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１１．運営事業                                   

 

 （１）総会、理事会、支部長会議 

１．総   会  

・第１回総会（平成 23 年度入学式後）                   

    日時会場：平成 23 年４月 ６日（水）当別キャンパス体育館 

    報告事項：①後援会概要  

審議事項：①平成 22 年度事業報告（案）及び決算（案）について 

         ②平成 23 年度事業計画（案）及び予算（案）について 

 ・第２回総会（平成 23 年度学位記授与式後）                     

    日時会場：平成 24 年３月 16 日（金）当別キャンパス体育館 

    審議事項：①平成 23 年度事業報告（案）及び仮決算（案）について 

         ②平成 24 年度事業計画（案）及び予算（案）について 

         ③役員の変更（案）について 

２．理 事 会   

・第１回理事会                              

    日時会場：平成 23 年９月 ９日（金）京王プラザホテル札幌 

    報告事項：①学園動向について 

         ②「平成 23 年度地区別懇談会」実施要領について 

審議事項：①役員の変更（案）について 

②平成 23 年度予算補正（案）について 

    その他事項：①2012 年度歯学部・臨床福祉学科 AO 方式入試について 

 ・第２回理事会                                                     

    日時会場：平成 24 年２月 29 日（水）ホテル札幌ガーデンパレス 

    報告事項：①学園動向について 

         ②平成 24 年度入試動向（中間報告）について 

審議事項：①平成 23 年度事業報告（案）及び仮決算（案）について 

         ②平成 24 年度事業計画（案）及び予算（案）について 

         ③役員の変更（案）について 

３．支部長会議（http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~fubo/topics/topics32） 

 ・支部長会議                              

    日時会場：平成 23 年７月 30 日（土）グランドホテル札幌 

    報告事項：①平成 22 年度支部活動状況について 

         ②平成 23 年度事業計画及び予算について 

         ③被災地出身学生に対する一次帰省費用補助について 

         ④東北支部主催医療薬学セミナーについて 

         ⑤平成 24 年度入試概要について 

    意見交換：①支部活動の活性化に向けて 

 

 

 

 

http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~fubo/topics/topics32
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 （２）地区別懇談会（http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~fubo/topics/topics33） 

   平成 23 年 10 月 15 日（土）から 11 月６日（日）まで、全国 10 支部 15 地区会場において開催し、

554 組 747 名（出席率 18.4%）のご父母の皆様がご出席くださいました。 

   ・道内６会場：札幌、釧路、帯広、旭川、北見、函館 

   ・道外９会場：青森、盛岡、仙台、東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇 

 

（３）支部活動支援（http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~fubo/topics/topics31） 

  １．支部活動支援 

全国 10 支部（道央、道東、道北、道南、東北、関東、関西、中・四国、九州、沖縄）に対して、 

支部活動費用を補助しました。 

２．支部懇談会の開催支援 

    ・東北支部青森地区「東北支部主催医療薬学セミナー」 

      日時会場：平成 23 年７月 23 日（土）ホテル青森 

出席者 

薬学部 歯学部 看護福祉学部 計

29 ４ ４ 37

      次  第：（１）後援会長挨拶 

           （２）「東日本大震災を体験したチーム医療に関わる薬剤師の仕事」 

福本優吾氏（薬学部 29 期卒業生） 

（３）「耳垢型遺伝子の発見と医学的・人類学的意義～薬剤耐性から 

東アジア人の大移動まで～」 

新川詔夫学長 

（４）「学園動向報告」 

    長原利明広報・教育事業部長 

 

（４）会員連絡・調査、広報 

   会員に対し、以下の連絡・調査、広報を実施しました。 

    ①事業（平成 23 年度地区別懇談会）の開催案内 

    ②会費納入通知 

    ③消息調査（会員名簿整理） 

    ④安否調査（東日本大震災） 

    ⑤新入生ご父母への資料配布（平成 23 年度入学式） 

（学生便覧、広報誌、医療機関案内、海外語学研修案内） 

    ⑥在学生ご父母への資料配布（平成 23 年度地区別懇談会） 

       （後援会だより、大学/専門学校案内、広報誌、歯学部案内、生涯学習案内、求人関係資料） 

    ⑦会員への広報誌配布（※平成 24 年３月一括及び同窓会との連携） 

 

（５）学園式典助成 

   学生及びご父母へ軽食を配布しました。（平成 23 年度入学式及び※学位記授与式） 

 

 

 

 

http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~fubo/topics/topics33
http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~fubo/topics/topics31
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 ２．学生生活助成事業                               

  
（１）保健関係助成 

医療費一部負担額に対する補助（診療費補助制度）により、学生の健康管理をサポートしました。 

 

（２）卒業期対策助成 

  模擬試験、直前講習会等の国家試験対策に対する援助を実施しました。 

 

（３）就職対策助成 

   公務員試験対策講座、就職セミナー、職業適性検査等開催に対する援助を実施しました。  

 

（４）教育災害等保険助成 

正課中等の傷害に対応した「学生教育研究災害傷害保険」加入に対する援助を実施しました。 

 

（５）学生行事関連助成 

以下の学生行事に対する援助を実施しました。 

①新入生宿泊オリエンテーション （平成 23 年４月 11、12 日） 

②第 33 回九十九祭        （平成 23 年６月 18、19 日） 

 

（６）海外語学研修補助 

以下の海外語学研修参加学生に対する渡航費用補助を実施しました。 

①カナダ     アルバータ大学（平成 23 年８月５～25 日） 

②オーストラリア モナッシュ大学（平成 24 年３月４～24 日） 

 

（７）食堂等運営助成 

食堂環境整備、サービス向上及びメニュー価格低廉化による学生の満足度向上及び負担軽減を目的 

とし、食堂等運営に対する援助を実施しました。 

 札幌あいの里キャンパス食堂リニューアル、新メニュー導入等により運営改善が図られています。 

 

（８）図書館利用設備充実支援 

  新医療人共通の教養図書の整備充実に対する援助を実施しました。 

 

（９）学生のネットワーク利用推進助成 

   情報処理室、CALL 教室等の機器整備及び教育用ソフトウェア充実に対する援助を実施しました。 

 

（10）東日本大震災帰省費用補助 

  被災地へ一次帰省する学生（49 名）に対する一次帰省交通費（定額５万円）の補助を実施しました。 

   対象期間：平成 23 年４月 21 日（木）～平成 23 年９月 30 日（金）※主に GW･夏休み 

   対象学生：災害救助法適用地域の出身学生（全 95 名） 

   補助実績：下表（計 49 名、2,450,000 円） 

学部 

（大学院含む） 
青森 岩手 宮城 福島 茨城 栃木 千葉 計 

薬  学  部 - 5 7 4 2 - - 18

歯  学  部 - 2 6 1 4 1 - 14

看護福祉学部 - 2 6 1 - - - 9

心理科学部  2 1 3 - 2 - - 8

歯科衛生士専門学校  - - - - - - - 0

計 2 10 22 6 8 1 0 49
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 ３．同窓会等助成事業                               

 
 （１）同窓会活動支援 

以下の同窓会活動の援助を実施しました。 

   ①薬学部同窓会           （会長：田中稔泰 ３期） 

   ②歯学部同窓会           （会長：蓑輪隆宏 １期） 

   ③福慧会              （会長：川村武昭 ３期） 

    看護福祉学部/看護、看護福祉学研究科/看護学、札幌医療専門学校/看護 

   ④臨床福祉学科同窓会        （会長：小畑友希 １期） 

    看護福祉学部/臨床福祉、医療福祉（医療福祉）、看護福祉学研究科/臨床福祉、札幌医療専門学校/介護福祉 

   ⑤臨床心理学科同窓会        （会長：本谷 亮 １期） 

    心理科学部/臨床心理、看護福祉学部/医療福祉（臨床心理）、心理科学研究科/臨床心理 

   ⑥あいの里 ST会           （会長：伊藤 傑 １期） 

    心理科学部/言語聴覚療法、心理科学研究科/言語聴覚、札幌医療専門学校/言語聴覚療法・言語聴覚療法専攻 

   ⑦歯学部附属歯科衛生士専門学校同窓会（会長：梶美奈子 ２期） 

http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/for/graduate.html

