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2013 年の新しい年を迎え、会員の皆様はどのような日々をお過ごしでしょうか。
どの新聞の見出しを見ても、「超高齢社会対応の助走地点としての 2013 年」や「団

塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目前に控えて」、「日本の高齢化は世界のトップ
レベル」と言った表現が目に入ってきます。まさに、今年度は医療と介護の課題を
解決するために、地域包括ケアの未来図を描く論争が続いてくることでしょう。一
方で、人間の生きる力や人間力、こころの健康、住み慣れた地域社会で豊かに老い

る社会（Aging in Place）への願いを込めた年明けとなりました。そして、東日本大震災から 2 年目を迎え、
真の復興年として、人々が叡智を結集する正念場の時でもあります。こうした社会の変化の中で、紅梅会役
員会は、「慶應看護 100 年記念日」を 2018 年に迎える準備を開始する年として、新しい年を迎えました。
◆慶應看護 100 年記念事業準備の事始め

会報第 97 号でもお知らせしたように、慶應看護教育は平成 30 年（2018 年）に 100 周年を迎えることに
なります。昨年 6 月 29 日、看護医療学部と紅梅会共同による「慶應看護 100 年記念事業準備委員会」が発
足致しました。記念事業として、（1）記念史の発行、（2）看護ベストプラクテイスの拠点となるセンターの
設置、（3）慶應看護史料の保存、展示等（アーカイブス化）、（4）記念式典・シンポジウム等の開催が検討
されました。

準備委員会には、紅梅会会長・副会長が出席し、記念事業を充実させるための協力内容を検討しています。
特に「慶應看護 100 年記念事業指定寄付金」の趣意書作成や手続きに関して、看護医療学部担当および財務
担当の常任理事の了解を得る必要があります。5 月の紅梅会総会の時期には、明解な回答を得ているので会
員の皆さまにはお伝えすることができると思います。今年こそ、多くの会員が総会に出席されることを、望
んでいます。
◆慶應義塾トピックス

2012 年慶應連合三田大会は、大震災を体験した塾員が心の故郷・原点に立ち返ることをテ－マに「My 
School My Home」を掲げて、好天に恵まれた日の集いが開催されました。役員会も出席する会員のために、
場所の確保が必要か否かについて検討をしています。

慶應社中の集いとして医学部・薬学部のように慶應看護の卒業生が世代を超えて参加する機会と場の準備
を試案しています。今年は、特別ステ－ジ「タカラヅカ・ドリーム」、ロンドンオリンピック・パラリンピッ
クの出場者（塾員・塾生 6 人）の式典参加、等も含めて賑わいのある大会模様が創出されていました。
◆慶應看護 100 年記念日を迎える前に

毎年1月10日の福澤諭吉先生誕生記念大会で、幼稚舎生が元気に歌う「福澤諭吉ここにあり」を聴くことは、
心地よいものです。「平等自由の世の中に独立自尊の人が住む　世界の日本つくろうと若者たちに呼びかけ
て福澤諭吉ここにあり」の一節に込められた先生の信念と意味を、慶應看護 100 年記念日を迎える準備の年
に考えたいと思います。



平成 25年度（第 70 回）

紅梅会総会のご案内

日　時

＊総会の出欠は同封の葉書で、4 月 19

日（金）までに返信し、同封の振込

用紙で 4 月 25 日（木）までに入金を

してください。

＊なお、付添の方が参加される場合の

席をご用意させていただきます。ま

た、実費（6,000 円）で付添の方の食

事のご用意も承りますので、同封の

葉書の通信欄にその旨を記載し、入

金をお願いします。

＊駐車場割引・宿泊割引があります。

直接、東京ガーデンパレスへお問い

合わせ下さい。

1 ．開会の言葉　黙祷

2 ．会長挨拶

3 ．報告事項
　　看護医療学部現状報告

　　大学病院現状報告

　　役委員会報告

4 ．審議事項

5 ．質疑応答

6 ．新旧役員挨拶

プ ロ グ ラ ム

申 し 込 み に つ い て

会場への道順は別紙を参照して下さい。

平成25年5月12日（日）
午前 10時30分 開会　午後 2 時 閉会　（午前10時開場）

東京ガーデンパレス　＜会場＞高千穂
〒 113-0034 東京都文京区湯島 1−7−5

（御茶ノ水駅より徒歩 5 分
聖橋を渡って東京医科歯科大学の裏）

℡ 03−3813−6231・6237
http://www.hotelgp-tokyo.com

8,000円

場　所

会　費

7 ．講演
　　テーマ
　　「女性のトータルヘルスケア
　　　　　　ホルモン療法 (HRT) について
　　　－更年期を健やかに過ごすために－」
　　出張訪問専門助産院
　　　　「ナイスママ　み・か・み」
　　　　　　  　70 回生　三上朱美

8 ．会員代表挨拶・乾杯
　 会 食

9 ．閉会の言葉

春が待ち遠しいこの頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今年も母の日に第70回紅梅会総会を開催いたします。
今回の講演は、紅梅会70回生の三上朱美さんに講師をお願いいたしました。三上さんは、助産師の活動を通して更

年期まで幅を広げ、女性のトータルヘルスケアをライフワークに活動されています。女性のアクティブエイジングの推
進やホルモン療法など、美しく健康に年を重ねられるように、楽しく為になるお話が伺えると思っております。

会場は昨年同様御茶ノ水「東京ガーデンパレス」です。
多くの皆さまに楽しんでいただけますよう、今年もがんばって準備しています。どうぞ、皆さまお誘い合わせの上、

ご参加いただけますようにお願い申し上げます。
（紅梅会準備委員長 84 回生　江河　都美）
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１．3 号館南棟開設後の状況　〜新病院棟建設につなげる〜
3 号館南棟は、「早期発見・早期治療～包括的な先進医療の提供と予防医学の実践～」、ワンランク上の医療技術と、

ワンランク上の医療サービスを目指し平成 24 年 8 月に開設しました。開設後は、経営目標、医療やサービスの目標を
達成するため、新たな環境、新しいサービスの提供とともに、収益向上に総力で取り組んでいます。今回は、3 階、4 階、
5 階、6 階の運用状況を報告します。

5・6 階の病棟は 57 室、室料は 50,000 円、126,000 円（2 室）、189,000 円（1 室）で、高い室料に見合った療養環境へのサー
ビスを検討し、患者に静かで気持ちのよい療養生活を送って頂くことを目標に新しいサービスを導入しました。内容は、
コンシェルジュの 365 日配置やコンビニエンスストア、スターバックスの注文販売など、病室を訪問し患者の要望に
応えています。病院食は質を高くするため、委託業者を導入し提供しています。朝食の和洋食の選択やコーヒーのサー
ビスなどを行い、献立も評判がよく、摂取量がＵＰしています。その他、室内清掃は患者の退院ごとに立体清掃を行
うなど、これまで以上に感染予防と環境に配慮しています。また、予防医療センターでの人間ドック利用者の入院な
ども行っています。こうした工夫をしていることも影響をしているのか、稼働率は 85％を超えてきています。

4 階腫瘍センター・免疫統括医療センターは、移設を機に静かな環境で治療が受けられる環境にしました。腫瘍セン
ターは治療室での外来化学療法に加えて、平成 25 年 1 月より「胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん」を対象に『がん
専門初診外来』を開設し、検査から治療計画を速やかに提示しています。免疫統括医療センターは、生物製剤治療の
増加に伴ない患者数も増加しています。

3 階予防医療センターは、看護師の他にコーディネーター（看護職）を配置し、人間ドックを受けた方に健診結果の
説明に加えてお一人お一人の健康管理をコーディネートしています。
ドックの申し込みはホームページより行えますので、ご利用下さい。
＜ http://www.hosp.keio.ac.jp/3rd-s/index.html ＞

２．新病院棟建設進捗状況
新病院棟建設は、医学部創立 100 年記念募金委員会が設置され、基本設計を行うゼネコンが選定されました。2 月に

建設準備委員会が発足し 5 年後の竣工に向けて具体的活動が始動しています。

３．文部科学省大学教育改革推進事業・看護師の人材育成システムの確立
「ジェネラリストナースの発達モデル」進捗

平成 24 年度は、「臨床指導ナース育成プログラム」と「キャリアアドバイザー養成講座」の２つの新しいプログラ
ムが始動しました。
「臨床指導ナース育成プログラム」は、高い臨床判断力に加え、教育力をあわせ持つ看護師を育成するプログラムで

す。プログラムは、教育的役割を果たす上で必要な知識を得る「講
義」と、学習した知識と技術を実践的に深める「演習」、事例研究
指導や学生実習指導の「実習」から構成されています。一年間の
プログラムが終了すると「臨床指導ナース」7 名が誕生します。
「キャリアアドバイザー養成講座」は、看護管理者や指導の役割

を担う看護師がキャリア開発支援者としての力を高めることを目
的に、ベーシック講座とアドバンス講座を設けました。ベーシック
講座は 3 コースで編成し、第 1 回は「キャリア支援とは何か」、第
2 回は自身のキャリアの棚おろしを通じて看護職のキャリア支援に
ついて考えました。第 3 回は、「コーチング」を学びスキルアップ
を目指しました。1 月にはアドバンス講座が開催されました。
http://kango-career.hosp.keio.ac.jp/

（78 回生　鎮目 美代子）

慶應義塾大学病院の
トピックス

嘱託職員募集嘱託職員募集
慶應義塾大学病院・

予防医療センター看護師
業務内容：人間ドッグに関わる業務
 内視鏡検査・健診介助・問診など
問合せ先：予防医療センター看護師採用担当
 電話：03－5363－3719（看護部事務室）
 Ｅ-mail：k-saiyo@adst.keio.ac.jp

＜「キャリアアドバイザー養成講座」の風景＞
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看護医療学部だより

2012 年度後半の看護医療学部の状況についてご報告します。

○　慶應看護 100 年記念事業の準備を進めています。

紅梅会と大学病院看護部と学部が一体になってこの記念事業を企画しています。記念事業がこれまでの貴重な
歴史を記録し、これからの慶應看護の発展につながるものになるようにと計画を進めています。募金活動など具
体的なことが決まり次第お知らせしますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

○　3 学部合同教育の中期教育をはじめて湘南藤沢キャンパスで開催しました。

医学部、薬学部と看護医療学部での医療者間連携を学ぶ合同
授業を、9 月 29 日に中期教育として湘南藤沢キャンパスで行
いました。看護医療学部は 2 年生、医学部と薬学部は 4 年生の
400 名あまりの学生が集結し、総合政策学部秋山美紀准教授に
よる「ニーズに答えるチーム医療」の講演後、患者中心のチー
ム医療についてグループワークで話し合い、チーム医療の現状
と理想について熱く議論しました。湘南藤沢キャンパスがはじ
めての学生も多く、緑いっぱいの自然豊かな環境に好印象を
もった学生も多かったようです。

詳細な様子は、WEB（http://www.nmc.keio.ac.jp/）をご覧
ください。

○　看護医療学部入試の現状分析を行っています。

看護医療学部への入学試験の方式は、一般入試、ＡＯ ( 自己推薦 ) 入試、第 2 学年学士編入学試験、内部進学
と多様です。学部完成年度後、入学後の進級実態などを目安に入試方式による比較分析を継続的に行っていま
す。その結果入試形態による差がないことを確認しています。また、ＡＯ入試に関しては、入学者の学力向上や
多様性の観点から、選抜要件に高等学校での評定平均値を組み入れた新たな方式を昨年から採用するなどの改善
を行っています。

○　学部卒業生の動態調査を行いました。

学部では 8 期 800 名を超える卒業生が出ています。卒後の実態を全体的に把握するため、動向調査を実施しま
した。ご協力ありがとうございました。

最後に、私こと、11 月 30 日、12 月 1 日に開催された第 32 回日本看護科学学会学術集会会長を務めさせてい
ただきました。大学病院看護部のご支援も頂き、多くの学部教員が力を合わせて取り組んでくれました。お陰様
で 3,300 名を超える参加者にお集まりいただき、盛会のうちに終了することができました。皆様のお力添えに心
から感謝致します。

（看護医療学部長　太田 喜久子）
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2012 年 10 月 26 日（金）、「看護におけるケアリング」をテーマに第 35 回研修会を開催いたしました。講師には、
慶應看護の大先輩（厚生女子学院 68 回生）で、現在、日本赤十字看護大学大学院研究科長をお勤めになられている
筒井真優美先生をお迎えしました。
「ケアリング」という言葉はどこかで聞いたことはあっても、それが実際にどういうものなのかイメージできない

方も多いと思います。そこで、まずは概念についてお話いただきました。「ケアリング」という概念が誕生した背景
には、ベトナム戦争やエイズ問題があり、従来の看護診断だけでは対応しきれない部分が出てきたため、1995 年にア
メリカ看護師協会が発表したそうです。

ついで、ケアリングの 3 大家、レイニンガー (Leininger)、ワトソン (Watson)、ベナー (Benner) の定義を丁寧にご
説明くださいました。レイニンガーは、ニューギニアでの調査研究を通じて「サンライズ・モデル」を構築し、「そ
の国々の文化を大事にケアする」ことの重要性を説いています。ワトソンは、「環境としての看護師」をもっとも重
視し、「水を持ってきてください」と患者さんに言われたときの接し方を例に、ご説明くださいました。ベナーは、
西海岸の人らしく、とても明るくエネルギッシュな方で、「ケアリングの実践には、看護師の技術や知識が非常に重
要な要素である」としています。なお、慶應看護師の発達モデルは、このべナーのモデルをベースにつくられている
のは、ご承知のとおりです。筒井先生のユーモアたっぷりのお話をお聞きしたことで、これまで理論を取り扱った書
籍の中の存在であった 3 名の偉大な理論家が、どこか親近感のある存在となった気がしました。

そして、ケアリングはケアの実践者である看護師にとって非常に大切な概念であることを、実習や職場での例を挙
げてお話しされました。上司や組織から自分が大事にされている、愛されてい
ると感じることで、自分も人や組織を大切にしようとするようになるプロセス
をご説明くださいました。今回のテーマである「ケアリング」は患者さんに対
してのケアだけでなく、日々一生懸命働いている私たち看護師へのケアという
意味でも、非常に有意義な講演でした。

最後になりましたが、講師をお引き受けいただきました筒井先生、ご参加く
ださいました 49 名の皆さま、広報活動にご協力くださった皆さまに、この場
をお借りして厚く御礼申し上げます。

（学 3 回生　矢坂 泰介・ 短 6 回生・学 3 回生　水口 由美）

第35回紅梅会研修会
報　告

「心温まる演奏とプレゼントを看護医療学部のサンタたちがお届けします！」
クリスマスソングが流れ、イルミネーションがきれいな 12 月。そんななか、病院でクリスマスを迎えられている患

者さん、普段とは違う場所でのクリスマスでちょっと寂しい思いをされている患者さん。その患者さんたちのために
何か出来ないだろうか。そんな思いをもった慶應義塾看護短期大学の有志学生によって 1997 年にはじめられたサンタ
企画。その後、看護医療学部においても先輩の思いを引き継ぎ、2012 年度、16 回目の企画を 12 月 22 日に行いました。

このサンタ企画は、慶應義塾大学の公認団体として活動しています。当日は、看護医療学部の学生が実行委員を努
めます。学生はかわいいサンタ服やおかしなトナカイの格好に身を包み、笑顔と一緒に、病棟では手作りのクリスマ
スカードや小さなリースのようなものを配り、外来では手話や合唱など工夫を凝らした演奏をしました。そして、恒
例となっている音楽団体学生による生演奏。慶應義塾大学で活動している音楽団体（今年は 7 団体）が、病棟一つ一
つをまわり、患者さん、家族の目の前でクリスマスソングなどを演奏しました。楽器演奏やコーラス、クラッシック
やジャズなど音楽のジャンルもいろいろでした。患者さん、家族の方は、この素晴らしい生演奏を楽しみにしてくだ
さっていました。中には心温まる演奏を聴いて涙を流す方もいらっしゃいました。

2012 年度は、授業の都合上、看護医療学部学生の実行委員が少なくなったため、医学部・薬学部生にも声をかけ 3
学部での開催としました。また、例年と比べ短い時間での演奏として実行しました。実行委員や音楽団体の方々から
は、楽しかった、ぜひ来年も参加したいとの声がありました。患者さんの涙を見てもらい泣きしそうになったと言う
学生もいました。

企画委員や実行委員のメンバーは、患者さんの笑顔を見たいという一心で、忙
しい勉強の合間をぬって企画・運営をしてきました。患者さんだけでなく、病院
側のスタッフの方々からも毎年楽しみにしているというような言葉をいただきま
した。この企画を楽しみにしてくださる方々のためにも今後もより良い形を目指
して続け、次世代へと引き継いでまいります。最後になりましたが、協力してく
ださいました病院の看護部、事務の方々、先生方に心より御礼申し上げます。

（2012 年度サンタ企画実行委員会代表　渡辺 早穂子）

学部生の活動
ーサンタ企画報告ー
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活躍する同窓生

日本看護協会長表彰を受けて	 　66回生　大屋　知子

ICCN国際がん看護学会に参加して	 　短12回生　森　明子

看護職が関わる場は、医療現場のみならず企業や地域社会における保健福祉分野など多岐に渡り、紅
梅会会員の方々も、スペシャリストあるいはジェネラリストとして、様々な分野で活躍されています。
今回は、長年の看護への功績により「日本看護協会賞」を受賞された方とがん看護専門看護師として活
躍されている方をご紹介します。

看護短大を卒業後、慶應義塾大学病院での 5 年間の病棟勤務を経てから北里大学大学院修士課程でがん看護
学を学び、現在は神奈川県内の病院でがん看護専門看護師として勤務しています。2012 年 9 月、チェコ共和
国プラハ市内で開催された ICCN 国際がん看護学会に参加致しました。国際がん看護学会は約 1 年半毎に世界
各地で開催されます。今回はプラハで開催とのことで「一度はヨーロッパに行ってみたい」という動機からの
参加でした。実は英語はほとんど分からないのですが、休暇を兼ねて楽しんできました。 プラハはとても美
しい街で、学会会場のホテルから少し歩けば歴史的な風情溢れる街並みに出会えます。学会の合間に街を散策
しながらお土産を探したり、観光名所を巡ったり…、遊びに行ったことばかり思い出してしまいます。肝心の
学会では、がんと共に地域で生活する患者さんへのサポートや、そのシステム作り等に関する研究発表が多く
見られました。また、毎日お昼にはランチョンセミナーが開かれたのですが、“Live Strong!”というセミナー
での「患者さんも私達もみんな、“がん”というスティグマ（烙印）を捨てて強く生きましょう！」との大変
パワフルな公演が印象的でした。驚いたのはポスター展では日本からの発表がとても多かったことです。会場
には日本人の方がちらほらいらしたので、英語が分からなくても安心して参加
することができました。そして偶然にも看護短大の恩師である茶園美香先生に
会場でお会いし、この原稿を書かせていただく運びとなりました。茶園先生に
は短大時代だけでなく、がん看護を学ぶという進路を決めるにあたり大変お世
話になりました。がん看護に携わることで得られた多くの方々との出会いや繋
がりがあることをあらためて感じ、感謝しつつ学会参加の旅を終えました。

世代を
つなぐ

　　　 「Link age」

厚生女子学院を卒業していつの間にか今年で 40 年たってしまいました。信濃町で過ごし
た 3 年間は 40 年たっても思い出す事が沢山あり、青春の多感な時期の貴重な時間だったと
思います。昨年 12 月に 66 回生の同窓会がありました。久しく会っていない同窓生なのに
会うと、不思議なもので昔に返って時間を忘れて話がはずみました。

私ごとで恐縮ですが、昨年 2 月でＪＲ東日本を退職いたしました。国鉄から含めると 32
年間、保健師として社員の健康管理業務に携わってきました。さらに日本看護協会から平

成 24 年 6 月の通常総会に会長表彰をいただきました。しばらく看護協会の活動から離れていた私には、突然
のお話に戸惑っていましたが一緒に頂いた方と「長い間真面目に協会費を払ってきたからとあり難く頂きま
しょう」と笑いながらお話しました。平成 24 年は私にとっては忘れられない年になりました。看護協会との
関わりは以前に東京都看護協会で南部地区支部長をさせていただきました。企業の健康管理部門で保健師とし
ての業務ばかりしていた私には、他の医療機関で働く看護師、助産師、地域の保健師の方々との関わりはとて
も新鮮で興味ぶかく、それぞれの場所での問題や現状をいろいろ話し合いました。会議や行事が終わった後は
食事とおしゃべりなど。看護協会 20 周年イベント開催など苦労したこともありましたが、沢山の仲間と楽し
く活動できた事を思い出しました。看護協会活動で自分自身の視野が広がったことや沢山の仲間と出会えたこ
とに感謝しております。後輩の方々の今後の活躍に期待しております。

厚生女子学院を卒業して看護師、保健師として働き、結婚、出産、子育てなど周囲の協力を得てなんとか仕
事を継続してきました。現在も常勤で保健師として、若い社員と楽しく働いています。健康で働けることに感
謝しお役にたつことがあれば今後もがんばりたいと思っています。　　　　　　

※日本看護協会長表彰とは、会員歴が 20 年以上で、協会役員・委員として貢献された方、また、
看護業務に顕著な功績のある方を都道府県看護協会が推薦し、日本看護協会が表彰しています。

�



師走に入った平成 24 年 12 月 7 日、私たち厚生女子学院 66 回生は今話題の東京駅ステーションホテルで同期会を
開きました。

この 20 年、5 年に 1 回開いてきた同期会ですが今回は節目の会になりました。それは、昭和 45 年に入学し 48 年
3 月に卒業、それぞれの場所でそれぞれの道を歩き始めて今年の 3 月で 40 年を迎えることになるからです。そして
みんな、なんと還暦を迎えました。

当日、北は青森、南は鹿児島、東は八丈島から 34 名の懐かしい顔が集まりました。そして担任をしていただいた
大橋優美子先生（39 回生）がお忙しい中ご出席くださいました。大橋先生は今も現役で看護教育に携わっておられ
るとのこと。ごあいさつでは看護教育への変わることない情熱をお話しくださいました。近況報告は、昨年の大震
災を職場で遭遇し津波や避難を患者さんとともに切り抜けてきた大槻礼子さん（旧姓菊地）の貴重な体験、慶應病
院の看護部長として長年激務をこなしてきた木村チヅ子さん、そのほか幸運にも近況報告のくじを引き当てた 8 名
が今までそして今を、あふれる思いを込めて話してくれました。

本来なら参加した誰もが今までを語り、またみんながそれを聞きたかったと思います。でも残念ながら決められ
た時間の中ではそれができません。そこで事前に【私の人生いろいろ女もいろいろ】のテーマで近況などを記入し
てもらい冊子を作成しました。この冊子を当日お渡しし、欠席の方には後日郵送することにしました。

懐かしい時間はあっという間に過ぎ次回の幹事を神奈川の方々にお願
いし、みんなで「今日の日はさようなら」を歌いまた会うことを約束し
ました。最後に紅梅会副会長の茶園美香さんの閉会のあいさつがあり、
和やかで懐かしい会は終了しました。

10 代後半から 20 代への多感な時期に信濃町で同じ時を過ごしたこと
で、40 年以上たってもすぐに笑顔でうちとけあえ、ライトアップされた
東京駅とともに思い出に残る一夜になりました。

同窓会情報	 66回生　正木　悦子

TOPICSTOPICS 同窓生情報

会員名簿について
平成 24 年 5 月の第 69 回紅梅会総会において今年度の事業計画の一つとして、会員名簿を発行することが出

席者の大多数の賛同により決定されました。藤村会長より名簿作成に当たる名簿委員 4 名が招集され、メンバー
は橋本美智子（54 回生）、大屋知子（66 回生）、伊澤由香（短 7 回生）、荒武嘉子（学 1 回生）です。平成 25
年 1 月に藤村会長、茶園副会長、事務局浅田さんと委員 4 名で第 1 回委員会を行いました。会長より基本方針
を伺い、出版社についての説明を受けた後、会員名簿の構成や発行までの業務の確認を行いました。

発行予定は平成 26 年 5 月です。会員の皆様のお手元に、現況をご記入いただく連絡のはがきを平成 25 年 7
月頃にお届けすることになりました。はがきの返送を紅梅会事務局までいただけますようよろしくお願いいた
します。7000 名を超える会員の方々の現況をより正確に把握できればと願っております。委員一同、紅梅会
会員相互の交流、支援がよりスムーズに進められる会員名簿になるよう努力いたしますので、皆様のご協力を
お願いいたします。

（紅梅会名簿委員長　54 回生　橋本 美智子）
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訃 報

15回生　　秋山　外子（旧姓中波）　　　平成24年 4 月16日

22回生　　鈴木　　琴（旧姓佐藤）　　　平成24年12月30日

25回生　　菊地　幸子（旧姓菊地）　　　平成24年 6 月23日

33回生　　秋山　澄枝（旧姓小高）　　　平成24年12月24日

39回生　　米倉　敦子（旧姓伊藤）　　　平成24年11月 7 日

46回生　　今井登美江（旧姓武間）　　　平成24年 7 月30日

84回生　　原　　真幸　　　　　　　　平成24年12月24日

編　集　後　記

東日本大震災発生から 2 年がたちました。震災の経験から必要性を感じた会員名簿の作成のため、名簿
委員会のメンバーが決定し発行にむけた活動を開始しました。今後も紅梅会の活動の情報発信と、会員の
みなさま方との架け橋となるような、会報作りに取り組んでいきたいと考えております。どうぞ、みなさ
まからの会報に関するご意見、ご要望をお寄せ下さい。

編集委員　石橋 由紀子

※ご連絡は紅梅会事務局へ

紅梅会会報誌広告掲載募集

広告料金

紅梅会会員にとってより身近な医療・看護関連の広告を
募集しています。
この会報（広告）は 3000 名を超す紅梅会会員に届けられ、
紅梅会のホームページにも 1 年間掲載されます。

紅梅会会員にとってより身近な医療・看護関連の広告を
募集しています。
この会報（広告）は 3000 名を超す紅梅会会員に届けられ、
紅梅会のホームページにも 1 年間掲載されます。

広告サイズ 紅梅会会員の
運営する団体 その他の団体

1 枠 （5.5㎝× 9.0㎝ ） 5,000 円 10,000 円
2 枠 （5.5㎝× 18.0㎝ ） 10,000 円 20,000 円

「活躍する同窓生」原稿募集

同窓会やクラス会のご紹介の原稿を募集しておりま
す。開催した時の様子をお知らせ下さい。

また、「活躍する同窓生」では会員のみなさまがご活
躍されている様子を掲載させていただいておりますが、
ぜひ、原稿をお寄せ下さい。

寄稿して下さる方は、紅梅会事務局までご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。

紅 梅 会 事 務 局 よ り

平成 13 年 4 月から、特選塾員規約の一部変更により、厚生女子学院卒業生の方も特選塾員となることが
できるようになり、今までに 239 名の方が紅梅会推薦により特選塾員となられました。塾員であるというこ
とは慶應義塾卒業生のメンバーとして塾員間の交流ができるようになり、多彩なメンバーとの交流もできる
ようになります。

紅梅会推薦として手続きいたしますので、ご希望の方は「氏名・ふりがな・生年月日・現住所・電話番号・
勤務先・回生または卒業年月」を明記して、紅梅会事務局に郵送またはファックスでお送り下さい（8 月 31
日締め切り）。

今回申込みをされた方は 11 月末頃の決定通知となります。なお不明なことは紅梅会事務局にお問い合わ
せください。

事務局
　 在室時間

紅梅会は皆さまの会費で運営されております。振込用紙を同封しておりますので、総会参加と合わせて会
費納入をお願いいたします。また住所・氏名等に変更があった場合は、必ず事務局までご一報下さい。事務
局は原則として下記の日時に開けておりますが、諸事情により不在のこともございますので、あらかじめご
了承下さい。なお、不在の場合は留守番電話に、回生、お名前、用件をお残しください。

浅田　頼子（68回生）

会報はゆうメールでお届けしていますお知らせ

平成 25 年度前期「特選塾員推薦」受付中

直通電話・FAX：03－3341－8116
月・木曜日　13時〜17時（時間が変更になりました）
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