
 

 

 

 

 

 

 

■ 会告 総会案内 

平成 29 年度定期総会開催について 

 

物療校友会会則 第 21 条第 2 項に基づき、平成 28 年度定期総会を下記の通り開催

いたします。なお、今年度は、総会に先立ち、講演会 を開催いたします。 

会員各位にはご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席いただきま

すようご案内申し上げます。 

                  記 
 

開催日時：平成 30 年 5 月 19 日（土）午後 2 時 30分から午後 5時 

開催会場：大阪市立難波市民学習センター 

            大阪市浪速区湊町 1-4-1 OCATビル 4階 

（JR難波駅 OCAT 正面出口 徒歩 1 分） 

       講演会 ：２時 30分～3時 30分 

         演題：「認知症の人との関わり方」“なぜ？どうすればいいの？” 

         演者：深瀬大輔氏（平成 20年卒・作業療法士） 

総会議事：3時 45分～５時 00分 

１、 平成 29 年度 事業報告 

２、 平成 29 年度 決算報告 

３、 平成 29 年度 監査報告 

役員改選（次頁に告示） 

４、 平成 30 年度 事業計画（案） 

５、 平成 30 年度 予算（案） 

６、 その他                                    以上 
 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

■ お願い  誠に恐縮ですが、総会ならびに懇親会ご出欠の有無を同封のハガキに

て 5 月 9 日（水）までに、ご返送くださいますようお願いいたします。 

 

 

物療校友会 
 

会 報  №27 

 

発行日 平成３０年 3 月 20 日 

発行者 物療校友会 会長 辻清文 

 

■ 総会時懇親会のご案内 

平成 29 年度定期総会終了後開催致します 

開催日時：平成 30 年 5 月 19 日（土）午後 5 時 30分から 

開催場所：難波月日亭（近鉄難波ビル地下２階） 

会  費：4,000 円  

◆訃報◆  大阪物療専門学校最後の校長 遠藤忠保先生が平成 30年 3月 12日 

ご逝去されました。ここにご冥福をお祈り申し上げます。 合掌 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ご 挨 拶 

会員各位 

物療校友会会長 辻 清文 

謹啓  

早春の候、会員の皆様には益々ご清祥にてご活躍のこととお慶び申し上げます。 

平素は物療校友会活動にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

大阪物療大学では、平成30年3月7日に第 4期生71名の方々が学位記を授与され、

当会からも卒業記念パーティーにて卒業記念品をお贈りすることができました。 

さて、会長職をお受けして早 6年が過ぎようとしています。この間、「大阪物療大学

同窓会」と「物療校友会」とは、物療学園の卒業生として絆を深め「一つの OB会」と

なることを目標とし取り組んで参りましたが実現することが叶いませんでした。 

昨年の総会にて「足元を固めて一歩、一歩努力することが必要ではないか、合併の

ことだけではなく、もっと会員に対する事業を行うべきだ」とのご指摘を頂きました。 

本年度 1年間は、本会の目的（会則第 2条）でもあります「会員相互の親睦を計る」 

ことを主体に置き活動をして参り、平成 30年度は、学会時懇親会の開催（横浜学会時

懇親会の開催…4月 14日・資料参照）ならびに、校友会総会時にも講演会を開催する

ことと致しました。ここに、実現に時間がかかりました事、深くお詫び申し上げます。 

現在、当会役員会では、大学同窓会との合併が叶わなかった等の理由から、『解散し

て、新たな同窓会を立ち上げをしてはどうか？』また、『解散したうえで現状、唯一活

動している学術部のみを新たな会として残してはどうか？』という案があります。 

現在、当会の財政は逼迫状態に陥っています。このままでは 2～3年で解散を余儀な

くされる状況です。今回の総会では、解散もしくは最低限の事業継続のどちらかに決

断する必要があると思われます。私はこれまでの業績の落ち込みの責任を取りたく思

っています。 

次期役員各位に、会員の皆様のご支援・ご協力を切にお願い申し上げます。謹白 

 

■ 告示 役員選挙 

会則第 13条に基づき役員選挙を下記の通り行います。 

 

                 記 

１．役員の定数 会 長  1名 

   副会長  3名以内 

   監 事  2名 

２．立候補の届出及び締切日 

     平成 30年 4月 27日（金）午後 3時 

３．投票日・開票日 

     平成 30年 5月 19日（平成 29年度定時総会時） 

４．届出場所 

     堺市西区鳳南町 5-667-1-301 

     物療校友会事務所内 選挙管理委員会 

以上を告示します。 

平成 30年 3月 20日 

     物療校友会 選挙管理委員会委員長  中村 憲治 

 



 

 

 

 

 

◆平成 29 年度主な活動報告◆       

4月 1日 大阪物療大学入学式                辻参列 

4月 21日 校友会 平成 28年度監査実施  難波御堂筋ホール    4名 

4月 21日 校友会 平成 29年度第１回役員会 難波御堂筋ホール   7名 

6月 4日 大阪物療大学同窓会 総会・懇親会出席      4名 

6月 13日 校友会 会報発送（№26）      1566部 

7月 15日 校友会 平成 28年度総会開催  難波御堂筋ホール   22名 

  来賓 大阪物療大学同窓会             4名 

7月 29日  第 19回放射線合同交流会出席        出席者：25名 

8月 19日 校友会 平成 29年度第 2回役員会開催 阿倍野学習センター 10名 

1月 13日 校友会 平成 29年度第 3回役員会開催 難波月日亭     9名 

1月 13日 校友会 新年会（理事長・前羽・小川元理事参加）         12名 

2月 3日 校友会 臨時役員会         9名 

3月 7日 大阪物療大学 学位記授与式参列           辻参列 

  大阪物療大学卒業時パーティーに出席し卒業記念品を贈呈 

◆2 月 3 日校友会 臨時役員会 審議事項◆     

１．新しく「物療学園同窓会…大学部会・専門学校部」を創る 

２．組織を縮小し、物療校友会の存続（現状維持） 

３．物療校友会を解散する 

４．解散するが、活動している学術部のみを新らたな会とし継続する 

結論は持ち越されたが、校友会解散の意見が多く出された。 

なお、物療大学同窓会側は役員の確保が困難であると表明された。       

上記４案について、今回の総会にて審議予定。 

 

 

◆お願い◆ 

 今回の平成 29 年度定期総会にて、上記内容の審議が含まれます。 

総会に参加できない場合は、総会案内に同封いたしました返信はがきにご意見をご

記入の上ご返信ください。 

長年にわたり、物療校友会へご助力・ご支援いただいた会員の皆様には、総会まで、

もしくは総会当日にご意見を賜りたく存じます。 

 

 

◆年 会 費 納 入 の お 願 い◆ 

 

物療校友会は、会員皆様からの年会費（2,000 円）ならびに寄付金にて運営を行

っております。 

物療校友会の円滑な運営・活動のためにも会員の皆様からの年会費納入を節にお

願い申し上げます。 

 



◆平成 29 年度学術部研修会報告◆    

第 1回放射線部会研修会   5月 13日(土)      参加者：19名 

第 2回放射線部会勉強会   8月 19日(土)      参加者：19名 

★第 3・4回放射線部会勉強会 11月 4日(土)～5日(日)    参加者：20名 

☆第 5回放射線部会勉強会   2月 3日(土)       参加者：31名 

 

★第 3･4回放射線部会勉強会【一泊研修会】 

平成 29年度の一泊研修会は奈良県の『まな

びやの森・かつらぎ』で開催いたしました。

特別講演は大阪物療大学の西浦素子先生が

来てくだり、恒例の情報交換会ではさまざ

まな意見交換がなされ、盛況に終えること

ができました。来年度も一泊研修会を開催

いたしますので、ぜひご参加ください。 

☆第 5回放射線部会勉強会 

今回より卒業した学校に関わりなくどなた

でも勉強会に参加することが可能となり、

31名の参加がありました。CTに関する基礎

的な講演を 2 名の先生方にしていただきま

した。初めて参加された方からも勉強にな

ったという声が多かったです。 

 

■ 広報部からのお知らせ 

物療校友会ホームページでは 

物療校友会の活動報告、今後の活動予

定などその都度更新致しますので是非ご利用

ください。 

http://www.butsuryo-kouyuukai.com 

インターネット上で、「物療校友会」を検索 

経費削減のため、校友会のニュースは、今後

ＨＰでの提供が主体となります。 

 

 

 

 

◆ 物療校友会事務所勤務体制のお知らせ ◆ 

 

物療校友会事務所 ℡＆Fax 072-284-8668 

勤務時間帯： 火 午後 1時～午後 4時 

木 午前 9時～午後 0時 

Email butsuryo-kouyukai@theia.ocn.ne.jp 

上記アドレスには常時送信可能です。 

事 務 職 員：尾籠（オゴモリ）恵子 
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