
平成 19 年度事業報告 

 

平成１９年度におきましては、昨年度に引続き、本会の基盤づくり・安定化に寄与する事業の推進を目標として

行ってまいりました。 

 

１．新潟医療福祉大学同窓会誌「伍桃」の定期発刊（３月）、 

NEWS レター（同窓会誌臨時号）の発刊（１０月） 

 

２．本会の基盤整備事業（会則の変更、その他） 

 

３．卒業生に向けての国家試験合格祈願鉛筆の配布 

 

４．卒業式時における優秀学生への副賞贈呈（図書券、現金）  

    

５．首都圏支部総会の開催（１１月２３日、東京キャンパス） 

 

以上 



平成 20 年度事業報告 

 

（１）事業期間 

  平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日 

 

 

（２）事業の実施状況 

  平成 20 年度におきましては、平成 19 年度に引続き、本会の基盤作り・安定化に寄与する事業の推進を目標と

して行ってまいりました。主な事業は次の通りです。 

 

１．新潟医療福祉大学同窓会ホームページ開設 

  平成 21 年 3 月 10 日に開設 (http://nuhw-dosokai.jp) 

 

２．新潟医療福祉大学同窓会誌・ニュースレター定期発刊 

  「伍桃だより 3 号」10 月発刊 

  「伍桃 5 号」 3 月発刊 

 

３．基盤整備事業 

  本会の認識向上、会員名簿作成・管理、会費徴収、同窓会支援室開設 

 

４．卒業生に向けての国家試験合格祈願鉛筆の配布 

   平成 21 年 1 月～3 月の間に理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、健康栄養学科、社会福祉学科の

国家試験受験前に配布。 

    

 

５．卒業式時における優秀学生への副賞贈呈（図書券、現金） 

   図書カード（＠5,000ｘ31 名）、現金（＠30,000ｘ5 団体）を贈呈 

 

６．首都圏支部総会の開催（平成 20 年 11 月 24 日、於東京キャンパス） 

以上 



平成２１年度事業報告 

 
（１）事業期間 

平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 

 
（２）事業の実施状況 

平成２１年度におきましては、本会の基盤作り・安定化および活性化に

寄与する事業の推進を目標として行って参りました。 
主な事業は次の通りです。 

 
１．新潟医療福祉大学同窓会総会・首都圏支部総会合同開催 

設立５周年記念交流会同時開催 
     平成２１年１１月２８日（土） 

チサンホテル＆コンファレンスセンター新潟において 
役員を含め１００名が参加。 

        
２．新潟医療福祉大学同窓会誌・ニュースレター定期発刊 

「伍桃だより４号」１０月発刊 
「伍桃６号」        ３月発刊 

 
３．基盤整備事業 

会員名簿作成・管理、会費徴収 
本会の認知向上の一環として、同窓会専用封筒を大小２種作成。 

 
４．新潟医療福祉大学同窓会ホームページ運営 

 (http://nuhw-dosokai.jp) 
 

５．卒業年次生に向けての国家試験合格祈願鉛筆配付 
  理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、健康栄養学科、 

看護学科、社会福祉学科の国家試験受験前に配付。 
  ※健康スポーツ学科は国家試験の受験がないため配付せず。 

   
６．卒業式時における優秀学生への副賞贈呈（図書カード、現金） 
  図書カード（＠5,000×36 名）、現金（＠30,000×4 団体）を贈呈。 

 
 

以上 



平成２２年度事業報告 

 

（１）事業期間 

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

 

（２）事業の実施状況 

平成２２年度におきましては、本会の基盤作り・安定化および活性化に寄与する

事業の推進を目標として行って参りました。 

主な事業は次の通りです。 

 

１．新潟医療福祉大学同窓会第 1回ホームカミングデー開催 

記念講演 講演者：渡部陽一氏（戦場カメラマン） 

      「家族の絆－世界 100ヶ国以上の家族と過ごした時間」 

   会 場：大講堂（GA101へ中継） 

   参加人数：同窓生 50名、教員 10名、一般 800～900名程 

交流会 会 場：IA棟 1階 

参加者：同窓生 23名、山本学長、渡辺副学長、支援室  

       

２．新潟医療福祉大学同窓会誌・ニュースレター定期発刊 

「伍桃だより５号」１０月発刊 

「伍桃７号」        ３月発刊 

 

３．基盤整備事業 

会員名簿作成・管理、会費徴収 

 

４．新潟医療福祉大学同窓会ホームページ運営 

 (http://nuhw-dosokai.jp) 

 

５．卒業年次生に向けての国家試験合格祈願鉛筆配付 

  理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、健康栄養学科、 

看護学科、義肢装具学科、社会福祉学科の国家試験受験前に配付。 

  ※健康スポーツ学科は国家試験の受験がないため配付せず。 

   

６．卒業式時における優秀学生への同窓会長賞贈呈（図書カード、現金） 

  図書カード（＠5,000×44名）、現金（＠30,000×2団体）を贈呈。 

 

 

以上 

http://nuhw-dosokai.jp/


平成２３年度事業報告 

 

（１）事業期間 

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 

 

（２）事業の実施状況 

平成２３年度におきましては、本会の基盤作り・安定化および活性化に寄与する

事業の推進を目標として行って参りました。 

主な事業は次の通りです。 

 

１．新潟医療福祉大学同窓会第２回ホームカミングデー開催 

記念講演 講演者：おおたわ史絵氏（内科医/作家） 

      「自分でできる性格診断」 

   会 場：大講堂 

   参加人数：同窓生 37名、教員 6名、一般 160名程 

交流会 会 場：図書館棟セミナー室 

参加者：同窓生 30名（実行委員含む）、学生 20名、 

渡辺副理事長、山本学長、遠藤和男先生、稲村先生、川崎先生、 

星野先生、支援室 

       

２．10周年記念事業 

記念品として屋外用ポール式 2面太陽電池式時計を贈呈 

10周年記念誌を全同窓会員へ送付 

 

３．新潟医療福祉大学同窓会誌・ニュースレター定期発刊 

「伍桃だより６号」１０月発刊 

「伍桃８号」        ３月発刊 

 

４．基盤整備事業 

会員名簿作成・管理、会費徴収 

 

５．新潟医療福祉大学同窓会ホームページ運営 

 (http://nuhw-dosokai.jp) 

 

６．卒業年次生に向けての国家試験合格祈願鉛筆配付 

  理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、健康栄養学科、 

看護学科、義肢装具学科、社会福祉学科の国家試験受験前に配付。 

  ※健康スポーツ学科は国家試験の受験がないため配付せず。 

   

７．卒業式時における優秀学生への同窓会長賞贈呈（図書カード、現金） 

  図書カード（＠5,000×49名）、現金（＠30,000×1団体）を贈呈。 

以上 

http://nuhw-dosokai.jp/


新潟医療福祉大学同窓会 

平成２４年度事業報告 
 

（１）事業期間 

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 

 

（２）事業の実施状況 

平成２４年度におきましては、本会の基盤作り・安定化および活性化に寄与する

事業の推進を目標として行って参りました。 

主な事業は次の通りです。 

 

１．新潟医療福祉大学同窓会第３回ホームカミングデー開催 

記念講演 講演者：池谷幸雄氏（オリンピックメダリスト） 

      「夢は果てしなく永遠に」 

           日 程：平成 24年 10月 7日（日） 

   会 場：大講堂 

   参加人数：100名 

交流会 会 場：図書館棟セミナー室 

参加者：20名 

       

２．新潟医療福祉大学同窓会誌・ニュースレター定期発刊 

「伍桃だより７号」 ９月発刊 

「伍桃９号」        ３月発刊 

 

３．基盤整備事業 

会員名簿作成・管理、会費徴収 

 

４．新潟医療福祉大学同窓会ホームページ運営 

 (http://nuhw-dosokai.jp) 

 

５．フェイスブック同窓会ページ開設・運営開始 

 

６．卒業年次生に向けての国家試験合格祈願鉛筆配付 

  理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、健康栄養学科、 

看護学科、義肢装具学科、社会福祉学科の国家試験受験前に配付。 

  ※健康スポーツ学科は国家試験の受験がないため配付せず。 

   

７．卒業式時における優秀学生への同窓会長賞贈呈（図書カード、現金） 

  図書カード（＠5,000×52名）、現金（＠30,000×1団体）を贈呈。 

 

以上 

http://nuhw-dosokai.jp/


新潟医療福祉大学同窓会 
平成２５年度事業報告 

 
（１）事業期間 

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 
 
（２）事業の実施状況 

平成２５年度におきましては、本会の基盤作り・安定化および活性化に寄与する

事業の推進を目標として行って参りました。 
主な事業は次の通りです。 

 
１．新潟医療福祉大学同窓会第４回ホームカミングデー開催 

第１部「同窓生による専門職実践報告」及び「連携総合ゼミ発表」 
      日 程：平成 25 年 10 月 13 日（日） 
    会 場：D201 
    参加人数：約 60 名 

第２部「同窓生と在学生による座談会」 
       

２．PT（理学療法士）・HN（管理栄養士）連携研修会開催 
   日 程：平成 25 年 6 月 29 日（土） 
   会 場：新宿ワシントンホテル 
   参加人数：約 30 名 
 
３．新潟医療福祉大学同窓会誌・ニュースレター定期発刊 

「伍桃 No9 秋号」  ９月発刊 
「伍桃 No10 春号」  ３月発刊 

 
４．基盤整備事業 

会員名簿作成・管理、会費徴収 
 
５．新潟医療福祉大学同窓会ホームページ運営 

 (http://www.nuhw-dosokai.jp) 
 

６．フェイスブック同窓会ページ運営 
 

７．卒業年次生に向けての国家試験合格祈願鉛筆・大願成就鉛筆配付 
  ・理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、健康栄養学科、 

看護学科、義肢装具自立支援学科、社会福祉学科の国家試験受験前に配付。 
  ・健康スポーツ学科・医療情報管理学科は卒業式時に「大願成就鉛筆」を配布。 

   
８．卒業式時における優秀学生への同窓会長賞贈呈（図書カード、現金） 
  図書カード（＠5,000×57 名）、現金（＠30,000×1 団体）を贈呈。 
 
９．東北支部設立準備及び全日本大学女子駅伝応援 

以上 



新潟医療福祉大学同窓会 

平成２６年度事業報告 
 

 

（１）事業期間 

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

会員数 平成 26年度 4,879名 

    平成 27年度 5,704名（見込） 

 

（２）事業の実施状況 

平成２６年度におきましては、本会の基盤作り・安定化および活性化に 

寄与する事業の推進を目標として行って参りました。 

主な事業は次の通りです。 

 

１．同窓会設立 10周年記念パーティー開催 

日 程：平成 26年 10月 25日（土） 

    会 場：チサンホテル＆コンファレンスセンター 

    参加人数：約 120名 

    

２．連携総合ゼミ オリエンテーションへの講師派遣 

   日 程：平成 26年 8月 5日（火） 

   会 場：新潟医療福祉大学 

   参加講師：白根大通病院 OB・OG6名 

       

３．OT（作業療法士）・ST（言語聴覚士）連携研修会開催 

   日 程：平成 26年 6月 28日（土） 

   会 場：新宿ワシントンホテル 

   参加人数：約 30名 

 

４．学科同窓会トライアル開催 

   日 程：平成 26年 6月 28日（土） 

   実施学科：作業療法学科 

 

  学科同窓会トライアル開催 

   日 程：平成 26年 9月 27日（土） 

   実施学科：健康栄養学科 

   

学科役員会トライアル開催 

   日 程：平成 26年 9月 27日（土） 

   実施学科：作業療法学科 

 

 



 

５．新潟医療福祉大学同窓会誌・同窓会通信の定期発刊 

「伍桃 No10 秋号」  ９月発刊 

「伍桃 No11 春号」   ３月発刊 

「同窓会通信 No1」  ４月発行 

「同窓会通信 No2」  ８月発行 

 

６．基盤整備事業 

会員名簿作成・管理、会費徴収 

 

７．新潟医療福祉大学同窓会ホームページ運営 

 (http://www.nuhw-dosokai.jp) 

 

８．フェイスブック同窓会ページ運営 

  （https://www.facebook.com/nuhwdosokai） 

 

９．卒業年次生に向けての国家試験合格祈願鉛筆・大願成就鉛筆配付 

  ・理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、臨床技術学科、 

健康栄養学科、看護学科、義肢装具学科、社会福祉学科の国家 

試験受験前に配付。 

  ・健康スポーツ学科・医療情報管理学科は卒業式時に「大願成就 

鉛筆」を配布。 

   

１０．卒業式時における優秀学生への同窓会長賞贈呈（図書カード、 

現金）図書カード（＠5,000×74名）、現金（＠30,000×1団体） 

を贈呈。 

 

 

以上 



2 

 

新潟医療福祉大学同窓会 

平成２７年度事業報告 
 

 

（１）事業期間 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

会員数 平成 27年度 ５，７０４名 

    平成 28年度 ６，５３８名 

 

（２）事業の実施状況 

平成２７年度におきましては、本会の基盤作り・安定化および活性化に 

寄与する事業の推進を目標として行って参りました。 

主な事業は次の通りです。 

 

１．社会福祉学科１期生同窓会の開催 

日 程：平成２７年６月６日（土） 

    会 場：ホテルラングウッド新潟 

    参加人数：同窓生５２名、教職員７名 

    

２．連携総合ゼミへの同窓生派遣 

   日 程：平成２７年９月９日（水） 

   会 場：新潟医療福祉大学 

   参加者：６名（理学療法学科卒１名、作業療法学科卒１名、 

言語聴覚学科卒１名、義肢装具自立支援学科卒１名、 

健康栄養学科卒１名、社会福祉学科卒１名） 

       

３．AT（義肢装具自立支援学科）・SW（社会福祉学科）連携研修会開催 

   日 程：平成２７年１１月２８日（土） 

   会 場：東京国際フォーラム 

   参加人数：同窓生３０名、教職員８名 

 

４．ホームカミングデー「あそびの広場」 

   日 程：平成２７年１０月１１日（土） 

   会 場：新潟医療福祉大学第二体育館 

   参加人数：約１５０名 

 

５．新潟医療福祉大学同窓会誌の定期発刊 

「伍桃 No.１１秋号」  ９月発刊 

「伍桃 No.１２」     ３月発刊 
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６．基盤整備事業 

会員名簿作成・管理、会費徴収 

 

７．新潟医療福祉大学同窓会ホームページ運営 

 (http://www.nuhw-dosokai.jp) 

 

８．フェイスブック同窓会ページ運営 

  （https://www.facebook.com/nuhwdosokai） 

 

９．卒業年次生に向けての国家試験合格祈願鉛筆・大願成就鉛筆配付 

  ・理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、臨床技術学科、 

健康栄養学科、看護学科、義肢装具学科、社会福祉学科の国家 

試験受験前に配付。 

  ・健康スポーツ学科・医療情報管理学科は卒業式時に「大願成就 

鉛筆」を配付。 

   

１０．卒業式時における優秀学生への同窓会長賞贈呈（図書カード、現金） 

図書カード（＠５，０００×７０名）、現金（＠３０，０００×１団体） 

を贈呈。 

 

 

以上 
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