年間計画・役員・事務局員の役員構成・役割分担について 

(2) 2017年度 通常総会・講演会についての振り返り 

(3) 2018年度 通常総会・講演会について 

(4) 聖灯祭への参加について 

(5) リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2018甲府への参加 

(6) 同窓会誌「白樹」の発行に向けて 

(7) 正副会長会議の開催予定について  

 

第 2回 日 時：2018年 9月 21日  18:30～21:00 

場 所：山梨県立大学池田キャンパス 共同研究室① 

出席者：13名 

議 題：(1) 聖灯祭参加について（学生支援委員会） 

(2) 次年度総会・講演会について（総会準備委員会） 

(3) 同窓会誌「白樹」発行について（編集委員会） 

(4) 国家試験合格祈願に関するグッズの検討 

(5) 寄付金システム作成について 

(6) 清水恵子先生最終講義の参加について 
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(7) リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2018甲府参加報告（事務局長） 

(8) 会計報告（会計） 

 

第 3回  日 時：2018年 11月 21日  18:30～20:00 

場 所：山梨県立大学池田キャンパス 共同研究室① 

出席者： 12名 

議 題：(1) 次年度の総会・講演会について（日時の決定、講演会の有無と内容） 

(2) 同窓会誌「白樹」の発行について 

(3) 国家試験合格祈願のグッズについて 

(4) 寄付金のシステム作成について 

(5) 清水先生最終講義の進捗 

(6) 役員の交代について（前澤） 

(7) 会計報告 

 

第 4回  日 時：2019年 1月 17日   18:30～20:00 

場 所：山梨県立大学池田キャンパス 共同研究室① 

出席者：15名 

議 題：(1) 総会・会誌「白樹」のはがきについて（編集委員会） 

(2) 寄付金のシステム作成について（事務局長） 

(3) 卒業記念品について（事務局長） 

(4) 役員の交代について（事務局長） 

(5) 今後の正副長会議日程について（事務局長） 

(6) 会計年度について（会計） 

(7) 次年度入学生にたいしての会報の追加印刷について（会計） 

(8) 国家試験合格祈願のグッズについて 

(9) サラトプレゼンテーション（同窓会誌の会社） 

 

第 5回 日 時：2019年 4月 24日  18:30～20:50 

場 所：山梨県立大学池田キャンパス 共同研究室① 

出席者：17名 

議 題： (1) 総会について（総会準備委員会） 

(2) 聖灯祭について（学生支援委員会） 

(3) 会誌「白樹」について（編集委員会） 

(4) 寄付金のシステム作成について（事務局長） 

(5) 役員の交代について（事務局長） 

(6) 今後の正副長会議日程について（事務局長） 

(7) ラーニングコモンズの寄贈について（事務局長） 

(8) 卒業記念品について（事務局長） 

(9) 会誌・総会延期のハガキについて（編集委員会） 

(10)ガイダンスの入会案内について（会長） 

(11)学生の入会状況について（会計） 

 

第 6回 日 時：2019年 6月 18日  18:30～20:15 
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場 所：山梨県立大学池田キャンパス 共同研究室① 

出席者：19名 

議 題： (1) 総会・講演会について（総会準備委員会） 

(2) 聖灯祭について（学生支援委員会） 

(3) 会誌「白樹」について（編集委員会） 

(4) 寄付金のシステム作成について（事務局長） 

(5) 役員の交代について（事務局長） 

(6) ラーニングコモンズの寄贈について（事務局長） 

(7) 会員データ契約について 

 

第 7回 日 時：2019年 7月 23日  18:30～20:05 

場 所：山梨県立大学池田キャンパス 共同研究室① 

出席者：17名 

議 題： (1) 総会・講演会について（総会準備委員会） 

(2) 聖灯祭について（学生支援委員会） 

(3) 会誌「白樹」について（編集委員会） 

(4) ラーニングコモンズの寄贈について（事務局長） 

(5) 看護実践開発研究センター開設 10週年記念講演へのお祝い金について 

(6) 白樹会次年度の講演会の講師について 

(7) 推薦委員会結果報告：第二副会長（会長） 

 

第 8回 日 時：2019年 9月 17日  18:30～20：00 

場 所：山梨県立大学池田キャンパス 共同研究室① 

出席者：  14名 

議 題： (1) 総会・講演会について（総会準備委員会） 

(2) 聖灯祭について（学生支援委員会） 

(3) ラーニングコモンズの寄贈について（事務局長） 

(4) 会誌「白樹」について（編集委員会） 

(5) 規約の改定について 

(6) リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019甲府について 

(7) 会計監査について 

 

２）推薦委員会 

委員長：並木奈緒美（大学院看護学研究科修了生） 

委員：田中美枝（看護第 2学科 18期生）薬袋冨美子（看護第 1学科 31期生） 

 宇佐美奈見（看護学部 2017年度卒業） 

役員・事務局：齊藤けさ子、前澤美代子  

第１回 日 時：2019年 7月 23日 17時 00分～18時 00分   

       場 所：山梨県看護協会ゆうき訪問看護ステーション 

      出席者：並木・薬袋・田中・宇佐美 

      事務局：齊藤 前澤 

       議 題：（1）委員長の選出 

（2）2019年度白樹会 第 2副会長候補の選定 
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2019年度事業計画 (案)    

 

1） 通常総会開催 

 

2） 講演会 

 

3） 同窓会誌『白樹』の発行 

 

4） 山梨県立大学看護学部行事への参加・協力 

 

5） 在学生への支援活動 

 

6） 在学生との交流事業 

 

7） 白樹会基金設立 

 

8） 白樹会ホームページによる広報活動 

 

9） その他 

(1) リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2020 甲府への支援・参加 

(2) 山梨県立大学大学院看護学研究科生への支援 
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2018年度 同窓会役員 

 氏名 所属・役職名 

名誉会長 清水 一彦 公立大学法人 山梨県立大学 学長 

名誉会員 

望月 弘子 山梨県看護協会 名誉会長 

松野 かほる 前山梨県立看護大学 学長 

林 滋子 前山梨県立看護大学・山梨県立看護大学短期大学部 学長 

望月 勲 前山梨県立看護大学短期大学部 学部長 

松下 由美子 前山梨県立大学看護学部 学部長 

佐藤 悦子 前公立大学法人 山梨県立大学看護学部 学部長 

流石 ゆり子 前公立大学法人 山梨県立大学看護学部 学部長 

顧問 村松 照美 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 学部長 

会長 齊藤 けさ子 自宅 

副会長 
中嶋 君枝 山梨大学医学部附属病院 

山岸 大賀彦 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立北病院 

監事 
田中 慶子 自宅 

山本 美代子 自宅 

  2018年度 同窓会事務局 

 氏 名 所 属 

事務局長 前澤 美代子 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

書記 
新藤 裕治 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

森田 祐代 前公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

会計 
高取  充祥 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

三澤みのり 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

事務局員 

遠藤 千帆 甲府市立 善誘館小学校 

小西 裕子 山梨県総務部職員厚生課 

小沢 めぐみ 峡南医療センター富士川病院 

梶原 瞳 日本赤十字社 山梨赤十字病院 

飯嶋 玲奈 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

星野 麻子 山梨県立育精福祉センター 

市川 佳子 山梨大学医学部附属病院 

渡邊 優 国民健康保険 富士吉田市立病院 

井出 和子 医療法人 のだ内科クリニック 

三枝  享 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

山岸 良治 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

木村 友里 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 
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2019年度 同窓会役員 

 氏名 所属・役職名 

名誉会長 清水 一彦 公立大学法人 山梨県立大学 学長 

名誉会員 

望月 弘子 山梨県看護協会 名誉会長 

松野 かほる 前山梨県立看護大学 学長 

林 滋子 前山梨県立看護大学・山梨県立看護大学短期大学部 学長 

望月 勲 前山梨県立看護大学短期大学部 学部長 

松下 由美子 前山梨県立大学看護学部 学部長 

佐藤 悦子 前公立大学法人 山梨県立大学看護学部 学部長 

流石 ゆり子 前公立大学法人 山梨県立大学看護学部 学部長 

村松 照美 前公立大学法人 山梨県立大学看護学部 学部長 

顧問 名取 初美 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 学部長 

会長 齊藤 けさ子 自宅 

副会長（案） 
山岸 大賀彦 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

市川 佳子 山梨大学医学部附属病院 

監事 
田中 慶子 自宅 

山本 美代子 自宅 

  2019年度 同窓会事務局 

 氏 名 所 属 

事務局長 前澤  美代子 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

書記 
新藤 裕治 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

飯島 玲奈 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

会計 
高取  充祥 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

三澤 みのり 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

事務局員 

天野 淳子 甲府市立千塚小学校 

大久保 知香 山梨県福祉保健部健康長寿推進課 

小沢 めぐみ 峡南医療センター富士川病院 

梶原 瞳 公立大学法人 山梨県立大学看護学部 

星野 麻子 山梨県立育精福祉センター 

中嶋 君枝 山梨大学医学部附属病院 

渡邊 優 国民健康保険 富士吉田市立病院 

井出 和子 医療法人 のだ内科クリニック 

三枝  享 甲府市役所 

山岸 良治 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

見高 智香 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

木村 友里 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

奥田 悠祐 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

樋口 知香 山梨大学医学部附属病院 
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白 樹 会 会 則 

第１章 総 則 

   (名称) 

第１条 本会は山梨県立大学看護学部同窓会白樹会と称する。 

   (事務所) 

第２条 本会の事務所を山梨県立大学池田キャンパス（甲府市池田一丁目６－１）内におく。 

   (目的) 

第３条 本会は会員相互の親睦と資質の向上をはかり、山梨県立大学看護学部（以下「母校」とい

う。）の発展に寄与することを目的とする。 

   (組織) 

第４条 本会は次の者をもって組織する。 

 （１）会員  山梨県立高等看護学院及び山梨県立看護短期大学・山梨県立看護大学・山梨県立

看護大学短期大学部・山梨県立大学看護学部・山梨県立大学大学院看護学研究科の卒業生 

 （２）準会員 山梨県立大学看護学部・大学院看護学研究科の在学生 

 （３）客員  母校の職員及び本会に関係を有する者 

   (事業) 

第５条 本会は第３条の目的を達成するための事業を行う。 

 （１）同窓会だより 

 （２）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章 役員、事務局員及び委員会 

   (役員) 

第６条 本会に次の役員をおく。 

 （１）名誉会長  １名 

 （２）名誉会員  若干名 

 （３）顧問    若干名 

 （４）会長    １名 

 （５）副会長   ２名（第１副会長１名、第２副会長１名） 

 （６）幹事    卒業各期の各学科から若干名 

 （７）監事    ２名 

   (役員の選出) 

第７条 本会の役員の選出は次のとおりとする。 

 （１）名誉会長は山梨県立大学の学長の職にある者をもって充てる。 

 （２）名誉会員は会長が委嘱する。 

 （３）会長、副会長、幹事及び監事は会員の中から選出する。 

 （４）顧問は母校職員の中から会長が委嘱する。 

 (役員の職務) 

第８条 本会の職務は次のとおりとする。 

 （１）名誉会長、名誉役員及び顧問は、会長の諮問に応じて本会の運営等について必要な事項を

審議する。 

 （２）会長は、本会を代表し会務を総理する。 

 （３）副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は第１・第２の順序に従いその職務を代行す
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る。 

 （４）幹事は、幹事会を組織し本会の会務の審議と運営にあたる。 

 （５）監事は、本会の事業執行及び会計について監査する。 

 (役員の任期) 

第９条 役員のうち会長、副会長、監事の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

  ２  補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 

  ３  役員は、任期終了後でも後任者が決定するまでその職務を行うものとする。 

    (事務局員) 

第 10条 本会は次の事務局員をおく。 

 （１）事務局長  １名 

 （２）書記    若干名 

 （３）会計    若干名 

  ２  事務局員は、母校職員及び会員の中から会長が委嘱する。 

 (事務局員の職務) 

第 11条 本会事務局員の職務は次のとおりとする。 

 （１）事務局長は、会長の命を受け本会の事務を総理する。 

 （２）書記及び会計は、本会の庶務、会計事務を処理する。 

 （３）任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

    (委員会) 

第 12条 本会の事業の円滑な運営を図るため次の委員会をおく。 

 （１）推薦委員会 

 （２）学生支援委員会 

 （３）広報委員会 

 （４）総会準備委員会 

 （５）編集委員会 

  ２  委員会の任務及び委員の選任方法については別に会長が定める。 

 

                  第３章 会 議 

  (会議) 

第 13条 本会の会議は、総会、正副会長会、幹事会及び役員会とし、会長が招集する。 

  ２  総会は毎年１回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することがで

きる。 

  ３  幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成し、必要に応じ臨時開催する。 

  ４  正副会長会は、正副会長と事務局員をもって構成し、必要に応じ随時開催する。 

  ５  役員会は、役員全員をもって構成し、本会の運営上の重大な事項について審議する必要

があるとき開催する。 

  ６  総会の議長は、出席者の中から選出する。総会を除く会議の議長は、会長がこれにあた

る。 

    (会議への付議事項) 

第 14条 本会の会議への付議事項は次のとおりとする。 

 （１）総会付議事項 

   一 会則の制定及び改正に関すること。 

   二 役員の承認に関すること。 
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   三 事業計画及び収支予算に関すること。 

   四 事業報告及び収支決算に関すること。 

   五 その他本会の運営の関する重要な事項に関すること。 

 （２）幹事会付議事項 

   一 本会議の運営に関する重要な事項に関すること。 

 （３）正副会長会付議事項 

   一 定期的な協議事項で、会長が必要と認めた事項に関すること。 

 （４）役員会付議事項 

   一 会の運営上極めて重要な協議事項で、会長が必要と認めた事項に関すること。 

 (会議の議決要件) 

第 15条 本会の会議は出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の時は会長がこれを決する。 

 

                    

第４章 会 計 

    (経費)               

第 16条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

  ２  会費は終身会費とし、一人 20,000円とする。 

  ３  準会員は、母校入学と同時に本会に入会するものとする。 

    (会計年度) 

第 17条 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日をもって終る。 

 

第 5章 補 則 

    (補則) 

第 18条 この会則に定めるもののほか会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。 

 

 

 附 則 

  １  この会則は平成 9年 7月 12日から施行する。 

  ２  この会則は平成 10年 7月 11日から施行する。 

  ３  この会則は平成 11年 7月 10日から施行する。 

  ４  この会則は平成 13年 5月 26日から施行する。 

  ５   この会則は平成 20年 5月 17日から施行する。 

   ６  この会則は平成 30年 5月 26日から施行する。 

  ７   この会則は 2019年 10月 12日から施行する。 

 

 

 内 規 

  １  第 7条の役員の選出について 

     副会長 2 名のうち 1 名は、改選時期を 1 年ずらして選任するものとし新たに選任され

た副会長を第 2副会長とする。従って、任期中の副会長が第 1副会長となる。 

  

 附 側 

 この内規は平成 20年 5月 17日から施行する。 
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山梨県立大学看護学部同窓会白樹会 

 

慶弔に関する規定 

   （目的） 

第１条 この規定は、本会の役職員に係わる慶弔及び災厄等に対する弔慰金、見舞金に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

（対象）  

第２条 前条に定める役職員とは、会則６条に規定する役員及び第 10 条に規定する事務局職員を

いい、これらの者が死亡したときは、弔慰金を贈る。 

   

  （附則） 

    この規定は、平成 20年 5月 17日から施行する。  
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会則の一部変更について 

 

旧） 

第 17条 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日をもって終る。 

 

新） 

第 17条 本会の会計年度は毎年 10月 1日に始まり翌年 9月 30日をもって終る。 

 

７  この会則は 2019年 10月 12日から施行する。 

 

 

 

 

 

白樹会基金設立について 

 

目的 

 白樹会会則第３条にある母校の発展に寄与することを目的にし、学生や同窓生に対して教育・

研究への支援を行う。 

 

方法 

  銀行振込のみ（現金での受付は行わない。領収書は発行できません。） 


