穴吹学園同窓会

城見会会報
ＶＯＬ．６

Greetings

経営情報科卒
会長

第２期生

熊谷 成則

卒業生の皆様へごあいさつ
卒業生の皆様は、いかがお過ごしでしょうか？城見
会は発足から１５年が経過し、新たに「穴吹調理師専門
学校」の同窓生も仲間として加わり、現在は会員５４０
０名を越える大組織になっています。
総会、懇親会は８月にニューキャッスルホテルにて
開催致しました。そして、念願であった「城見会ホーム
ページ」
をオープンすることができました。
（裏表紙参照）
このサイトの目的は二つあります。一つ目は「城見会
の新鮮な情報を会員の皆様に提供する」。恩師の先生方
の近況や城見会の活動内容、行事予定などを順次お知
らせします。二つ目は「会員相互の親睦を活発にする」。
掲示板を活用してなつかしい仲間と交流していただき
たいと考えています。

Specials 1
第１０回 総会＆懇親会 報告

城見会の活動として、平成１１年度より奨学生制度
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
子で貸し出しています。また、在学生のクラブ活動が活
発で、全国大会出場時に当会より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
今後も続けていきたいと考えております。
この会が、今後ますます発展していくよう努力して
参りますので、会員の皆様もご協力をお願い致します。
具体的には、
総会や懇親会に積極的に参加していただき、
意見やアドバイスをいただければありがたいです。最
後になりましたが、皆様のご健康とご活躍を心よりお
祈りいたしまして、ご挨拶にかえさせていただきます。

スバラシキ
再会ノススメ。
Specials 2
福山第４の穴吹がスタート

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

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」

穴吹流 調理師育成術

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。
皆さんの職場の窓口を、
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。

Specials 3
穴吹学園の今を知る

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

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開校して以来、躍進の一
途をたどって参りました。そして、平成１５年４月に穴
吹ビューティ専門学校、平成１８年４月に穴吹調理師
専門学校の開校で、穴吹学園福山校は４校となり、勢い
は益々上昇の機運にあります。これも卒業生の皆さん
のご活躍と同窓会「城見会」のご支援のおかげであると
心から感謝しております。

穴吹ビューティ専門学校

校長

門田 周一郎

穴吹調理師専門学校
校長
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久保倉 洋子

HomeRoom vol.6

「城見会」
は、
これからも永遠に会員が増えていきます。
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につながります。そ

本年４月より穴吹カレッジグループの一員となりま
した。本校の穴吹調理師専門学校としての歴史は１年
ですが、
福山で調理師養成を始めて３４年目になります。
卒業生も２，１６１名となり、福山を中心に広く外食産
業界で活躍しております。今年度の設置者変更並びに
校名変更に伴い、穴吹学園同窓会城見会へ加えていた
だくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上
げます。
さて、皆様には調理師についてなじみの薄い方も多
いと思われますので、簡単にご紹介いたします。調理師
は調理師法という法律で「調理師の名称を用いて調理
を業とし、調理を通して国民の食生活の向上に貢献す
る人」と身分保障されている職業で、各都道府県知事か

村上主典先生のその後

の意味で、穴吹学園の就職率は高い水準を維持し続け
ている事に対して、改めて感謝の意を表します。
現在、穴吹学園福山校の卒業生総数は４，４２５名を
数え、企業や地域社会に貢献されている姿に接し、心強
く思っております。
家族を慈しむ心、他人を思いやる心、母校を愛する心
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。

Specials 5
CONTENTS

卒業生紹介

佐藤和之さん

松原未和さん

穴吹学園で活躍する卒業生
ら調理師免許が交付されます。年間約６万人の調理師
が誕生しておりますが、全ての方が調理師として働い
ている訳ではありません。そして、知識や技術力にも格
差が見られることから、1982年に８年以上の調理業
務経験者を対象に専門調理師制度が導入されています。
現在の私たちを取り巻く食環境が危機的状況にある
現実をふまえて、消費者に一番身近な食の専門家とし
て安全・安心な食を提供できる調理師養成に努力して
ゆきたいと思います。
今後とも、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう心よ
りお願い申し上げます。

表紙裏話
「福山市東町にある穴吹学
園の校舎へ１限目が始まる
９時３０分までに行く。」そ
んな生活を１年、２年、３年
と続けましたね。
今でも９時過ぎには多くの
学生達がこの景色を目にし
ながら通っています。懐か
しいなぁ。

Greetings 会長・校長あいさつ
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16

Information （ホームページ紹介
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Specials 1

第１０回 総会＆懇親会 報告

Snapshot Library

総会＆懇親会の風景を集めました♪

。
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毎年８月に開催されている、総会と懇親会。
今年は８月１９日（土）に、穴吹の校舎を飛び出し
「福山ニューキャッスルホテル」で開催しました。
今回で１０回目を迎え、また穴吹調理師専門学校

が仲間入りというダブル記念の会でした。
多くの卒業生の皆さん、そして穴吹学園の先生方
に来ていただき、最後まで大変盛り上がっていま
した。皆さんも次回は是非参加して下さいネ！

5

×

4

熊谷会長のあいさつがはじまりました。
今回の城見会の集まりも、大いに盛り上がっ
ているので、会長…大満足♪

5

×

4

穴吹祭実行委員「だった」面々。
穴吹祭で一緒に盛り上がった仲間達は、何年
経っても変わらない良き仲間です。

5

×

4

ＣＧコースの卒業生の皆さん。卒業して５年
経った今でも、ＧＷや年末には毎年必ず集ま
ってるそうですよ♪

ここにあるのは「懐かしさ」
総会・懇親会の最大の目的は、旧友との再会なのです。
5

×

4

このうちのお二人は、穴吹卒業後は穴吹学園
に就職されています。久しぶりのクラスメイ
トに会えるのは楽しそうですね♪

5

×

4

あ、津守先生。先生は長年穴吹学園にいらっし
ゃるので、来てくれた卒業生たちの顔がほと
んど分かるのではないでしょうか？

5

×

4

イイ顔してますね！先生！（右下）
先生の変わらない姿を見ると、少し安心した
気持ちになります。

5

×

4

会場内では、こんな光景も・・・。
先生のなんとも嬉しそうな表情！卒業後、い
つまでも仲良しでいたいですね！

5

×

4

語り合う元担任と元学生…。
美味しいお酒に美味しい料理、思い出を酒の
肴に…この後も２次会行くか！？

5

×

4

お子様を連れて来られる卒業生も大勢いらっ
しゃいます♪さぁ、先生に自分のＪｒを自慢
しに行こうじゃありませんか！

次回の開催は、２００７年８月を予定しています。
総会・懇親会の開催前には、皆さん宛てに案内葉書を送付します。
参加受付は返信用葉書、またはメールにて。 次回開催をお楽しみに！！
耳を澄ませば・・・
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久しぶりじゃね

元気にしょうる？

子供おるんか〜

オッサンになったのォ

結婚？

何年ぶりじゃろ

変わらんね

今部長！？

あいつは？ 先生っ！ うちの子３歳よ そこってうちの取引先じゃ あの人と！？ 覚えてる覚えてる！ 今度飲みに行こう またね

HomeRoom vol.6
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Specials 2

調理高度技術経営科

福山第４の穴吹がスタート！

穴吹流 調理師 育成術
２００６年４月
穴吹調理師専門学校 誕生

本科は、調理師免許取得と同時に製菓の知識や技術を
マスターできる「製菓・西洋料理専攻コース」と「日本
料理専攻コース」の２専攻コースを設置しています。
どちらのコースも、豊かな感性を備えたマネージメン
ト力を養うコースです。調理師養成カリキュラムに加
えて、より高度な調理技術や経営管理学、マーケティ
ング論、テーブルコーディネート等フードビジネスに
関する知識と技術を学び、ホスピタリティーマインド
（思いやりのあるおもてなしの心）を身に付けます。

製菓・西洋料理専攻コース
穴吹学園（福山）に４番目の学校が誕生しました。
穴吹カレッジグループでは１４番目の専門学校として
食文化の担い手である調理師の養成を行っています。

生活になくてはならない「食」
命の源ともいえる「食」
日本人の文化でもある「食」
調理師は地域の発展に必要不可欠な存在です。
優秀な調理師を多数世に送り出すために努力しています。
皆さまの応援を宜しくお願いします。

調理高度技術経営科

繊細で、華やかな製菓技術で
調理技術の幅を広げる。

和・洋・中に関する調理の知識と技術を、
実習を通して学び、感性豊かなマネー
ジメント力を養う。
年制／男女

調

理

●必須科目

繊細で、華やかな製菓技術で、フランス料理、イタ
リア料理、地中海料理の専門技術とそれぞれの食
文化の特徴を学びます。繊細で華やかな製菓技術は、
西洋料理へも応用でき、
調理技術の幅が広がります。

２

科

日本料理専攻コース
日本独特の食文化を通じ
奥深い日本料理の技術を学ぶ。

和・洋・中に関する調理の知識と技術を、
１年間で学び、短期間で調理師スペシ
ャリストを目指す。
年制／男女

１

授 業 構 成
食文化概論、衛生法規、公衆衛生学、
栄養学、食品学、食品衛生学、食品衛
生実習、調理理論、調理実習

●選択必須科目
料理フランス語or英会話、心理学、経
営管理学、サービス論、マーケティン
グ論、レストラン実務実習、校外実習、
テーブルコーディネート演習、総合調
理技術実習、調理科学実験

資 格 取 得

会席料理から懐石料理、精進料理といった伝統的
な日本料理へとステップアップしながら、日本の
あるいは備後（広島）の食文化について学びます。

●調理師免許取得
●技術考査合格証
●食品技術管理専門士登録証
●専門士

調理科
本科では、日本料理・西洋料理・中国料理を毎週１回ず
つ１年を通して基本技術から応用技術まで学びます。
また、栄養学や食品学、調理理論など調理する上で必
要な知識を１年間で学び終了する調理師への最短コ
ースです。

授 業 構 成
●必須科目
食文化概論、衛生法規、公衆衛生学、
栄養学、食品学、食品衛生学、食品衛
生実習、調理理論、調理実習

資格取得
●調理師免許取得
●技術考査合格証

●選択必須科目

覗 ︒
く

心理学、サービス論、総合調理技術実習

第１調理実習室
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第２調理実習室

集団調理実習室

西洋料理・サービス室

日本料理・サービス室

図書室
HomeRoom vol.6
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Specials 3

平成１９年度 募集内容

教科書で学ぶことだけが勉強か？

穴吹コンピュータ専門学校

卒業して何年経ちましたか？
あなたが知っている穴吹学園と、今の穴吹学
園、一体どこが変わったのでしょうか。
もちろん、変わっていない部分だってあります。
より専門性が問われる今の社会で活躍でき
る人材育成を目指す穴吹学園。
さぁ、穴吹学園の「今」をみてみましょう！

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
ゲームデザインコース
ＣＧ・Ｗｅｂデザインコース
グラフィックデザインコース
コミックデザインコース
建築士コース
インテリアデザインコース

３年制

男女

２年制

男女

２年制

男女

３年制

男女

２年制

男女

２年制

男女

２年制

男女

２年制

男女

２年制

男女

『人間力』
育てたい。
自立支援プログラム

３年制

男女

２年制

男女

１年制

男女

２年制

男女

２年制

男女

２年制

男女

１年制

男女

２年制

男女

２年制

男女

３年制

男女

２年制

女子

２年制

女子

２年制

男女

自立に向けて学ぶ自立支援プログラム。社会で通用
する人間になるために「入学から卒業までの一貫プ
ログラム」で未来をサポートしています。

目 的
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就 職

コミュニケーション教育
「受け止めて→考えて→伝える」…何の為に？
社会は人と人が関わりあって成り立つもの。コミュ
ニケーションとは、まさに人との関わりです。穴吹学
園では、独自の教育方法によってコミュニケーショ
ンスキルを上げる努力をしています。
クラスの枠を越えてグループトーク

人間愛・思いやり・優しさを兼ね備えた人こそ理想的
な生き方が出来る、
今の穴吹学園はそう考えています。

地域清掃活動
ごみ一つ拾えない人に、何ができるでしょうか。

２年制

男女

２年制

女子

２年制

男女

１年制

男女

●卒業旅行
昔は無かった卒業旅行。
現在は、１月下旬から２
月上旬にかけて、国内外
へ卒業旅行へ出かけます。
いくつかのコースの中
から自分の好きな場所
を選べるんですよ！
・イタリア８日間
・グァム５日間
・関西２日間
・沖縄３日間
・札幌５日間

●高資格祝賀パーティ

穴吹調理師専門学校

調理高度技術経営科
調理科

自 立

自立に向けての講演会『なぜ働くのか？』

穴吹ビューティ専門学校

美容学科
トータルコーディネート学科

ちょこっと情報

教育目的は、学生達の『自立』です。

穴吹国際ビジネス専門学校

会計士コース
税理士コース
税理士上級コース
総合ビジネスコース
ビジネスライセンスコース
公務員ビジネスコース
公務員コース
ホテル・ブライダルコース
動物看護コース
保育福祉コース
福祉医療事務コース
医療情報コース
メディカルケアコース

専門知識や専門技術が身に付けば魅力的な人間か？
社会が求めているものは、決してそれだけではありません。
すでに社会で活躍している皆さんなら答えが分かるはず。
穴吹学園は、知識・技術の習得にプラスして「ひとりの人間」
としての魅力（人間力）の教育に力を入れています。

熱心に街をキレイにする学生たち

「道に落ちているゴミを一つ拾う」
日頃の生活の中では、こんなに簡単な事でも実行出
来る人はなかなかいません。社会貢献の心を養う教
育として学校周辺の広い範囲を清掃する活動を行っ
ています。全クラスが週１回、
街の美化に努めています。
街がキレイになるばかりでなく、心の中までキレイ
になります。

これまた昔はなかった
祝賀パーティ。毎年２月
末、１年間で高資格を取
得したり、沢山資格を取
ったり、優秀な作品を制
作した人はパーティに
招待されています。

●スポーツ大会
ここ数年間は、バレーボ
ール大会をやっています。

●フレンドシップ
入学してからの最初の
課題は仲間作り。現在は
コースによって違いま
すが、ボーリング大会、
またはバーベキューを
行っています。

●就職対策授業
昔は一泊二日で研修施
設で面接練習をやって
いましたが、現在は校内
で３日間の面接特訓を
やっています。

●自動販売機に…
ついにＣ棟３階学生ホ
ールにカップヌードル
の自動販売機を設置！

HomeRoom vol.6
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今回は、穴吹学園で活躍されている村上先生に登場していただ
きます！先生は、もう１４年穴吹学園の講師をされているので、
ご存知の卒業生も多いことでしょう。
私たちが卒業してから…先生は変わっているでしょうか？

■村上先生の近況を教えてください。
穴吹学園に勤務して１４年目になります。前職で１０年勤務
しましたが、穴吹学園での時間経過の方が速いように感じます。
その間、人並みに家庭を持ち、子供（３人）もできました。現在は、
コミックデザインコースの担任です。学校としても新分野のコ
ースなので、苦労も多いですが、その分新鮮に感じることも多々
あり、楽しみながら担任をしています。
最近の趣味は季節限定ですが、冬季のイルミネーション設置
です。毎年、１種類ずつ増やしながら我が家の飾り付けをしてい
ます。

1

■思い出深い出来事はありますか？
これは『はずせない』といったもの凄い出来事は思い当たりま
せんでした。学校というところが、１年間のサイクルで動いてい
るからでしょうか。小さな思い出や出来事はたくさんあります。
初めての授業のことや初めて担任をしたクラスの卒業式、初め
て自分のクラスに新入生を迎えた入学式など、初めて体験した
ことは特に印象に残っています。今思うと「その年その年で、い
ろいろあったなぁ。」という感じです。
そういえば、
１４年前の自分にとって初めての学園祭の時に、
「穴
吹に来た最初の年の学園祭で男の先生は、女装をすることにな
っているんだよ。」とＴ先生（現在穴吹ビューティ専門学校）に唆
されてサントーク内にあるＴＡＣ福山校のＨ課長と２人でピン
クレディのＵＦＯを踊ったことがありました。懐かしいなぁ〜。

■これからの夢や目標は？
現在、担任をしているコミックデザインコースから商業誌掲
載の漫画家を出すことです。
漫画家になるためには、本人のがんばりはもちろんですが、周
りのサポートが不可欠です。
在学中はもちろん、卒業後も学校としてできる限りのサポー
トをしていきたいと考えています。究極の夢として、コミックデ
ザインコース出身者だけによる漫画雑誌発刊です。でも、ちょっ
と無理かな！？

2

『素直な心』で『健康第一』
いろんな事にチャレンジして！
！

■今、一番大切なものは？
自分にとって一番大切なのは、やはり家族です。これはこれか
らも変わらないでしょう。
他に大切なことを挙げるとすれば、
「相手の気持ちを考えながら、
自分の考えをまとめたり行動すること」です。気持ちは、
『熱意』、
『思いやり』、
『 協調性』など人間関係において私は非常に重要な
事柄と繋がっていると思います。平成１８年のちょっといい話
の１つに、
『広島東洋カープの黒田博樹投手がＦＡ宣言せずに残留』
したことが挙げられていますが、これもファンの『熱意』があっ
たからこそでした。カープファンの１人として大変うれしかっ
たとともに、改めて、気持ちの大切さを感じました。
来シーズンは
『絶対Ａクラス』
です。
（めざせ、
プレーオフ進出！）

Specials 4

■卒業生に向けてメッセージを！
『素直な心』で『健康』を第一に考えて、いろんな事にチャレン
ジしてほしいですね。
人それぞれに仕事、家庭、趣味などやりがいや人生を充実させ
るものがあると思いますが、それも健康だからこそだと思いま
せんか。
また、年１回の同窓会や時間の取れたときなど、気軽に学校へ
顔を出してください。それが、
私たち教職員の活力にもなります。
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＜お詫び＞
ここに掲載されていた画像はデータ消失のため表示出来ません。

3

Photo
1. 教務室にて。机上は教科書や資料の山！時々雪崩れも発生します。
2. 担任をするクラスの教室にて。今も変わらず頼りになる先生です♪
3. １０年以上前の先生…この頃の村上先生が分かるあなたは３０代！
HomeRoom vol.6
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Specials 5

卒業生紹介

穴吹学園卒業生の佐藤さんと松原さん。
お二人は、私たちの母校「穴吹学園」で活躍
されています。そんなお二人に、現在の状
況をいくつか質問してみました。

今回の紹介は
第３期生
第８期生

佐藤和之さん
松原未和さん

＜お詫び＞
ここに掲載されていた画像はデータ消失のため表示出来ません。

佐藤さん

松原さん

■穴吹学園で働くようになったキッカケは？
「前職には不満はありませんでしたが、
『人ともっ
と関わりのある仕事がしたい』と思い、前職を退職しま
した。 退職の報告をしたときに担任の先生から、声を
かけていただいたのがキッカケです。」
「前職の経験が何かの役に立たないかな？と考え
ていたとき、学生時代にお世話になった先生にお声が
けいただいたことがキッカケです。」

■母校で働いてみてどうですか？
「実を言うと、先生になることが私の夢でした。先
生になれて夢がかなったのですが初めの頃は、自分の
未熟さばかりが目立ち、学生たちにも迷惑をかけたの
ではないかと思います。（卒業生のみんなごめんね）
最近になってやっと自分の指導に自信が持てるように
なったのかな・・・まだまだ未熟者なので、日々、学生た
ちから学ばせていただいています。」
「とにかく、学生たちがかわいい！！かわいいから
こそ、厳しくしてしまいます・・・。卒業生のみなさん、ご
めんね！！また、学生から学ぶことが多く、自分の未熟
さを嫌というほど味わいますね。
最近しみじみ感じたことは、
学生たちの一生懸命なとき、
バカしているときなど学生たちの見せるいろんな表情
がわたしの活力になっていることです。
日々、
刺激があり変化していく自分に驚いています！！」

学生
聞い さん
てみ に
た。

＜お詫び＞
ここに掲載されていた画像はデータ消失のため表示出来ません。

Q

ホテル・ブライダルコースの学生達と一緒に♪

佐藤先生ってどんな先生？

Ａさん「佐藤先生は、大変な心配性です！」
Ｂさん「いつも私たち学生のために、一生懸命になってくれるよね。」
Ａさん「そろそろお子さんの出産予定日なので、授業中も授業よりも子
どもの命名の事を考えるのに必死です（笑）」
Ｂさん「あと･･･私たちにとってもパパみたいな存在です♪」
Ａさん「私たちのことがスキ過ぎて、卒業してもらいたくないから留年
させるそうです 」

Q

松原先生ってどんな先生？

Ｃさん「松原先生は…『ブライダルフェアの ぶに 』『あれよ!あれ!
あの ぶに !』と、いつも『ぶにぶに』言ってます（笑）」
Ｄさん「授業と休み時間のメリハリは抜群！！」
Ｃさん「お酒が大好きな先生よね。」
Ｄさん「２９歳の誕生日に私たちがプレゼントした人形『浜ちゃん』を
我が子のように愛してるようで･･･。」
Ｃさん「私たちのママみたいな先生です 」

「二人は私たちの両親みたいな存在です。」

元気に楽しく笑顔を忘れずに！
佐藤和之さん(34)

穴吹歴

年

平成 5年 経営情報科卒業
平成 5年 システム開発会社入社
平成13年 穴吹学園入社
現在の仕事内容
●ホテル・ブライダルコース１年 担任
●バレーボール部［男・女］顧問

松原未和さん(29)
平成10年 ホテル・トラベルコース卒業
平成10年 ブライダル企業入社
平成15年 穴吹学園入社
現在の仕事内容
●ホテル・ブライダルコース２年 担任

■これからの目標はありますか？
「学生たちと一緒に楽しい学園生活を過ごしたい
です。みんなで笑って、泣いて、いつも感動のあるクラ
スにするのが目標です。
あと、バレーボール部の全国制覇！！と言いたいとこ
ろですが・・・ベスト４を目指したいです。
（今年はベス
ト８でした）」

日々、刺激があり変化していく

「『若さを手に入れること』は、心の叫びなので、お
いといて・・・。学生たちとイキイキと学園生活を送るこ
とが目標です。」

■卒業生にひとことお願いします。
「卒業生のみんな元気にしていますか？ いつも
笑顔を絶やさずに笑っていきましょう！！ 笑って！
笑って！よかったら１度学校へ遊びに来てね。」
「卒業生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか？
お仕事に慣れてきましたか？ 体は元気ですか？
また、元気な姿を学校でお待ちしております！！」

これが学生たちが松原先生にプレゼントした人形『浜ちゃん』です。
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年会費無料

モデル
犬
会員募 登録
集！
！

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）

グルーミング・トリミング
犬種（例）

サービス内容

卒業生
特別価格

ぼくらは、穴吹の宝のネタを探す穴吹探検隊！
今日もネタ探しの旅をするのサ♪

同窓会料理講習会のお誘い

中国料理を作ろう！
！
開催日時

一般的な価格
（参考）

平成１９年１月２８日（日）
受

付

講習会

大型

中型

小型

●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

トリミング

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

グルーミング

グルーミング
トリミング
グルーミング
トリミング

１，０００円

６，０００円〜

２，０００円

１２，０００円〜

（グルーミング料金含む）

７５０円

６，０００円〜

１，５００円

１２，０００円〜

（グルーミング料金含む）

受 講 料

２，０００円 （当日徴収）

定

先着 ３２名様

［記載事項］
卒業年、学科名、コース名、名前（旧姓）、郵便番号、住所

申込〆切

６，０００円〜

１，０００円

１２，０００円〜

第１７回 穴吹祭
今年のテーマは…

大盛況！

ＥＮＣＯＵＮＴＥＲ

平成１８年１２月

今年の冬も熱い穴吹祭がやってきた！
第１７回目となった穴吹祭、そのテーマ
は『ＥＮＣＯＵＮＴＥＲ（出会い）』とし、
クラスの枠を越えた出会いがありました。

◎注意事項

思い出しませんか？学生だった頃…。

●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。

思いっきり盛り上がったこと。
ステージイベントで大笑いしたこと。
クラスの仲間たちと頑張った模擬店。
後輩たちは、今でも先輩達から引き継い
だ
「元気の伝統」
を確実に実行しています。
もう一度、あの時代に戻りたいですね。

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
インターネット申込み

http://www.anabuki‑net.ne.jp/wanwan/

７日（木） ・ ８日（金） ・ ９日（土）

〜出会い〜

★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）

メール申込み

１月２０日（土）
受講決定者には、ご案内のハガキを出します。

５００円
（グルーミング料金含む）

１３：００〜１６：００

穴吹調理師専門学校

メール・ＦＡＸ・ハガキにて
〒720‑0052 福山市東町2‑2‑26
穴吹調理師専門学校 同窓会事務局
Ｍａｉｌ alutable@hotmail.com
ＦＡＸ 084‑924‑3840

１２：３０〜

開催場所

員

申込方法

担々麺、シューマイなど
初心者も安心の内容

元気いっぱい、ヤル気マンマン！

１４０名の穴吹祭実行委員たち。

穴吹の学生が商店街のホームページを運営してます。
ＣＧ・Ｗｅｂデザインコースの学生たちにより、福山商店街の「暮らしんぼ」加盟店
のホームページが制作され、９月から公開しています。打合せ、デザイン、制作の
全てが学生たち自らの手によるものです。 是非アクセスしてみて下さい。

はかせ

ブッキー

お申込み・お問い合わせは、お気軽にご連絡ください。

ふくやま 暮らしんぼ ホームページ
詳細についてご説明いたします。
担当：元寺・森川 電話受付：月〜金１０：００〜１８：００
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自
至

第１３期 収支決算書

平成１７年４月 １日
平成１８年３月３１日

収入の部

自
至

第１４期 会計予算書（案）

平成１８年４月 １日
平成１９年３月３１日

収入の部
（単位：円）

科

目

金

同窓会会費
会

額

明

4,140,000

費

懇親会会費

@¥1,000 × 86名

4,000

反省会会費

@¥500 × 8名

86

奨学金返済

1,355,000

合

5,585,086

細

科

会

普通預金利息（8/15） ㈱中国銀行
10名分

支出の部
科

目

（単位：円）
金

額

奨

学

金

2,700,000

総

会

費

340,075

会

議

費

42,943

会

報

費

874,058

補

助

金

1,380,500

通

信

費

9,940

交

通

費

88,500

振込手数料

3,360

広告掲載費

30,000

租 税 公 課

200

雑

費

100,000
8,211

合

15

計

明

目

金

同窓会会費

@¥10,000 × 414名

86,000

預 金 利 息

計

平成１７年度

（単位：円）
額

4,150,000

費

100,000

奨学金返還

1,500,000

合

5,750,000

計

明
平成18年度
懇親会会費

東町・入船校 @¥10,000 × 380名
調理師校
@¥ 7,000 × 50名
@¥1,000 × 100名

支出の部
科

細

目

（単位：円）
金

額

明

奨

学

金

3,000,000

懇親会飲食代

総

会

費

600,000

懇親会飲食代

会議費

会

議

費

100,000

役員会運営費用

会報印刷代・送付代

補

助

金

1,000,000

クラブ活動寄付金

バレー部 全国大会出場費用補助

会報作成費

1,200,000

会報作成費・送料

切手代

通

平成17年度

@¥600,000 × 4名

@¥300,000 × 1名

細

信

平成18年度

@¥600,000 × 5名
@¥4,000 × 150名
城見会会議費

@¥200 × 6,000名

費

720,000

切手代

広告掲載費

100,000

イベント 広告掲載料

奨学金振込手数料

交

費

200,000

穴吹学園 学園祭 広告掲載料

ホームページ運営費

400,000

収入印紙代

雑

費

50,000

アルバイト 総会案内葉書発送手数料

合

計

7,370,000

通

細

@¥120 × 6,000名

タックシール

5,577,787

前期繰越

収入の部

支出の部

次期繰越

前期繰越

収入の部

支出の部

次期繰越（予定）

24,118,644

5,585,086

5,577,787

24,125,943

24,125,943

5,750,000

7,370,000

22,505,943
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城見会ホームページのご案内
城見会専用のホームページが開設されました！
このホームページは、同窓生の皆さんと同窓会・
学校・在校生のコミュニケーションを目的とし
て運営されています。皆さんには城見会のホー
ムページを思いっきり使っていただきたい！
普段の生活では、なかなか会う事が出来ない
同期生との連絡の取り合いや情報交換、そして
多くの人にPRしたい事など、使用用途はあなた
次第です。
この機会に、是非「城見会ホームページ」をご
活用下さい！！

http://shiromikai.jp/
contents
先生紹介 卒業生紹介 掲示板 お得な情報

等

穴吹卒業生倶楽部のご案内
「穴吹卒業生倶楽部」は、穴吹カレッジグループの卒業生のみが閲覧できる
ネットワークサービスです。
このサイトを閲覧するためには、会員になっていただく必要があります。
まず、２００６年４月にお送りいたしましたＤＭハガキに記載の「仮パスワード」を
入力してください。仮パスワードを入力することで、新規会員登録画面に進むこと
ができます。

http://anasotsu.net/
※DMハガキを紛失された場合は「穴吹卒業生倶楽部編集局」宛に、お名前・出身学校名・
卒業年度・ご住所とお問合せ内容をご記入の上、メールにてご連絡ください。
ご確認次第、メールにて仮パスワードをご案内いたします。
お問合せ先： password＠anasotsu.net

穴吹学園をもっと詳しくチェック！
！
http://www.anabuki-net.ne.jp/home/fukuyama/
穴吹コンピュータ専門学校、
穴吹国際ビジネス専門学校、
穴吹ビューティ専門学校、
穴吹調理師専門学校、４校のホームページです。各学科・コースの特徴や、学生作品、
設備、先生の紹介、その他新着情報やニュースなど、新鮮な情報が満載です♪
城見会会報「HomeRoom」vol.６ 平成１８年１２月発行
発行／穴吹学園同窓会「城見会」 住所：〒720‑0052 福山市東町二丁目３−６

電話：084‑931‑3325

E‑Mail：shiromikai@anabuki‑net.ne.jp

