穴吹学園同窓会

城見会会報
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GO! GO! ANABUKI

会員の皆様、その後お元気ですか？

経営情報科卒
会長

第２期生

熊谷 成則

卒業生の皆様、いかがお過ごしですか？
城見会は発足から節目の１５年目を迎え、本
年３月からは新たに穴吹ビューティ専門学校
の卒業生も加わり、会員４０００名余りのの
大組織に発展しております。
城見会の活動として、平成１１年度より奨
学金制度を導入・運用して参りました。
家庭の事情等により学費の支払いが困難な学
生に対して、役員と面接の上、無利子で貸し出
しております。
また、在校生のクラブ活動が活発で、本年も
バレー部の男子・女子が共に全国大会出場と
いう輝かしい成績をあげています。当会では、

総会・懇親会へ
行こう！

遠征費等の補助という形で応援させていただ
きました。このような活動は今後とも続けて
いきたいと考えております。
今後も城見会を発展させるため、より良い
会になるよう努力して参りますので会員の皆
様のご協力をお願いします。
具体的には、総会や懇親会に積極的に参加
していただき意見、アドバイスを下さればあ
りがたいです。
最後になりましたが、皆様のご健康とます
ますのご活躍をお祈りいたします。

Specials 2
卒業生紹介

穴吹コンピュータ専門学校
穴吹国際ビジネス専門学校
校長

古田 博保
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能力が発達をとげました。しかし、一方では、
情報化・国際化の未成熟も否定できない事実
です。
「コンピュータ」
「国際ビジネス」を校名
として冠する本校は、このひずみを乗り越え、
真に国際社会に役立つ「コンピュータ」
「国際
ビジネス」を身に付けていく教育の必要性を
痛感しています。２１世紀に加えなくてはな
らないものは、人間化の観点ではないでしょ
うか。情報化・国際化・人間化こそ、２１世紀の
指標でなければなりません。
市役所の窓口で働く人が、お年寄りが尋ね
てこられた時、
「それは私の係ではありません
から」とはねつけるより、手をとってその課の
窓口まで案内し、
「おばあちゃん、ここで手続
きなさって下さい」と言った方がよほど人間
的と言えましょう。穴吹の卒業生は、どんな職
場であろうとも、このような人間化の観点を
大切にしてほしいと思います。

穴吹学園の今を知る

ANABUKI COLLEGE NOW
Specials 4
懐かしの先生を追跡！

津守慎二先生のその後
CONTENTS

穴吹ビューティ専門学校 第１期生卒業

穴吹ビューティ専門学校
校長
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門田 周一郎
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平成１５年４月に開校しました、穴吹ビュ
ーティ専門学校の第１期生が、今年３月に卒
業し、
「城見会」
に入会致しました。従いまして、
平成１７年度から「城見会」は穴吹学園福山３
校の同窓会として一段と発展した組織として
スタートする節目の年でもあります。振り返
ってみれば、平成元年に穴吹コンピュータ専
門学校並びに穴吹国際ビジネス専門学校が東
町に呱々の声を上げて以来、躍進の一途をた
どって参りました。これも卒業生の皆さんの
ご活躍とご支援のおかげであると心から感謝
しております。
母校の教育活動を後援してくださる団体に、
一般的にはＰＴＡと同窓会があります。とり
わけ同窓会は、母校が存続する限り、永遠に会

前原輝彰さん

穴吹学園で活躍する卒業生

人間化の観点を大切に。
今年は、専修学校制度が制定されて、３０周
年の記念すべき年にあたります。広島県にお
いても７月１７日に広島郵便貯金ホールにお
いて「やりたい仕事で生きてゆく！ここから
進もう私の未来」というタイトル記念行事が
行われました。
今、世界は急激に変化しつつあります。わが
国の教育改革もすすみ、高等教育機関の一つ
である専門学校の存在が大きく脚光を浴びて
きています。旧来の学歴社会が見直され、どこ
の学校を卒業したかより、
その学校で何を学び、
どのような資格を取得し、社会に出てどんな
働きができるかが、大きく問われる時代にな
ってきています。
このような中にあって、穴吹カレッジ卒業
生の皆様が各界でご活躍になっている姿を見
るにつけ、母校校長として大変喜んでいます。
２０世紀は、
情報化・国際化の時代と呼ばれ、
確かにコンピュータ技術や、国際的ビジネス

天野博士さん

員が増えていき、母校とは切り離すことので
きない密接な関係を持つ団体です。卒業生の
皆さんの社会における活躍、
業績、
努力、
貢献が、
そのまま母校の社会的評価を形成します。
幸いにして、この雇用情勢の混迷している
時代においても、穴吹学園の就職率は高い水
準を維持し続けています。現在、福山３校の卒
業生総数は４０００名を越え、その多くが企
業や地域社会に貢献し信頼を得て、
「穴吹学園」
の名を高めてくれているたまものと、改めて
謝意を表したいと思います。
終わりに、母校への熱き思いを抱いてご活
躍の卒業生の皆さんの更なるご活躍と、
「城見
会」の益々のご発展を祈念して、ご挨拶と致し
ます。

表紙裏話
皆さんご存知の穴吹学
園入り口です。数年前通
っていた学校に足を踏
み入れると、タイムスリ
ップした気分になりま
す。気分だけでなく年齢
も若返ると良いのにね。

Greetings 会長・校長あいさつ
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わんわんクラブのご案内

11

これで分かる！！あなたは何期生？

12

What ? 城見会

12

はかせとブッキーが行く 穴吹探検隊

13

知っ得 ビジねす知識の壺

14

第１２期 城見会 決算報告

15

第１３期 城見会 会計予算（案）

16

Information （個人情報の取り組みについて

他）
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Specials 1

GO! GO! ANABUKI
おいしく穴吹を食す！

毎年８月に開催されている、総会と懇親会。皆さん
は参加したことありますか？ 「総会」と聞くとな
ーんか堅苦しいような感じがしますが、そんな事
はないんですよ。古い卒業生の方から昨年卒業し

皆さん良い笑
顔
て良かったね ♪ や っ ぱ り 穴 吹 時 代 っ
。この日をキ
ッカケに友達
の輪が強まっ
て、連絡取り
合う仲に。

元担任の先
生は、今の仕
事で大変な
や悩みなど
こと
、卒業しても
相談
れます。学生
時代が良かっ にのってく
たなぁ。

、お 腹
食 べ たり で
、飲 ん だ り
ぁ！」
は
な
で
た
会
っ
親
な
懇
「立派に
！
い
ぱ
っ
もい
。
一安心です
と先生方も

す。
優しい目で卒業生を迎えま
福島先生、
ちも学生時代に
生た
卒業
、
生に
な先
そん
ととき。
戻ってしまう･･･といったひ

総 会 で は 、真 面 目
な 時 間 も あ り ま す。
城
見会の現状を知り
、今後についてみん
な
で考える場。それが
総会です。

先生 のお 茶目 ぶり は今 でも
健在 ！そ ん
な姿を見て、卒業生のみなさん
が口をそ
ろえて「変わってないね、先生
。」

の
来る 〜
なが るで
みん
と
っ
ま

ひとと
と 楽 し い の近
間
仲
の
クラス
やお互い
懐 か し い ます。思い出話
せ
。
きを過ご
ませんね
話は尽き
況など、

たばかりの方まで、幅広い年齢層の方々が集まり、
楽しくワイワイやる場。それが「総会・懇親会」なん
です。今年は是非、穴吹へ行ってみよう！
子供がいる人は、是非一緒に来て下さいネ。

そ こ に あ る の は「 懐 か し さ 」
食事と飲み物を準備しています。
懇親会費は1,000円です。

くるま
最寄りの有料駐車場を利用して下さい。
学校への駐車はできません。

３階の学生ホール
では、先生と卒業
生の
談話がいたるとこ
ろで展開されてま
す。
お酒も入って楽し
さ倍増！
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同じクラスだった人たちと連絡を取り
合って、当日集合する。そんな参加の仕
方が一番楽しい時間を過ごせます。

旧友で
会う機会がない
普段はなかなか
年ぶり
５
は
に
中
。
る
会え
した。
す が 、こ の 日 は
ま
い
ゃ
し
もいらっ
に会った方たち

︒
ぅて
やぁ
う
友達誘
いこ ぉ︒
の
穴吹

懇親会

お申込みは
今すぐ メール か 返信ハガキ にて
お問い合わせ

同窓会事務局

担当

奥田・佐藤

送信メール内容

携帯で
カ

総会・懇親会の最大の目的は、旧友との再会なのです。
ッ！
ャ
シ
会
レス
城見 ailアド ド
ー
E‑M ＱＲコ
取得

件名
出席確認
本文
・期（P12参照）
・コース名
・お名前
・参加 or 不参加

084-926-5770
shiromikai@anabuki-net.ne.jp
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天野さん

Specials 2

穴吹学園卒業生の天野さんと前原さん。お二人は、わたしたちの
母校「穴吹学園」で活躍されています。どんな感じで仕事をされてい
るのか、いくつか質問をしてみました。

卒業生紹介

■穴吹学園で働くようになったキッカケは？

今回の紹介は
第３期生
第12期生

前原さん

天野博士さん
前原輝彰さん

「私は、以前プログラマの職種で働いていましたが、毎日毎日コ
ンピュータに向かう日々だったんです。仕事には不満は無かったん
ですが、その状況にふと疑問を感じ『もっと人と関わる仕事がした
い』と思うようになったんです。次の会社を決めないまま退職しま
した。そういう状況でタイミング良く、穴吹学園の前々副校長に声
をかけていただき、それがキッカケで先生をする事になりました。」
「専門学校を卒業後、地元のアパレル関連会社に就職しました。
そこでは自分の能力を活かせる仕事が出来ていたのですが、頑張り
過ぎたのでしょうか、ある時体調を崩していまい、治療に専念する
為に退職しました。しばらくして、専門学校時代の担任である天野
先生に声をかけていただき、現在に至ります。」

■母校で働いてみてどうですか？
「そうですね･･･最初は自分が先生と呼ばれる事に違和感を感じ
ましたね。学生達から呼ばれる事より、以前私がお世話になってい
た先生方から「先生」と呼ばれる事に、くすぐったい気持ちになった
事をハッキリ覚えています。人に物事を教える仕事は、責任も重大
です。自分自身が不完全な人間で、まだ未熟な部分が多々あるので、
なかなか先生という職業に自信が持てませんでした。最初の４年間
は、学生達に教えるよりも教わった事の方が多かった。そういう点
でも初めて担任をさせてもらったクラスの学生達には、本当に感謝
しています。現在、８年間穴吹学園にお世話になっていますが、最近
やっと「教育する」という事がどういう事なのか、見えてきたと思い
ます。人の力で人の力を育てる事に、大きな喜びを感じている今日
このごろです。３２歳になりましたが、いつも１８〜２０歳の学生
達と一緒に過ごしているので、内面は年を取らず若いままで、その
点は先生っていいですよ。」
「最初は多くの先生に囲まれて、何でここに居るんだろう？と
いう感じでしたが、それもすぐに無くなりました。
「先生」は、人に物
を教えるといった難しさもありますが、同時に「やりがい」のある仕
事だと思います。今後は、学生と歳が近いという事もあり、常に学生
の意見を取り入れた、授業、行事を行っていきたいです。」

■これからの目標はありますか？

学生
聞い さん
てみ に
た。

Q

ＣＧ・Ｗｅｂデザインコースの学生達と一緒に♪

天野先生ってどんな先生？

Ａさん「天野先生はいつも笑顔。すごい親バカで、子供の事を話す時は
ニタニタしてますヨ。」
Ｂさん「それと授業で話してくれるエピソードが命懸けの内容が多くて
とても面白い！（笑）」
Ａさん「こないだの授業では、チャック全開でした･･･。」
Ｂさん「現役でデザイナーをやってるので、デザインのアドバイスはと
っても私たちのためになりますネ。」
Ａさん「クラスのみんなをいつでも大切にしてくれる先生です。」

Q

前原先生ってどんな先生？

Ｄさん「課題で使う写真がユニークで面白い♪」
Ｃさん「授業中のギャグは、よく滑ってます（笑）」
Ｄさん「そうよねー、冗談に乗ってあげないと悲しそうな顔するし。明
るい雰囲気で授業できて楽しいですよ。」
Ｃさん「あと年齢が私たちに近いので、相談しやすいです。」
Ｄさん「いつも一生懸命って感じが伝わってくる先生です。」
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穴吹歴

年

平成5年 3月 情報処理科卒業
平成5年 4月 ソフトウェア開発会社入社
平成9年11月 穴吹学園入社
現在の仕事内容
●CG･Webデザインコース２年 担任
●Illustrator実習
●Photoshop実習
●映像編集
●グラフィックデザイン

前原輝彰さん(23)
平成12年 3月 コンピュータグラフィックスコース卒業
平成12年 4月 服飾関連企業入社
平成16年 9月 穴吹学園入社
現在の仕事内容
●CG、ゲームデザインコース１年 担任
●3DCG実習
●Photoshop実習
●WEBデザイン実習

「今年初めて担任を持ったのですが、今のクラスの学生達を無
事卒業させる事！ただ卒業するだけで無く『全員希望の職に就く』
これも同時に達成したいです。その為にも自分自身が多くの知識を
身に付け、スキルアップしていきたいですね。」

■卒業生にひとことお願いします。

Ｃさん「前原先生の口癖は たちまち でみんなから たちまち先生 って
呼ばれてます。」
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「年を重ねる毎に、教える力とノウハウが身に付いてきて、やっ
と自信が持てる状況になってきました。これからは、とにかく学生
一人一人の満足度を上げて、笑顔で天野クラスを巣立って行っても
らうこと、それが目標です。そのためにも早期に内定が取れる実力
と自信を身につけさせることですね。個人的な目標は、英国ライト
ウェイトオープンスポーツカーを手に入れる事です（笑）」

天野博士さん(32)

「私と同期だった皆さん、元気にしていますか？全ての卒業生
の皆さん、卒業後の調子はどうですか？世の中には２種類の人間が
います。
『実行に移す人と、そうでない人』 いつでも前者でありた
いですね！ひとまず、懇親会に行きましょう！」
「卒業生の皆さん、専門学校で過ごした思い出は色褪せて無い
ですか!?仕事帰りや休みの日、担任の先生やお世話になった先生に
会いに行ってはどうでしょうか。在学中には聞けなかった、あんな
話やこんな話が聞けるかもしれません。そんなキッカケに、まずは
懇親会へ！」

HomeRoom vol.5
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穴吹学園の今を知る
税理士コース

情報システムコース

ネットワークセキュリティコース

情報ビジネスコース

CG・Webデザインコース

ゲームデザインコース

グラフィックデザインコース

マンガコース

建築士コース

インテリア・雑貨デザインコース

３年制

２年制

２年制

３年制

３年制

２年制

２年制

２年制

２年制

将来、コンピュータ業界へ就職を目指すために、１年次はコンピュ
ータの基礎知識を学びます。２年次は自分の進路に合わせた専攻を
選択。ITライセンス専攻、Webエンジニア専攻、アプリケーション
専攻からひとつ選びます。
外部からの攻撃に強いセキュリティシステムを構築するための知識
として、ネットワーク技術を中心にセキュリティの基礎から応用ま
で幅広く学習。これからの企業に欠かせないセキュリティエンジニ
アを育成します。
コンピュータの基礎知識・アプリケーションソフトの操作などを学
んだ上で、情報・事務系など様々な分野でマルチに活躍できる力を
身につけるためのカリキュラムを構成。ITビジネス社会に即対応で
きる人材を目指します。

税理士上級コース

会計士コース

総合ビジネスコース

ビジネスライセンスコース
デザインツールとしてのコンピュータ操作と、デザイナーとしての
技術や感性を培います。また、３DCGやキャラクターデザイン、映
像制作も学び、DTPやWebデザイナーなどを目指します。

公務員コース
ゲーム制作の基本となるグラフィックについて基礎から学び、３
DCGを中心とした映像や、Web制作などを身につけ、独創性と応用
力を持ったゲームクリエーターを目指します。

公務員ビジネスコース
グラフィックの基礎知識、表現方法、テクニックなどを養い、デザ
イナーとしての感性を磨きます。広い視野と柔軟な発想ができるグ
ラフィックデザイナーを目指します。

ホテル・ブライダルコース
シナリオや背景作画の基礎はもちろん、印刷物に掲載するビジネス
まんがや、イラスト・カット制作さらにまんがのデジタルテクニッ
クを学び、将来、まんが家や印刷業界で活躍できる人材を目指します。

ペットビジネスコース
２級建築士を取得するための専門知識と応用技術を学び、さらに、
製図やCADといった実践技術も身につけ、全体を統括できる設計技
術者、建築士を目指します。
インテリアコーディネーターを取得し、インテリアプランニングと
スペースプランニングを２つの柱として学びます。快適な空間づくり、
さらに庭のガーデニングなど室内から室外までをトータルに考えら
れる人材を目指します。

保育福祉コース

福祉医療事務コース

美容学科

トータルコーディネート学科
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２年制

２年制

カット、ヘアスタイリング、カラーリングをはじめ、ヘアに関するあらゆる
知識と最新テクニックを身につける学科。美に関しての高い技術とセンスを
持ったスペシャリストを養成します。また、総合美容の観点から、メイク、
ネイル、エステティック、カラーについても幅広く学びます。

メイクアップ、エステティック、ネイルケア、カラー・ファッショ
ンなど各分野での幅広い専門知識、技術を学びます。新しい美をト
ータルに演出できるスペシャリストを目指します。

医療情報コース

メディカルケアコース

２年制

１年制

１年次に税理士受験資格の取得を目指し、２年次より税理士試験の
ための学習を始めます。そして上級コース（１年課程）と組合わせ
ることにより、３年間で税理士試験完全合格を目指します。

税理士試験の受験資格を持っている方を対象に効率よく税理士試験
合格を目指すコースです。個人にあったカリキュラムを作成し、そ
れに添って学習を進めて行きます。

３年制

ビジネス資格の最高峰とされる公認会計士。１年次は日商簿記１級
合格までを学習。２年次より、全国実績Ｎｏ．１「資格の学校TAC」
の公認会計士育成講座により３年間の在学中に公認会計士試験合格
を目指します。

２年制

ビジネス社会で活躍するために必要な基礎知識を総合的に身につけ、
商品知識・ディスプレイ・販売戦略・企画広報・スポーツビジネス
など実践的・専門的に学び、ビジネスの多様なニーズに対応できる
人材を目指します。

２年制

ライセンス（資格）は、これからのビジネス社会にとって必要不可
欠なもの。自分の取りたいライセンスに挑戦できるよう、専攻選択
制を導入し、将来、事務職に就くための自分だけの「夢実現」カリ
キュラムで学びます。

１年制

公務員試験の短期合格を目指します。過去の出題傾向を徹底的に分
析した短期集中の効率的なカリキュラムと、きめ細やかな個人指導で、
教養試験対策、面接対策やビジネスマナーなどを身につけ、即戦力
の公務員を育成します。

２年制

２年制

２年制

３年制

２年制

２年制

２年制

公務員試験の出題傾向にそった適切なポイントの絞込みと着実な学
習で合格へと導きます。ビジネス実務や社会人としての教養を身に
つけ２年間で確実な公務員の合格を目指します。
シティホテルやリゾートホテル、ブライダル会場の実習を通じて、
正しい接客サービスなど実践的に学び、社会に出てすぐ役立つ知識
や能力を身につけます。将来のホテルスタッフ、ブライダルコーデ
ィネーターを目指します。
１年次ではトリマー、動物看護、家庭犬のしつけ等のペットビジネ
スに関する知識、技能を総合的に学び、２年次には「トリマー専攻」
「動物看護師専攻」「しつけインストラクター専攻」「ペット福祉
専攻」の各専攻にわかれ、より実践的・専門的に学びペット業界の
第一線で活躍できるスペシャリストを目指します。
近畿大学九州短期大学との併修により、保育士と幼稚園教諭、社会
福祉主事（任用）資格を卒業と同時に取得し、保育・福祉の現場で
即戦力となる人材を目指します。

病院・福祉施設での対応、保険請求、医療会計などあらゆる医療事
務業務をこなすスペシャリストを目指します。

医療事務知識とパソコン能力、ビジネスマナーと事務処理能力をバ
ランスよく身につけ、幅広い事務職に対応できる人材を目指します。

「介護」と「医療」と「健康」のサポーターとなる、介護のホーム
ヘルパー、医療のリハビリ助手、健康のリフレクソロジストを目指
します。高齢者や障害者だけでなく社会全体で「心」と「体」の健
康を支える人材を育成します。

HomeRoom vol.5
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［インタビュア］

松井久美さん

津守先生

「今日は穴吹ビューティ専門学校にお勤めの津守
先生にお話を伺いたいと思います。津守先生お
はようございます。」
「おはようございます。」
「今日は城見会の会報インタビューという事で、
先生の近況を教えていただけますか？」
「３年前から穴吹ビューティ専門学校にいます。
イトーヨーカ堂が近くなって、自転車でよく行
きます。」
「食べてばっかりじゃダメですよ、アハハ。他に
何かニュースはないんですか？」

1

「なんだろう…あ、そうそう。この前女子のバレ
ー部が初優勝した時に感動のあまりお腹を壊し
てしまいました（笑）。現在うどん人生が続い
ています。」
「お子さんも大きくなられたんですか？」
「そうですね。上の子が３年生と下の子が１年生
になりました。先日は子供を連れて、野球観戦
に行ってきました。今の楽しみは子供とキャッ
チボールをする事です。」
「ちょっと話題を変えまして、津守先生は２期生
の時から勤務されてますが、穴吹学園での忘れ
られない思い出はありますか？」
「思い出ねぇ…いろいろあるなぁ…」
「その中でも一番の思い出は？」

2

『やる時はやる！
！』
で頑張りましょう。

「よく覚えている思い出は３つあります。まず１
つ目は、初めて学園祭を学生と一緒にやった事。
次に、学園祭でコンサートをやった事。３つ目は、
バレーで全国大会に行った事。」
「何で私が出てこないんですか？」
「出てこないね。」
「じゃもういいです。次の質問をします。今後の
目標はなんですか？」
「今後の目標…穴吹の学校が日本一の学校と言わ
れるように頑張りたいです。」
「すばらしい目標ですね。それでは、次の質問を
します。それでは卒業生達へ伝えたい事をお願
いします。」

Specials 4
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「穴吹も学生も多くなり、同窓会（城見会）も大
きくなりました。穴吹グループの中で、同窓会
を卒業生が中心に運営しているのは、福山だけ
です。私は誇りに思っています。今後も同窓会（城
見会）の発展を祈っています。」
「では、最後に卒業生へ『タメになる一言』をお
願いします。」

3

Photo

「『やる時はやる！！』で頑張りましょう。いつ
でも遊びに来てください。」

1. 教務室にて。真面目に仕事をする姿も。

「それでは、ありがとうございました。」

3. 津守先生と言えば穴吹祭！その勢いは衰え知らず！

2. 教務の先生と。楽しく仕事をやってるんですね！津守先生。

HomeRoom vol.5
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自分が何期生だったのか？卒業して数年経つと分からなくなって
しまいますよね。ここでは、あなたが何期生だったのか、すぐに
把握できるように表を作ってみました。さぁ、何期生だ？

年会費無料

穴吹学園卒業生で、ワンちゃんを飼っている皆さんに朗報です。
穴吹国際ビジネス専門学校のペットビジネスコースの学生のトリミング実習のモデル犬として、
あなたの可愛いワンちゃんを登録しませんか？ 卒業生の方ならば、スペシャル価格でワンちゃ
んをキレイにしてもらえますよ！

◎サービス内容・料金体系
グルーミング
犬種（例）

大型

中型

グルーミング・トリミング
犬種（例）

●ピレニーズ
●ニューファンドランド
●セントバーナード
●ゴールデン
●ラブラドール
ほか
●ハスキー

●エアデールテリア

●コーギー
●シェットランド
●柴犬
●ビーグル

●シェットランド
●ケリーブルーテリア
●ミニチュアプードル
ほか

ほか

ほか

●プードル
●シーズ
●ヨークシャーテリア
●マルチーズ
●ポメラニアン
●ウエスティー
ほか

●パグ
●ダックス
●パピヨン
●チワワ
●５ｋｇ以下の仔犬

小型

ほか

サービス内容

卒業生
特別価格

グルーミング

１，０００円

トリミング

２，０００円

グルーミング
トリミング
グルーミング
トリミング

★グルーミング（シャンプー、耳そうじ、耳足そろえ、爪切り、簡易リボン）
★トリミング （グルーミング＋全身カット）
★部分カット （グルーミング＋部分カット）

◎注意事項
●定期的にトリミングに来ていただけること。
●『伝染病ワクチン接種済み』と『狂犬病ワクチン接種済み』の愛犬に限る。
●伝染病、ノミ、ダニなど有していないこと。
●病気治療中でないこと。
●噛むなどの癖がないこと。
メール申込み

（グルーミング料金含む）

一般的な価格
（参考）
６，０００円〜
１２，０００円〜

７５０円

６，０００円〜

１，５００円

１２，０００円〜

（グルーミング料金含む）

５００円

６，０００円〜

１，０００円

１２，０００円〜

（グルーミング料金含む）

期

卒業年

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

H3
H4
H5
H6
H7

１年課程
年齢 (早生まれ)

H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17

31 (30)
30 (29)

２年課程

生年月日

年齢 (早生まれ)

35 (34)
34 (33)
33 (32)
S49.4 〜 S50.3 32 (31)
S50.4 〜 S51.3 31 (30)

３年課程

生年月日

年齢 (早生まれ)

生年月日

S45.4 〜 S46.3
S46.4 〜 S47.3
S47.4 〜 S48.3
S48.4 〜 S49.3
S49.4 〜 S50.3 32 (31) S48.4 〜 S49.3

29 (28)
28 (27)
27 (26)
26 (25)

S51.4 〜 S52.3 30 (29) S50.4 〜 S51.3 31 (30) S49.4 〜 S50.3

25 (24)
24 (23)
23 (22)
22 (21)
21 (20)
20 (19)

S55.4 〜 S56.3 26 (25) S54.4 〜 S55.3 27 (26) S53.4 〜 S54.3

S52.4 〜 S53.3 29 (28) S51.4 〜 S52.3 30 (29) S50.4 〜 S51.3
S53.4 〜 S54.3 28 (27) S52.4 〜 S53.3 29 (28) S51.4 〜 S52.3
S54.4 〜 S55.3 27 (26) S53.4 〜 S54.3 28 (27) S52.4 〜 S53.3
S56.4 〜 S57.3 25 (24) S55.4 〜 S56.3 26 (25) S54.4 〜 S55.3
S57.4 〜 S58.3 24 (23) S56.4 〜 S57.3 25 (24) S55.4 〜 S56.3
S58.4 〜 S59.3 23 (22) S57.4 〜 S58.3 24 (23) S56.4 〜 S57.3
S59.4 〜 S60.3 22 (21) S58.4 〜 S59.3 23 (22) S57.4 〜 S58.3
S60.4 〜 S61.3 21 (20) S59.4 〜 S60.3 22 (21) S58.4 〜 S59.3
（この表は高校卒業後、すぐに穴吹学園に入学した方に対応しています）

こんな人、いるでしょ？

下記の１〜８までをご記入頂き、送信してください。

wanwan@anabuki‑net.ne.jp
１．オーナー様のお名前
５．犬種
６．性別（オス・メス）
２．ご住所／郵便番号
３．電話番号（携帯電話も可）７．年齢（○歳○ヶ月）
８．ワクチン接種（済み・未済）
４．ワンちゃんのお名前

卒

業

穴吹学園卒業後は
自動的に会員に

インターネット申込み

www.anabuki‑net.ne.jp/wanwan/
お申込み・お問い合わせは、お気軽にご連絡ください。

詳細についてご説明いたします。
担当：元寺・森川・細川・友滝 電話受付：月〜金１０：００〜１８：００
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「学生諸君、がんばれよ！」
●城見会奨学生制度
●クラブ活動・学園祭補助

「卒業生同士で盛り上がろう！」
●総会・懇親会の実施
●会報の作成・送付
HomeRoom vol.5
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2005.2.14

バレンタインウェディング

2004.7.24

働きはじめると、私たちを取り巻く環境って大きく変化します。
学生の頃とは違い、相手に失礼のないよう、時と場合に応じて
接し方を考えなくてはいけませんよね。
ここでは、身につけたい、覚えておきたい生活の知恵が詰まっ
た壺を紹介します。

BEAUTY FAIR

世界の挨拶
皆さんは仕事において、初めて出会う相手とまず最初に
する事は何？と聞かれると、多くの人が挨拶と名刺交換
と答えると思います。でもそれは日本での事。
他の国々においてはどうでしょうか？
お隣の韓国では、まず握手をし、その後軽いお辞儀をし
たり、フランスでは堅い握手を交わした後、お互いに軽
いキスを交わすなど、挨拶も国によって独特の方法があ
ります。
日本では、個人よりもその人の所属している「会社」を

意識しがちですが、海外では「個々」を尊重する傾向が
あり、事前にこれらの方法を知っていることで、相手に
対しての敬意や関心が示され、結果仕事がスムーズに運
ぶ事になるかもしれません。
いまやビジネスも国際化が進み、いつ他の国の人と一緒
に仕事をする事になるか分からない時代です。相手の国
によって挨拶も使い分けられるようになるとカッコイイ
ですよね？

お酒の席で

2005.2.23

高資格合格祝賀パーティ

毎日活動

地域清掃活動

いよいよ夏本番！
ビールの美味しい季節になりましたね！
そんなお酒はビジネスにつきもの。でもそのお酒が苦手･･･
という人は多いのではないでしょうか？
それもそのはず、我々日本人は世界一お酒に弱い人種だ
と言われているのです。
その原因は、肝臓がアルコールを分解する際に出来る「ア
セトアルデヒド」をさらに分解する酵素「アセトアルデ
ヒド脱水素酵素（ＡＬＤＨ）」を持つ量が少なく、加え
て男性よりも女性の方がアルコールの影響を受けやすい
そうです。
しかし！そんな飲めない体質の方も、工夫次第ではお酒
を楽しむ事が出来るようになるのです。
そんなお酒の上手な飲み方の具体例を紹介したいと思い
ます。

まずは、お酒を飲む前に牛乳を飲んだり、何かを食べる
事で胃の壁に膜を張り、アルコールの吸収を防ぐ事。
次に、飲み始めたら最初の一杯は３０分以上かけて飲み
終わるくらいのペースにし、同時にアセトアルデヒドを
退治してくれる、タウリンやシスティンを含んだ食品（魚
介類や大豆・小麦等）を頼むのも効果的。
最後に、コーヒーや紅茶などカフェインを多く含んだ飲
み物を摂る事もアルコール分解の手助けになります。
実は、私もあまり飲めない体質で、誘いを受ける度に気
が重かったのですが、以上の方法で少しはお酒を楽しめ
るようになりました。皆さんも騙されたと思って、是非
試してみて下さい。
今まで苦手だった「飲みにケーション」もバッチリにな
るはずです。

助けになる言葉
ストレスがたまったり、悩んだり、元気が出なかったり。
そんな時、偉人たちの名言に耳を傾けましょう。
力のある言葉に助けられることは、よくあることです。
「人間は努力をする限り迷うものだ」
･･････････････････････････････････････････････････････････････ゲーテ

「涙とともにパンを食べた者でなければ人生の味はわか
らない」
･･････････････････････････････････････････････････････････････ゲーテ

「海のほか何も見えないときに、陸地が見えないと考え
るのは、決してすぐれた探険家ではない」
････････････････････････････････････････････････････････････ベーコン

「船は港にいれば安全だが、それでは船の用をなさない」
･･････････････････････････････････････････ジョン・メナード・ケインズ

「すべての大偉業は最初は不可能だと言われた」
････････････････････････････････････････････････トーマス・カーライル

「困難は、人の真価を証明する機会なり」
････････････････････････････････････････････････････････エピクテトス

「人生で大切なものは勇気と想像力、それに少しのお金だ」
････････････････････････････････････････････チャールズ・チャップリン

「これが最悪、などと言える間はまだ実際のどん底では
ない」
･･････････････････････････････････････････････････････シェイクスピア

「人間の値打ちは失敗するかしないかではなく、失敗か
ら起き上がれるかどうかによって決まる」
･･････････････････････････････････････････････････････････････宗道臣

「すぐれた人の大きな特徴は、不幸で、苦しい境遇に、
じっと耐え忍ぶこと」
････････････････････････････････････････････････････････ベートーベン

「寒さに震えた者こそ太陽の暖かさを感じる。人生の悩
みをくぐった者ほど生命の尊さを知る」
････････････････････････････････････････････････････Ｗ・ホイットマン

「幸福への道はただひとつしかない。それは、意志の力
でどうにもならないことを悩んだりしないことだ」
････････････････････････････････････････････････････････エピクテトス
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「僕の前に道はない僕の後ろに道は出来る」
･･････････････････････････････････････････････････････････高村光太郎
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第１２期 城見会

決算報告

第１３期

城見会

会計予算（案）

自

平成１６年４月

１日

自

平成１７年４月

至

平成１７年３月３１日

至

平成１８年３月３１日

収入の部

収入の部
（単位：円）

科

目

金

同窓会会費

額

明

3,920,000

預 金 利 息

会

費

平成１６年度

（単位：円）

細

科

目

金

同窓会会費

@10,000 × 392名

額

3,500,000

85

普通預金利息（８／１５）

㈱中国銀行

会

費

100,000

80

普通預金利息（２／１３）

㈱中国銀行

預 金 利 息

240

71,000

懇親会会費

@1,000 × 71名

奨学金返還

1,480,000

3,500

反省会会費

@500 × 7名

合

5,080,240

奨学金返済

1,485,000

合

5,479,665

計

１日

計

明
平成１７年度
懇親会会費

細

@10,000 × 3５０名
@1,000 × 100名

¥24,000,000 × 0.001%

１０名分

支出の部
（単位：円）
科

支出の部
（単位：円）
科

目

金

額

明

細

目

金

額

明

城見会奨学金

3,000,000

平成１７年度

@600,000 × 5名

懇 親 会 費

300,000

懇親会飲食代

@3,000 × 100名

穴吹祭寄付金

50,000

城見会会議費

クラブ活動寄付金

600,000

奨

学

金

2,400,000

平成１６年度

総

会

費

245,056

懇親会飲食代

会報作成費

700,000

会報作成費

会

議

費

63,953

城見会会議費

通

信

費

350,000

往復葉書

補

助

費

520,000

バレー部

会

議

費

100,000

役員会運営費用

通

信

費

330,000

総会・懇親会案内送付

雑

費

50,000

交

際

費

10,000

合

計

5,150,000

振込み手数料

1,890

広告掲載費

20,000

穴吹学園

15,000

アルバイト

雑

費

9,213
合

計

@600,000 × ４名

全国大会出場費用補助
往復葉書

@100 × 330枚

香典

細

@200 × 3,５00名
@100 × 3,500名

奨学金振込手数料
学園祭

広告掲載料

総会案内葉書発送手数料

城見会の資金について

タックシール

3,615,112

穴吹学園の卒業生は、卒業時に同窓会会費として10,000円を支払っ
ており、この会費をもとに運営しています。現在、約２０００万円の資
金があります。このお金は、私たち城見会会員のものです。

前期繰越

収入の部

支出の部

次期繰越

22,254,091

5,479,665

3,615,112

24,118,644

年に１回開催される総会では、このお金を何に使用したのか会員の皆
様に報告しています。
今後も大切な資金を有効利用するため、総会の場で皆さんから色々な
意見をいただきたいと思いますので、是非とも総会へ参加して下さい。
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個人情報の取り組みについて
平成１７年より施行となりました【個人情報保護法】について、城見会の取り組みを報告致します。
現在、個人名簿を５０００件以上保有する事業者に対しては、個人情報取扱事業者としての責務が発
生してまいりますが、当会の会員数は、平成１７年３月末現在、約４０００名となり、平成１８年度に
は５０００名余の会員数となる見込みです。
当会では会員（穴吹学園同窓生）の情報として、氏名・住所等の情報を管理しており、
１．総会・懇親会の案内
２．会報の送付
に該当の個人情報を利用しております。
当会では漏洩対策として、個人情報の管理を徹底し、実行委員以外へのデータの受け渡しや実行委員以
外の閲覧には細心の注意を払っております。
今後とも会員情報を充分な体制で管理してまいりますので、ご理解ならびにご承知おきいただきたく
お願いいたします。

第９回 総会・懇親会の出欠確認

詳細は4ページ参照

８月２０日（土）夜７時より、穴吹学園３階メディアホールにて、第９回総会・懇親会が開催されます。
同封の返信用ハガキか、城見会へのメールにより、出席か欠席の連絡をお願い致します。

申込み締切りは８月５日です。
私たちが城見会の校内委員として頑張ってます。

城見会用語事典

こうないｰいいん【校内委員】

［名］穴吹学園の卒業生で、現在穴吹学園の職員として働いている人の集まり。城見会の運営を手伝っている。

編集後記
毎日暑い日が続きますね。年々暑さが増してるよね。暑さに弱い僕は、
地球温暖化の影響で体が溶けてしまいそうです。さて、
今回のこの会報どうだった？どんなもん作ったらみんなが読んでくれるだろうと頭をグルングルンさせながら作ったんだけ
ど･･･。 少しは穴吹のことを思い出すキッカケになったかな？ 穴吹の先生は、卒業生が学校に顔を出してくれるのを楽しみ
にしてます。 え？学生時代は怒られてばかりで顔を出しにくいって？ ＮＯ！ＮＯ！心配御無用！ 成長した姿を先生達
に見せてやろうじゃないの。 ね。 暑さと仕事のストレスに負けず、日々是前進しましょう！
ヒロシでした。
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