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雨が続いたり暑さが戻ったりと夏の終わりが近づく季節となりましたが、会員の皆様はい

かがお過ごしでしょうか。日頃より竹羽会の活動にご理解、ご協力いただきありがとうござ

います。副会長を務めさせていただいております、医療技術短大 9期生の藤堂です。 

本号が発行される 9月は大阪府に 4回目の緊急事態宣言が発出されており、新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）の拡大が続いている状況です。会員の皆様におかれましても、1

年以上の長きに渡る感染予防対策で、職場および日常生活で気を抜けない日々が続いている

ことと案じております。 

竹羽会の活動としましては、来年度に大阪府立大学と大阪市立大学が統合されることか

ら、将来を見据えて新たな体制の検討を行っています。『大阪府立看護大学医療技術学部』

から始まり、4年制の『大阪府立看護大学』、府立大学統合による『大阪府立大学』へ、時代

とともに変化してきた母校、卒業生同士の繋がりは変わらず大切にしていきたいと考えてお

ります。 

今回の会誌には、大阪府立大学として開催する最後のホームカミングデーの案内を掲載さ

せていただきました。ホームカミングデーファイナルとして、対面とオンラインのハイブリ

ット方式で開催を予定しております。昨今のオンライン化により、遠方の方や子育て中の方

等、対面での参加が難しい方々が参加しやすいという利点も感じております。この機会に多

くの卒業生のご参加をお待ちしております。 

 

竹羽会 副会長 藤堂恵美子【9期生（竹羽会 9 期）】 

（巽病院介護老人保健施設） 
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2022年度に大阪府立大学は、大阪市立大学と統合し、大阪公立大学となります。大阪府

立大学は約 140年の歴史があり、その卒業生が大学に戻って来るホームカミングデーを例年

開催しております。2021 年度のホームカミングデーは、大阪府立大学として開催する最後

となります。今回は、ホームカミングデーファイナルとして、多くの卒業生が参加してくれ

ることを期待して、対面とオンラインのハイブリット方式で開催を予定しております。竹羽

会もこのホームカミングデーファイナルの第 3部にイベントを企画しております。竹羽会研

修会と懇話会を開催し、講師には奥田邦晴先生をお招き致します。開学時から理学療法学専

攻を長年支えていただいた奥田先生の講演と奥田先生・専攻教員を交えて卒業生同士の近

況報告を兼ねた懇話会（同窓会）を開催します。卒業生の皆様におかれましては、ご多用

で普段は大学になかなか来ることができないかと思います。この機会に、大阪府立大学（な

かもずキャンパス）に是非お越しください。また大阪にアクセス困難な方々は、オンライン

で是非ともご参加下さいますようお願い致します。 

 

開催日：2021 年 10月 31 日（日） 

開催場所：大阪府立大学なかもずキャンパス＋オンライン 

 

■ メインテーマ:「ともに刻む、140 年の歴史。ともに創る、これからの未来。」 

 

■ 会場:大阪府立大学なかもずキャンパス 体育館＋オンライン（YouTube/Zoom）  

 

■ 総合司会:NHK アナウンサー 別井敬之様 （経済学 2000年） 

 

■ プログラム  

【全体】 

第 1部  記念セレモニー 10:00～11:40 （YouTube）  

学長挨拶、来賓ご挨拶、記念講演、パネルディスカッション、エヴァコールなど 

第 2部  懇親会 12:10～13:30 （YouTube）  

校友会会長挨拶、創基 140年記念 アーカイブムービー、卒業生による演芸など 

 

【竹羽会】 

第 3部  竹羽会研修会（奥田先生）＋懇話会  14:00～16:00  

 会場：なかもずキャンパス B3 棟 118 教室 
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B3棟 

講 師：奥田 邦晴先生（大阪府立大学大学院 総合リハビリテーション学研究科） 

 

内容： 

大阪府立大学は来年、大阪公立大学として新たにスタートします。大阪府立大学は今年

度が最後であり、ホームカミングデーファイナルが開催されます。ホームカミングデーの

第三部として、竹羽会の研修会を対面とオンラインのハイブリット方式で開催します。講

師には、奥田先生をお招きして、パラスポーツと理学療法士の関わりについてご講演いた

だきます。ご講演後には、奥田先生ならびに専攻教員と卒業生・在校生のみなさんで、近

況報告などの懇話会も予定しております。今回は、遠方の先生方もオンラインでご参加い

ただくことが可能です。是非とも、多くの方にご参加いただけましたら幸いです。 

なお、オンライン参加方法につきましては、お申込みののち、登録いただいたメールア

ドレスに案内致します。 

 

日 時：令和 3年 10月 31日（日）14：00～16：00 

(対面参加 13：30受付開始、オンライン参加 13：50～オンライン入場可能) 

申し込み方法：google form への登録 

https://forms.gle/AqFFF3pLgfuspRun7 

締め切り：令和 3年 10 月 10日（日） 



 

令和 3年度定期総会開催のご通知 

竹羽会事務局長  中條 雄太 

拝啓 残暑の候、皆様におかれましては益々御清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、当会令和 3年度定期総会を下記により開催いたします。今後の竹羽会について、

会員の皆様にご意見を頂ける良い機会になりますのでご出席いただけますようご案内申

し上げます。今年度も、Zoomを用いたオンラインで総会を開催いたします。下記に記載し

ている QR コードで、当日の出欠状況をご連絡お願い致します。なお当日お差支えのある

場合は QR コードによる電子委任状をご利用ください。期日までにご返送、ご連絡いただ

きますようお願い致します。なお、ご出席いただける方には、総会のご案内（Zoomの URL

や注意点）をメールにて送付させていただきます。 

敬具 

 

記 

日  時：令和 3年 10月 15日（金） 20時 00分より  

場  所：Web開催（Zoom）  

審議議題：第一号議案 令和 2年度事業報告 

第二号議案 令和 2年度決算報告 

第三号議案 令和 3年度事業計画 

第四号議案 令和 3年度予算案 

第五号議案 人事に関する件 選挙について 

第六号議案 大学統合における今後の同窓会（竹羽会）について 

 

締め切り：令和 3年 10 月 1日（金） 

問い合わせ先：竹羽会事務局 tikuwakai@yahoo.co.jp（事務局長 中條雄太） 

以上 

 

       ↓総会出欠はこちらから↓ 
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令和3年9月1日 

会員各位 

竹羽会 選挙管理委員会 

委員長 谷口 陽一  

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、竹羽会役員選挙に関して下記のとおりお知らせいたします。 

 なお選挙は令和3年10月15日の定期総会において行いますのでよろしくお願い申し上げ

ます。 

                                    敬具 

記 

1．立候補者名 

  会長候補 ：1名（定数1） 

  副会長候補：2名（定数2） 

  監査候補 ：2名（定数2） 

 

2．選挙投票日  令和3年10月15日（金） 

 

3．会長、副会長および監査について 

  いずれも定数と同数ですので、規約細則により無投票当選となります。 

 

4．立候補者の氏名および趣旨 

 

会長立候補者 1名 （定数1） 

〇会長：佐野 佑樹 【学部 2期（竹羽会 11期）】（大阪急性期・総合医療センター） 

 私は、2008年度より、学年代表として竹羽会執行部の活動に携わる機会を頂き、その後

学術部長を経て副会長を 2期 4年務めてまいりました。昨年度は、杉山会長のもとでホー

ムページをリニューアルし、会員情報の管理システムを導入いたしました。また、会誌の

紙媒体での発行も今年度限りとし、次回以降は電子媒体での発行に移行する予定です。 

時代の変化に応じて本会も少しずつ変化しております。先輩方の築いた本会を後輩へ引き

継いでいくためには、執行部員の業務負担を軽減し、持続可能なシステムを構築する必要

があります。世代の幅が広がっているため、執行部の役割をどのように引き継いでいくか

が今後の課題です。また、会員数の増加に応じて、会員どうしの縦の関係が希薄になりつ

つある中で、今後も研修会では卒業生の方に講師を依頼し、会員の皆様の資質向上と会員

同士の繋がりを保てるよう、竹羽会の果たすべき役割を担っていければと考えます。さら

に竹羽会を発展させるべく、今後は会長という立場で執行部とともに尽力する所存です。

皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。 
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副会長立候補者 2名 （定数 2） 

 

〇副会長：藤堂 恵美子【9期生（竹羽会 9期）】（巽病院介護老人保健施設） 

私は、2005 年度より広報部員、2009 年度より広報部長として、竹羽会執行部の活動に

携わりました。2017年度からは副会長を務めさせていただき、役員業務が安定的かつ持続

可能となるよう年間スケジュールやマニュアル作成を行ってまいりました。 

この度、さらに 2年の期間を頂くことで新会長を補佐し、大学統合が控える中、短大時

代からの流れを継承し、多くの会員数を抱えるようになった竹羽会の維持・発展を目指し

ていきたいと考えております。時代の流れに即した形で新たなシステムを構築し、活動し

ていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇副会長：岡本 健佑【府大 2 期生(竹羽会 13 期)】（大阪労災病院） 

私は、2010 年度より学年代表及びホームページ部として、竹羽会執行部の活動に携わ

る機会をいただきました。 

竹羽会が皆様にとって少しでも有益な会となるために、同じ学び舎で過ごした間柄だか

らこそできる情報交換や研鑽の場を提供するような活動内容を検討していきたいと考え

ております。また、年々会員数が増加していく中で、竹羽会の活動をこれからも継続して

いけるように、執行部運営に関する業務を整理し効率化を図っていきたいと思っておりま

す。 

会長を支えつつ、竹羽会の発展に尽力していきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

監査立候補者 2名 （定員 2） 

 

○河西 由喜 【8期生（竹羽会 8期）】（第二協立病院） 

推薦者：佐野 佑樹 他 4名 

 

○杉山 恭二 【学部１期（竹羽会 10期）】（大阪府立大学） 

推薦者：佐野 佑樹 他 4名 

 

以上 
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今年は 24名の大阪府立大学総合リハビリテーション学類理学療法学専攻 13期生の皆さん

が卒業されました。医技短時代から通算すると 24 回目の卒業生です。竹羽会へのますます

のご協力、よろしくお願いします。みんなでよい会にしていきましょう！！ 

 

氏名 所属施設名 所在地 

飯田ゆきえ 堺市立総合医療センター 大阪府 

居関佑杏咲 洛和会丸太町病院 京都府 

井上七海 ー ー 

井之元亮太 阪奈中央病院 奈良県 

小浦正貴 大阪医療センター 大阪府 

権野真太郎 尼崎だいもつ病院 兵庫県 

佐藤文 ー ー 

末次正弥 大阪医療センター 大阪府 

谷本佳翼 大阪府立大学大学院 大阪府 

中島綾美 八尾徳洲会総合病院 大阪府 

夏目侑季 角谷リハビリテーション病院 和歌山県 

西田知哉 八尾徳洲会総合病院 大阪府 

原田稜大 大阪府立機構 大阪府 

平末茜 森ノ宮病院 大阪府 

平野直矢 ー ー 

藤本恵輔 兵庫中央病院 兵庫県 

堀田匠馬 佛教大学 京都府 

町田海渡 阪和記念病院 大阪府 

松本颯人 しまだ病院 大阪府 

南河麻衣 大阪リハビリテーション病院 大阪府 

村上隼 八尾徳洲会総合病院 大阪府 

山根藍里 ー ー 

吉川奈津美 大阪大学医学部附属病院 大阪府 

吉田智哉 大阪医科薬科大学病院 大阪府   
(敬称略) 
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 ・振込手数料はまことに恐縮ですが 

 ご負担をお願いいたします． 

・必ず振込み者の氏名と期数を入れて下さい． 

例：「ﾘｶﾞｸ ﾊﾅｺ ｶﾞｸﾌﾞ1」「ﾘｶﾞｸ ﾀﾛｳ ﾌﾀﾞｲ2」 

・ATMからも振込みができます 

 （専用の用紙をお渡しします）． 

 

竹羽会「永久会費」に関するお問い合わせは

下記までお願いします． 

 

財務部： 

村上達典【府大 3 期生（竹羽会 14 期）】 

 （JCHO星ヶ丘医療センター） 

 E-mail：tikuwakai@yahoo.co.jp 

 

 竹羽会の運営は，会員の皆様から収めて頂

く会費によって支えられています．未納入の

方は是非ともお収め下さい．なお，会費は永

久会費で20,000円となっております． 

たいへん大きい金額ではございますが，勉強

会開催などの費用に割り当てる大切なお金

です．よろしくお願いいたします． 

 <郵便振替口座> 

振替口座：00910-7-223456 

加入者名：竹羽会 

･研修会場で直接納入して頂くことも 

可能ですので、よろしくお願い致します。 

 2020年度会計決算（2020.4.1～2021.3.31）を報告いたします。決算は監査の承認を受けてい

ます。2021年度総会にて会員の皆様にご報告させていただきます。 

財務部長 村上達典 【府大 3期生（竹羽会 14 期）】 

監査 赤井友美【8期生（竹羽会 8期）】 河西由喜【8 期生（竹羽会 8 期）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

竹羽会では、研修会(年 1回)及び執行部会(2～3回)、広報誌の発行(Web上での公開)、卒

業生への電報の送付などの活動を行っています。活動は、会員からの永久会費及び外部から

の研修会参加費によって運営されています。これまでの活動を参考にして、各部の部長が年

間予算案をたてましたので、次回の総会までに会員の皆様にご確認頂きたいと思います。 

 

部 主な内訳 予算 

学術部 講師謝礼(30,000円) 

講師軽食費(2,000円) 

備品代(10,000円) 

42,000円 

事務局 執行部会会議費(3,000円×20名×年 3回) 180,000円 

厚生部 研修会講師の懇親会費(10,000円) 

懇親会会場までのタクシー代（2,000円） 

府立大卒業式の祝辞(1,400 円) 

13,400円 

広報部 広報誌印刷・広報誌発送 160,000円 

財務部 振込手数料、雑費（のり、付箋等文房具類） 1,000円 

ホームページ部 旧ホームページサーバー利用料(4〜6月)（990円） 

新ホームページ管理費・年会費(59,400円) 

60,390円 

年間予算（合計） 456,790円 

 

＊年間予算は、活動内容によって増減する場合があります。 

＊2021年 4月 1日～2022 年 3月 31日の期間で立てています。 

 

財務部長 村上達典 【府大 3期生（竹羽会 14 期）】 
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 『竹内街道』では、会員の皆様からの投稿原稿を大募集しています。「こんな研修会に参

加してきました」「こんな勉強会をやっています」「今度、同窓会があります」など、内容、

文字数等問いません。会員に知らせたいことを何でも良いので広報部までお寄せください。 

次号は、2022年夏頃発行予定です。投稿お待ちしています！！  

 

広報部 上田 顕丈【府大5期生（竹羽会16期）】（巽病院） 

                      E-mail：tikuwakai@yahoo.co.jp 
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コロナの影響が続き、卒業生同士の交流も行いづらい状況が続いており、日常が制限され

て今の状況に憂鬱に感じてしまうこともあります。そんなときにこの会誌をきっかけに同じ

状況で頑張っている同窓生を思い浮かべていただき、コロナの時代をみんなで乗り切るとい

った思いを持っていただければと思います。（上田） 

 

感染状況がますます厳しくなり、仕事や生活に影響を受けておられる方が多いと思います

が、同級生や先輩と話をしたりすると少しほっとします。この会誌でそのようなつながりが

増えたらいいなと思います。（野村） 

住所や所属の変更、その他お問い合わせ等がございましたら、 

竹羽会のウェブサイト(https://www.web-dousoukai.com/chikuwakai/)から 

連絡をお願いいたします。 

 

※今回の会誌の宛名用紙に、竹羽会ウェブサイトの会員専用ページの 

ログイン IDとパスワードを記載しております。 

そちらから会員情報の修正ができますので、必要な際にはご利用ください。 

会長 財務部 部長 村上 達典（府大3期卒）

学術部 部長 高橋 勇輝（府大4期卒）

部長 岡本 健佑（府大2期卒）

山中 雄翔（府大5期卒）

松本 真弥（府大8期卒）

部長 中條 雄太（府大5期卒） 部長 上田 顕丈（府大5期卒）

日比野 梓瑳（府大5期卒） 部員 野村 佳美（府大10期卒）

武田 匠平（府大9期卒） 書記

部長 松本 真弥（府大8期卒）

部員 太田 麻里奈（府大8期卒）

ホームページ部
部員

副会長

監査

杉山 恭二（学部1期卒）

藤堂 恵美子（9期卒）

佐野 佑樹（学部2期卒）

赤井 友美（8期卒）

河西 由喜（8期卒）

武田 匠平（府大9期卒）

広報部
事務局

部員

厚生部


