シブコンスタッフ
募集中

各支部長から所属支部会員の皆様へ

詳細は 27 頁に

共につくろう育友会

新型コロナウイルスの影響で７月末から９月中旬にかけて全国 61 の会場で予定していた支部懇談会が中止となり、

支部会員交流の貴重な機会もなくなってしまいました。本来でしたら会場で直接、支部会員の皆様にお伝えしたかっ
た支部長からのメッセージ。誌面を通してお届けします。

札幌支部長
函館支部長

鎌田

薫

北海道ブロック

今年度入学された皆様、会員の皆様も新型コ
ロナウイルスの影響を受け、ご心配の日々をお
過ごしのことと思います。支部の活動に、毎年夏に開催され
ます支部懇談会があります。大学から教職員の方々を函館に
お迎えし、学生生活・学業・就職活動などのお話を直接聞く
ことができる会です。函館支部は少人数ですが、保護者同士
の情報交換や親睦を深めながら、和やかに活動をしています。
来年度に向けて、ぜひ支部活動にお気軽にご参加ください。

佐藤佐百合

当たり前の日常が一変して、皆様におかれましても大変ご苦労
されていることと思われます。卒入学式の中止や、オンライン授
業、オンライン就活等。経験したことのない社会情勢の対応に学生の皆様も
戸惑っているのではないでしょうか。
札幌支部の活動も、中止が決定した支部懇談会へ向けての準備が主な内容
で、役員をされている方々もご自分のお仕事があり、極力負担のかからない
活動を一番に心がけています。
支部懇談会では大学教職員の方々より、学業、学生生活、就職支援などの
最新の活動内容を直接聞ける良い機会になっていますが、参加者の減少が近々
の課題で、札幌支部と苫小牧支部合同開催を次年度以降に見送りさせていた
だくことになりました。日々状況が変化する毎日ですが育友会への参加お待
ちしております。

釧路支部長 井上良子
本年度は中止になった支部懇談会ですが、例年は大学
の教職員の方々より大学生活や就職活動について情報を
得る絶好の機会です。また昼食（無料）を取りながら保
護者同士の情報交換・親睦の場でもあります。当支部は
会員数が少ないこともあり、個別面談の時間にも余裕が
あります。面談は不安に思っていることなどを先生方が
とても親切に相談に乗ってくれます。釧路支部では来年
度の「シブコンスタッフ」を大募集しております。支部
懇談会を開催するにあたってお手伝いや、年２回大学で
開催される会議への出席等々。当支部ではシブコンスタッ
フマニュアルを作成しております。気軽に参加いただけ
ると思います。多数のご参加をお待ちしております。

青森支部長

三上義也

東北ブロック

希望に胸を膨らませ旅立った青森の子どもた
ち。どんな生活をしているのだろう。思い描い
た学生生活を送れているのだろうか。

網走支部長

太田博之

息子が昨年入学したことがご縁で支部長をやらせてもらっていま
す。と申しましても支部長のお仕事はほとんど何もやっておりませ
ん。昨年の 11 月に全国支部長会とキャンパス見学会に出席させてもらいました。
素晴らしい施設で学生生活を送れる息子をうらやましく思いました。今年はコロ
ナでいろいろなことが中止になって何かと大変ですが、学生生活が有意義になる
ことを願いつつ、非力ではございますが支部活動に取り組みたいと思います。
網走支部は全国で一番小さな支部になると思います。その分、支部一人一人の
方にきめ細かいフォローができると思います。今年度ご入学のご父母の皆様、支
部の活動に是非参加していただければ幸いです。

宮城支部長

根本

繁

今年度の支部懇談会は残念ながら中止となりましたが、学生生
活や学業、就職活動等の悩みについて、教職員の方々と直接お話
しができる年１回の貴重な機会です。「With コロナ」時代の就職活動は、ご

今年度万全のスタッフ体制で臨んだ我が支部も、コロナの

父母の皆様にとって最大の関心事ではないかと思います。相談の機会である

影響で未だ行事なし。子どもを通じて出会った縁を大切に、

支部懇談会は、「シブコンスタッフ」の皆様と共に作り上げていきますので、

今後何か企画していきたいと思います。その際は皆様のご協

是非ご協力をお願いします。
「シブコンスタッフ」間の情報交換もできるので、

力よろしくお願いします。併せて新スタッフも随時募集して

１年次からの参加がおすすめです。

おります。興味のある方は、お問い合わせください。

岩手支部長

刈田哲彦

新入生の保護者の皆様は、新型コロナウイルス感染症
の影響で、お子さんの授業や生活についてご心配されて
いることと思います。早く落ち着いて学生生活が送れるこ
とを祈っています。
さて、岩手支部は、全国 67 の支部の中でも会員 数の

秋田支部長

鈴木優子

支部懇談会は堅苦しい会ではなく、大学の近況・就職状況等の
情報が得られるほか、保護者の不安や悩みを教職員の方々に直接
相談できる、年に一度の貴重な機会です。また、昼食会は保護者同士の情報交
換や親睦を深める絶好の場となっております。午後は希望者を対象に先生方と
の個人面談の時間を設けておりますので、是非ご参加いただければと思います。

多い支部で、毎年８月下旬に北上市内で開催している支部
懇談会は、大学の教職員の方々に生活や学業、就職など
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の情報やアドバイスがいただけるほか、個人面談や集団面

福島（浜通り）支部長

談では心配事について直接相談ができる懇談会です。こ

支部懇談会は大学の教職員の方々から学生生活、就職活動等の情報が直接聞

の懇談会を各学年から保護者５、６名の協力をいただい

ける貴重な機会です。また、保護者の皆さんとの情報交換もできますし、交流

て開催しています。新入生の保護 者の皆様でご協力いた

を図ることもできます。支部役員同士和気あいあいと活動しておりますので是

だける方の連絡をお待ちしております。

非一緒に盛り上げていきませんか。
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矢内雅志

各支部長・支部役員から支部独自のご案内通知やご連絡が入る場合があります。

福島（中通り）支部長 佐々木幹夫
姉妹２人が専修大学にお世話になり、支部役員として５
年目となります。

山形支部長

大河原孝如

川西町の大河原と申します。今年は残念ながら支
部懇談会は開催できませんでしたが、来年の盛大な

今年度の支部懇談会は残念ながら開催することができませんが、支部

開催に向けて一言申し上げます。

懇談会は、大学の近況や学生生活、就職情報などを教職員の方々から直

支部懇談会は、会員同士の交流と大学の教職員の皆さんに直接

接お話を伺うことができ、大学をより身近に感じられる年に一回の良い

相談できる貴重な機会です。そして、役員の皆さんのご協力によ

機会です。学年ごとの昼食会では教職員や保護者の方々と懇親を深める

り成り立っています。

こともでき、午後には希望される方に個人面談も行っておりました。

「役員はちょっとなー」と思う方も多いかと思いますが、お子さ

私も４年間、同じ立場の保護者の方々と、支部懇談会の準備などを通

んの「最後のＰＴＡ活動」と思ってみてはいかがでしょうか。活

じて、とても有意義な時間を過ごすことができたと考えております。つ

動回数も年１、２回程度と負担は多くないと思いますし、同じ年

きましては、次年度以降の開催に向けて「シブコンスタッフ」を募集し

代の子供をもつ役員同士、気軽に悩みを相談し合える雰囲気のた

ておりますので、ご興味のある方は是非ご連絡ください。

め、皆さん初対面でもすぐに打ち解けられます。さらに、教職員
の皆さんとは、大学生活や就職に向けたアドバイスなど、より詳
細に伺うことができます（シブコン前日の打ち合わせ会にて）
。

栃木支部長

最後に！私たちと「最後のＰＴＡ」を一緒に楽しく盛り上げて

片岡信治

1 年生のご父母の皆様、この度の育友会への御入会心

いきましょう！役員、心よりお待ちしております。

から歓迎申し上げます。育友会栃木県支部役員は、4 年
生 4 名、3 年生 3 名、2 年生 6 名の合計 13 名で構成され、年に一
度開催される支部懇談会の運営を主な目的として活動しています。
点から、支部懇談会が中止となる残念な結果となってしまいました。

茨城（水戸）支部長

池田博直

水戸支部の会員数は 194 名で、支部役員は一学年 3
名による計 12 名で構成されています。支部役員は「最

本来であれば、支部懇談会の場で、1 年生の会員の皆様に、新役員

後の PTA 活動を悔いなく全うしよう！」をスローガンとして鋭意

の就任をお願いしているところでありますが、今年度はそれができ

活動しています。具体的な活動は各自（自分、子供）の近況報告を

なくなり、新役員を選出する機会が失われてしまいました。

兼ねた懇親会、支部懇用準備反省打ち合わせ、水戸漫遊マラソンボ

ところで、役員といいますと大変なイメージがありますが、支部

ランティア活動、ホームページ運用等です。支部役員活動は楽しく、

懇談会は実質大学側との共催でして、今年度のような予想外の状況

かつ有意義であるべきです。役員経験者、賛同いただけた方は迷わ

にならなければ、例年の筋書き通りにことが進んでいくので、役員

ず新支部役員になって水戸支部を更に良いものにしていただければ

間での情報共有さえできていれば支部懇談会は成功します。役員に

と思います。役員一同、心よりお待ちしています。

関東ブロック

さて、今年度につきましては、新型コロナウイルス感染防止の観

なることにより、大学側とのパイプが太くなり、学業、学生生活、
就職等の情報入手が容易となります。また、役員間の横のつながりも、
お子様の支援に大きく役に立ちます。
「専修大学育友会栃木支部にようこそ ‼

私たちと一緒に活動して

みませんか ‼」

千葉西支部長

武田

正

支部懇談会は、教職員の方々から大学の近況、学生生
活、学業や就職状況等直接情報を得ることができる貴重
な機会です。昼食を取りながら保護者同士での交流もできます。午

茨城（県南）支部長

谷嶋純子

例年支部懇談会では、大学の近況や学生生活、就職の

後からは個人面談にてご子女に関する様々な疑問や不安悩みの相談
にも応じていただける場となっています。今年度は、「WEB 支部懇
談会」として動画を配信する予定です。

情報などを教職員の方々から直接お伺いし、意見交換な

千葉西支部の役員の活動は、現在 12 名で年間 5 回活動していま

どを行っておりました。また、懇談会を通して支部役員を募集して

す。シブコンに１人でも多くの方が参加していただいて、満足いた

おりました。しかし残念ながら、本年度の支部懇談会開催は新型コ

だける案を出し合っています。役員会終了後は、
懇親会（ランチ会等）

ロナウイルス感染拡大防止のために中止となりました。

で学年・学部を超えた貴重な情報交換をの場となっております。

新学期開始の遅れ、コロナ感染の恐れ、就職活動への影響等心配

サポートスタッフを募集中です。役員会の雰囲気を見てみたいで

は尽きませんが、こんな時だからこそ親も我が子同様、専修大学と

も結構です。気軽に参加してみてください。お手伝いしていただけ

の関わりを持てる場、支部活動へのご参加をお待ちしております。

る方、私達と一緒にやりましょう。宜しくお願いします。

埼玉支部長

飯島

薫

今 年度は新型コロナウイルス感 染拡大予防のため 8
月に予定されておりました支部懇談会が残念ながら中止

神奈川東支部長

新田哲也

神奈川の支部懇談会は東西合同で開催、毎年 300 人
を超えるご父兄が参加します。その準備は４月から開始、

となってしまいました。今後事態が収束し状況が改善されたときに

生田校舎の構内をツアーしたり、学生に交じり学食や購買を利用し

支部活動に一緒に参加していただける方を募集しております。活動

たりと、大人の「キャンパスライフ」をメンバーと楽しんでいます。

に参加されますと大学の先生方や他学年・他学部の保護者との交流

いつのまにか大学のことに詳しくなり、子どもと話をするときに共

や学生生活・就職状況について貴重な最新情報を得ることができま

通の話題ができますよ♪

す。お子様が有意義な学生生活を送るために保護者の皆様が大学の

今年は残念ながら支部懇談会が中止になり、大学へ行く機会が無

内容を知ることは大切です。また日々のお子様とのコミュニケーショ

くなってしまいましたがキャンパスが再開されたら、メンバーたち

ンに情報を役立てていただけたらと思います。是非皆様の育友会活

と様々な情報交換ができればと思います。難しいことはいっさいあ

動の参加お待ちしております。ご夫婦でのご参加も大歓迎です。

りませんので、楽しんで活動してくださる方をお待ちしています。
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シブコンスタッフ
募集中

各支部長・支部役員から支部独自のご案内通知やご連絡が入る場合があります。

詳細は 27 頁に

東京 A 支部長

島村幸也

東京 B 支部長

七星浩也

東京Ａ支部の皆さま、こんにちは。今年、専修大学は 140

私たち親の学生時代と現在では大学を取り巻く環境、学生

年目を迎える記念すべ年でありながら、コロナウイルス対応で

生活が様変わりしています。支部懇談会は、教職員との面談あ

支部懇談会の開催を見送ることになり、大変残念でなりません。育友会は学

り、学生相談 室カウンセラーとの面談あり、学 年を超 えた保

生の学業、就職等を全面的に支援していくもので、大変に重要な活動です。

護者同士のランチミーティングありと、今どきの教育現場や就

これからもご協力をよろしくお願いいたします。つきましては、今後の支部

活状況などタイムリーな話題を手に入れる絶好のチャンスです。

懇談会にお手伝いをいただく方（シブコンスタッフ）を募集してます。ぜひ

年に一度しかない貴重なイベントですので、2021 年度に向け

ぜひ、学生のため、大学のために奮ってのご参加をお待ちしています。

て「シブコンスタッフ」に加わってくださり、お子さまと一緒に、
新しい局面を乗り切っていければ幸甚に存じます。

東京 C 支部長

後藤英明

東京多摩支部長

今年はコロナウイルス拡散防止のために卒業式や入学式が中

伊藤丈浩

止になり、会員の皆様の心労が痛いように伝わってきます。今年

令和 2 年新入学生と保護者のみなさま、ご入

度の専修大学育友会の支部懇談会も中止が決定しました。したがって皆様に

学誠におめでとうございます。 大切なご子息、ご

は支部懇談会を少しでも理解していただくためのメッセージをさせていただ

息女が努力され、また私たち保護者もいっしょに努力して（主

きます。

に学費工面で）、勝ち取った専修大学のキャンパスライフ。3

支部懇談会は年に１回、地区にもよりますが夏から秋にかけて実施してお

年前の私は「保護者だって覗いてみたい」という単純な気持

ります。午前は大学教職員の方々から学生生活・学業・就職活動等の最新情

ちで育友会の活動に参加させていただくことになりました。 あ

報を収集できます。昼は美味しいお弁当を囲んで保護者同士の情報交換がで

なたも専修大学の応援団としていっしょに活動してみませんか。

きます。午後からは個人面談やグループ面談で個々の悩みや不安を解消でき

東京多摩支部では生田校舎や向ヶ丘遊園のサテライトキャ

ます。私自身、現役の人事採用担当なので来年度、事前の２回の打合せから

ンパスで支部懇談会をはじめとする保護者同士の情報交換や

当日の支部懇談会まで、役員として参加していただき、就職活動等色々な情

箱根駅伝の予選会応援など、楽しく活動しています。ご連絡

報交換ができればありがたいです。ご興味のある方は宜しくお願い致します。

お待ちしています！

山梨支部長

遠山康広

富山支部長

中部ブロック

シブコンスタッフというと、少し敷居が高く感じられ

白井修之

新入生の保護者の皆さんを招待して 7 月上旬に「ラン

ますが、お子さんを抱える親御さんの関心はみな同じと

チ会」をすることから富山支部の一年がスタートします。

実感しました。同じ専大の子供を持つ親同士、学生生活や就職状況等、

おいしいランチを食べながら勉学のこと、サークルのことなど、子供

子供を取り巻く状況が少しずつわかるようになりました。大学の発

のことを語り合うひとときとなっています。支部懇談会はご夫婦で参

展と教育目標達成に協力するとともに、スタッフ相互の親睦をはか

加される方が多く、学生生活の不安や就職活動についてなど、大学の

ることができました。

先生方からお話を伺える機会となります。年末には支部役員で忘年会
もやっています。楽しく爽やかな富山支部の活動にぜひ参加してくだ
さい。お待ちしております。

新潟（長岡）支部長

高杉祐一

新潟（長岡）支部の皆様、本年は残念ながら、支部懇

石川支部長

談会（シブコン）の開催がなく、非常に寂しい限りです。

北野喜樹

新型コロナウイルス感染症のまん延で大学もオンライン

シブコンは、大学の教職員の方々と直接話をすることができる貴重
な場です。大学と家庭をつなぐ機会を失ったことはとても残念では

授業となるなど、子どもたちの学業はもとより生活全般に

ありますが、来年こそ例年通りにシブコンが開催されることを祈念

も大きな影響が及んでおり、保護者の皆さんのご心配もひとしおと思

しています。

います。

さて、このシブコンをはじめとする育友会活動は、会員の皆様の

恒例の支部懇談会も感染拡大を受けて中止となりましたが、子どもた

ご協力により成り立っております。このため、育友会活動に興味を

ちの学生生活や学業、大学の取り組みについて教職員の皆さんから直接

持たれた方は、ぜひ気軽に参加してみてください。貴重な体験がで

お話を伺うことができるせっかくの機会だけに中止は大変残念です。

きると思います。今後とも、育友会活動におきましては、皆様のご

これからも、子どもたちの学生生活が実り多きものになるよう、活
動していきたいと思っていますので、保護者の皆さん、ぜひ支部活動

協力をよろしくお願いします。

にご参加ください。

新潟（新潟）支部長

馬場禎光

新潟（新潟）支部の皆様こんにちは。コロナウイルス

佐内一裕

感染防止で、支部懇談会が中止になり、本来ならばそこ

新型コロナウイルス禍という状況下、子供たちはオンライン授業と

で大学の職員の方々から直接話を伺える年に一度の機会でしたが残

いう体験に戸惑っているでしょう。新入生は思い描いていたキャンパ

念でした。

スライフを送れず、その胸中を思うと本当に胸が痛みます。また、4

支部懇談会では、昼食を食べながら保護者同士の情報交換や希望
者には、教職員の方々との個別面談も受けられることになっていまし

年生は就活も思い通りに進まず、将来に対する不安でいっぱいなので
はないでしょうか。

た。又、新入生の保護者の皆様には、その場で数名の役員を決めて

暗闇を進むには「灯」が必要です。「灯」とは「情報」です。学習の

いただく予定でした。 現在は２～４年の 13 人で役員をやらせていた

進み具合、親元を離れての都会での生活、学費や生活費のこと…。問

だいております。 役員は、この懇談会の運営が主な仕事となります。

題は山ほどあるでしょう。その解決のために、大学と私たちを繋ぐシ

新入生の保護者の皆様からも役員になっていただかなければなりませ

ブコンは大きな「灯」なのです。

ん。役員になると支部懇談会前日には、教職員の方々との懇親も深め
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福井支部長

会員の皆さん、シブコンを活用しましょう！

自分の子供の現在と

ることができます。この様な機会はなかなかないと思います。是非と

未来のために、シブコンという「灯」を手にしてください！

もシブコンスタッフにご応募いただきますようお願い申し上げます。

して立ち上がってくださる方、お待ちしてます！
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役員と

長野（長野）支部長

金井孝昭

長野（松本）支部長

長野（長野）支部では、支部役員 12 名体制で支部懇談

村山辰市朗

本年の支部懇談会は、新型コロナウイルス感染症拡

会を中心に活動しています。役員は１～３年生の保護者夫

大防止の観点から中止となりましたが、育友会は、
「社

婦で構成され、各学年４名になります。役員会は年４回で、その後の懇

会知性の開発推進」「学生の修学環境の向上」「社会に飛躍する人財

親会で親睦を深めています。

育成」「会員相互の親睦」「ボランティア精神」を柱に、大学の支援

育友会の最大行事は、育友会が発足した 1958 年夏に長野県が先駆

活動をしております。

けとなった支部懇談会です。教職員と本部役員に出向いてもらい、支部

年に一度開催される支部懇談会は、保護者の皆様が、教職員から

役員と連携して、大学の近況、学生生活、就職などの情報や状況を説明

ご子女の学業・学生生活・就職活動などについて直接お話を伺える

していただきます。その後、単位の修得状況、学生生活全般、就職など

とても良い機会です。教職員との個人面談の場も設けられ、気軽に

に関する悩みや不安について個人面談を行い、アドバイスをいただきま

ご相談もできますし、保護者間で情報交換も行えます。この未曾有

す。

の苦境を皆さんで乗り切れるよう、是非役員スタッフとしてのご参

支部役員になれば、教職員並びに支部役員同士、大きな関心事である

加をお待ちしておりますので、宜しくお願いいたします。

就職について相談ができ、また要望等を行えば、翌年にはそれが実現さ
れたり、有意義なものになります。ぜひ、1 年生の保護者の皆さん、支
部役員になりませんか。

静岡（浜松）支部長

髙林久美子

この度は、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、皆

静岡（東部）支部長

土屋清利

育友会は専修大学のサポーターとして数々の支援と、会
員である皆様の親睦を図るため、さまざまな活動を行う会

さまにおかれましては不安と窮屈な毎日をお過ごしの
こととお察し申し上げます。また、既に着々と準備を進めていた本
部の皆様におかれましても、支部懇談会の中止は私たち以上に肩を
落とされたことでしょう。

です。今回残念ながら、育友会最大のイベント支部懇談会が新型コロナ

そんな中、先日届いた「本部ニュース」152 号（育友会本部支

ウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました。そこで来年度に

部長間の広報誌）には、いろんな形の今後の活動方法の検討や、保

つなげるべくシブコンスタッフを募集したいと思います。シブコンはお

護者の方々の不安を拭い去るための方法の検討の内容の記載があ

子様の学生生活、就職状況などの情報を得る価値ある会です。教職員の

り、とても心強く読ませていただきました。この未曾有の事態が、

方による個人面談も行うなど、有意義な時間を過ごすことできます。是

この先どうなるのか不安はいっぱいですが、一日も早く落ち着いて

非我々と共に地域特有の企画を考案し、保護者の皆様の疑問や不安を解

「with コロナ」で、また違った形での活動が再開できた折には、是

消していきましょう。「共につくろう育友会」をテーマにみなさまのご協

非ともたくさんの皆さんにご参加いただき、有意義で楽しい活動に

力をお願いします。

していきましょう！ご協力をお願いします。

静岡（静岡）支部長

鈴木健一

三重支部長

立木加奈恵

静岡（静岡）支部の皆様こんにちは。支部懇談会は、大

三重支部の皆様、またこの記事を読んで下さっている皆様、コ

学教職員の方々より、学業や学生生活、就職等についてお

ロナ禍の毎日をご不安の中お過ごしのことと存じます。年に 1 回

話を伺え、また、直接教職員の方々に相談できる貴重な機会の場であり

の支部懇談会（シブコン）も中止となり残念に思います。

ます。静岡支部では現在 4 年次 4 名、3 年次 3 名、2 年次 4 名の計

「シブコン？」大学生になっても保護者会があるの？なんて思わな

11 名のスタッフで支部懇談会開催に向けての企画、運営をしています。

いで下さい。今の教育現場や就職活動など参加してはじめてわか

スタッフと言っても親なので、子供のことでは皆さんと共通の話題、悩

る情報がシブコンにあります。大学での勉強の取り組み方、GPA

みを持っており、集まると話がつきることはありません。

のスコアのことから、一人暮らしの住んでいる地域のこと、アルバ

そして、今年も新たなスタッフ 1 年次の募集をしています。経験有無
は関係ありません。興味のある方は是非ご協力お願いいたします。

イトのこと、地元での就職など、気軽に聞ける場となっています。
また三重支部は校友会（卒業生の会）の方々にも参加いただいて
います。未来に繋がる出会いがきっとあります。保護者の皆様と
情報交換・交流できる場を一緒に作りませんか？ご参加をお待ちし

愛知（名古屋）支部長

刑部美津恵

ています。

大学生になったんだから全て本人に任せます。でも、大
丈夫？何となくモヤモヤしている方いらっしゃいません
か？どうぞ育友会支部活動にご参加下さい。ここ何カ月で私達の生活は
一変しました。新しい生活に移行していく中、親はどう対応していけば

愛知（豊橋）支部長

菅

栄次

支部懇談会と訊いて皆さんはどんなイメージを持た
れますか？

良いのでしょうか？
愛知 ( 名古屋 ) 支部は、ご夫婦の参加も多く、ほんわかした雰囲気の中、

「百聞は一見に如かず」です！ 親御さんならではの悩みや迷い、不

唯一大学からの情報が得られる場として、また細かい相談ができる場と

安など一掃できると思います。コロナ禍で延期になってます新入生父

して多くのご参加をいただいております。こんな時こそ、学びましょう、

母歓迎会など今後予定しております。まずは参加してみてください。

知りましょう、
繋がりましょう。皆様のご参加を心よりお待ちしています。

1 人でも多くの方にお会いできることを楽しみにしております。

大上美代子

兵庫支部長

岩崎俊昭

京都支部は奈良支部と合同で懇談会を開催しています。支部

兵庫支部は学生数（1 年から 4 年の合計）60 名

懇談会は教職員の方々から、学業や生活、就職等の心配や疑問

のご父母・保護者で運営しています。スタッフは現

について直接お話を伺い相談できる年に一度の機会です。また、大学キャン

在 5 名と少ないので、
スタッフに参加してみませんか？

パス情報やＤＶＤの上映もあります。保護者同士、日頃の疑問や悩み等々

フの仕事は年 1 回、夏の支部懇談会の運営ですが、学生生活・

話し合える懇談会です。

学業・就職状況など最新の情報が聞けるので良かったと実感し

残念な事に今年は開催できませんが、来年はこの素晴らしい懇談会が開
催され、一人でも多くの方に参加していただけることを願っております。

スタッ

近畿ブロック

京都支部長

ます。是非とも気楽に参加して下さい。140 周年の専修大学が
描く将来ビジョンと共に頑張っていきましょう。
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各支部長・支部役員から支部独自のご案内通知やご連絡が入る場合があります。

大阪支部長

奈良支部長

河村光子

この度、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、育友

長尾一栄

奈良支部は京都支部と合同で支部懇談会を開催して

会最大のイベントである支部懇談会（シブコン）は中止と

おります。昨年の支部懇談会で両支部間の親交が深ま

なりました。毎年開催されるシブコンでは、私たち保護者が地元にいな

り少しでも支部懇談会の参加者を増やすため、昨秋より３カ月に１

がら、大学教職員の方と直接お話をすることができます。大学の状況を

度のペースで「京都・奈良支部だより」を作成しております。本年

知ることや、子供の相談ができるとても良い機会だと感じています。更

度の支部懇談会は、京都・奈良支部の支部活動の成果が表れる機会

にランチをしながら保護者同士の話も弾み、親睦も深まっています。

だと感じていただけに、中止は残念でなりません。

今年度、このような機会がなくなったことは残念ですが、来年度から

しかし支部懇談会は来年以降も行われます。昨年築かれた京都支

は、和歌山支部と合同開催になり、交流の輪がより広がることも期待さ

部との親交の火を消すことなく、今後も地味ではありますが支部活

れます。次回、大阪支部、和歌山支部の皆さまにお会いできることを心

動を継続し、少しでも支部懇談会の参加者を増やせるよう頑張りま

待ちにしております。また、来年度の開催準備に向けて、
「シブコンスタッ

す。支部会員の皆様も同じ専大生を持つ親同士の親睦をぜひ深めて

フ」を募集しています。是非一緒に楽しく活動しましょう！

いただければと願っております。

鳥取支部長

谷川勝重

岡山支部長

本山和彦

中国ブロック

毎年行われていた支部懇談会が中止となり大変残念に

鳥取支部は会員 22 名の小さな支部で、主な活動は支部

思います。支部懇談会は育友会の最大のイベントであり、

懇談会と会員交流会の開催です。支部懇談会は、大学の教
職員から学業・学生生活や進路・就職に関する情報を得る貴重な機会

保護者の皆様が日頃不安に思うこと、疑問に思うことを相談でき、ご

となります。また、会員交流会は、支部会員が気楽な雰囲気のなかで

子女の生活、学業、就職等について直接教職員の方からアドバイス

子どものことや親の思いを語り合うひとときです。会員どうしの交流

をいただける大変貴重な交流の場として毎年たくさん保護者の皆様

を深め、情報交換の場である支部活動に、ぜひお気軽にご参加ください。

にご参加いただいています。秋の学園祭に合わせてキャンパス見学
会も開かれており、日頃見ることのない大学内の様子や雰囲気を味
わうことのできる行事もあります。またスタッフのアイデア次第で、

島根支部

三好陽子

島根から遠く離れて暮らす子供の様子は気になるもの
ですね。年 1 回県内で開催される支部懇談会は、大学教

より楽しく盛り上がった企画を行うことも可能です。岡山支部は次
年度「シブコンスタッフ」を募集しています。少しでも興味をお持
ちの方ご連絡お待ちしております。

職員の方から学生生活について直接お話が聞ける貴重な機会です。個
人面談では、履修状況や気になる成績、進路等について相談できます。

広島支部長

昼食をいただきながら、保護者同士で情報交換できる場となります。

支部懇談会が中止となり、支部会員の皆様とお会いでき

ンパス見学会に参加しました。子供たちが大学生活を送る諸施設を現
役専大生に案内してもらいました。大学祭では、さまざまな企画を通

福嶋憲吾

広島支部は会員数 98 人です。例年夏期に開催される

令和元年度は、支部会有志で、鳳祭に合わせて開催された生田キャ

ないことを残念に思っています。

じて学生の活気ある雰囲気を楽しむことができました。島根支部会員

広島支部では、支部懇談会のほか、校友会広島支部と交流する活

数は少ないですが、和気あいあいとした雰囲気です。是非一緒に活動

動をしています。支部懇談会では、ご子女からの情報だけでは知り

を楽しみましょう。

難い大学生活の様子を、大学の教員方・事務方から伺い、普段会う
機会のない、保護者の方々、OB の方々との交流もできます。支部懇
以外に、
校友会主催の活動にも参加しています。こういった対話から、

山口支部長

大西美智代

毎年定期開催される専修大の支部懇談会『シブコン』は、
大学の先生から直接お子様の大学生活の様子や成績、就職
の相談ができるとても貴重な機会です。今年は新型コロナの影響で残

就職準備を始め、ご子女を支えるための気づきを得られるように思
います。
活動を支えるのは支部役員、会を通じた出会いと気づきに興味を
持ってくれる方、役員として参加しませんか？

念ながら中止となってしまいましたが、次年度以降の開催では皆様奮っ
てご参加ください。
また『シブコンスタッフ』を募集しています。山口県内よりお子様
を専修大へ進学させた保護者同士の交流の機会になりますので、こち
らも沢山のご応募をお待ちしています。一緒に山口支部を盛り上げて
行きましょう！

愛媛支部長

鈴木暁美

松本弘之

本来であれば、大学スタッフをお招きして、支部懇談会の開催を予定
しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大によりまして、残念
ながら開催を断念することになりました。同会は、ご子女が在学するな
かで、保護者が親睦できる唯一の機会でありますので非常に残念です。
皆様方には御挨拶もできず、4 年間を終えることは心苦しいところで
ございますが、今後におきましても、支部運営に御支援、御協力を賜
りますようよろしくお願い申し上げます。

四国ブロック

愛媛支部 1 年生の支部会員の皆さま、ご入会おめでとう
ございます。今年度の夏シブコンで皆さんにお会いできな
いことが非常に残念です。
愛媛支部では毎年大変なごやかに “シブコン” と “支部役員懇親会” を
開催しております。今年 2 月にランチ会として開催した支部役員懇親会
では既に来期の支部長と支部長を支えていただける方々も決定しました。
また、愛媛支部は支部役員としてご協力いただける方々が学年ごとに
多いので、安心して愛媛支部の活動にご参加いただければと思います。
1 年生の支部会員の皆さまと直接お会いする機会がない中ではあります
が、追って 1 学年の支部会員へのお誘いのご連絡をさせていただくと思
います。その際は、気負わず（笑）どうぞ宜しくお願い致します。
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香川支部長

宮武勇司

「大学生活」
とは
「人生の岐路」
。そこに学生一人一人が
「自
己の可能性」を見いだすべく「貴重な時間」が流れてい
ます。ならば「新型コロナウイルスに直面した大学生活」も同様に
して「困難あれども人生の岐路」
。そこに平時と異なるものは「今ま
で以上に求められる私たち保護者の下支え」でしょうか。
本年度は実現できなかった香川支部の活動もまた、次年度の保護
者の方々が相集い力を合わせ「学生たちを下支えすべく貴重な時間」
となりますようご期待申し上げます。

京極すみれ

福岡（小倉）支部長

谷口由美

皆様、今年のシブコンは残念ながら中止となりまし

１年生５名が加わり、現在 27 名の会員数です。新型コロ

たが、また違った形でお会いできることを楽しみにして

ナウイルス拡大の影響で、学生の皆さん、保護者の皆さん共に新年度

います。私どもは夫婦で毎回参加させていただいておりますが、い

から大変なことと思います。親元を離れ、自分の道を歩み始めた息子、

つもありがたいなと感じるのは、招かれる先生方が変わってもアット

娘を応援したい、保護者の立場でもっと大学や就職活動の話題を知っ

ホーム感は全く変わらず、何を質問しても真摯に対応してくださると

ておきたいなど、この機会、このご縁を大切に高知支部で一緒に育友

ころです。大学は遠くにありますが、とても身近に感じることができ

会活動をしてくださる方、募集しています。活動は９月開始となります。

ます。同じ大学に通う子どもを持つ親同士として、これからも関わっ

ご興味ございましたら、ぜひお気軽にお声をかけてください。

ていけたらなと思っています。

福岡（博多）支部長

山村

佐賀支部長

覚

職情報、学生生活など気になることを直接相談できて安心したとの感想をい
ただいております。令和 2 年度新入会員の皆様、シブコンデビューがまだ
の会員の皆様、これまで出席いただいた会員の皆様、「令和 3 年度の “シブ
コン” ご出席ば、心よりお待ちしとーとよ」。あわせて、福岡（博多）支部
では、シブコンスタッフを募集しております。

石瀧康男

新型コロナウィルスが世界中にあらゆる影響を及

令和元年度の支部懇談会には、会員、先生方あわせて 44 名
のご出席をいただきました。午後の個人面談では修学状況、就

九州・沖縄ブロック

高知支部長

高知支部の会員の皆様こんにちは。高知支部は４月から

ぼしておりますが、罹患された方々には謹んでお見
舞い申し上げます。緊急事態宣言が発令され、皆様の生活が一
変し不安な日々をお過ごしと思います。
学生は入学式もなくなりキャンパスに行くこともできず、不
慣れなオンライン授業となり、帰省もできず、バイトもなくなっ
たりと、本当に大変な思いをしております。専修大学では学生
達へ様々なサポートをしていたただいておりますので、HP 等で
ご確認をお願いします。

長崎支部長

残念ながら今年度の支部懇親会は中止となりましたが、次年

江﨑瑞穂

今年度の支部懇談会が新型コロナウイルスの影響で中止となってしまい、
とても残念に思っています。新入生保護者様にとりましては、大学からの
情報等を直接得る機会がなくなり、育友会の現地活動も分かりづらい状況

度は無事に開催されると思います。学生生活や進学、就職等の
不安や疑問を直に質問できる貴重な場所です。是非ご参加をお
願い致します。

だと思います。そのような中、どなたか１名の方に役員をお願いしたいの
ですが、長崎支部では、各学年１名、計４名の役員で毎年夏の支部懇談会

熊本支部長

に向けて準備、活動しています。年間、必要に応じて３、４回ほど集まって
います。
詳しくは直接お話させていただく方がわかりやすいと思いますので、興
味のある方は、ぜひご連絡ください。また、個別にこちらからご相談させ
ていただくこともあると思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

橘

玲子

現在、新型コロナウイルスの影響で皆様は活動が制
限されている中、いろいろな面で苦慮されていること
と思います。私たち育友会は大学のサポーターとして大学発展、学
生育成のために一丸となって頑張って行かなければならないと思っ
ています。
大変な状況ではありますが、大学、学生、皆様の明るい未来のた

鹿児島支部

本中野伸一

大学で育友会活動があることに最初は戸惑い、驚きました。
しかし、参加してみると離れて暮らす子どもの学生生活が見
えてきました。サークル活動、必要な単位は取得しているのかどうか、就
職活動で学校はどのような取り組みをしているかなど、親が心配している

めに、ぜひ支部役員として参加、活動したい方、一年次の方で 2
名宜しくお願い致します。支部役員になると支部活動に参加するこ
とにより、大学の教職員の方をはじめ、保護者の皆様との新たな出
会いの場が広がり、情報共有ができ、学業、就職、生活面等の悩み
や不安解消にも繋がります。

ことを先生方に直接相談できるよい機会であり、貴重な時間でした。年に
一回しかないので、ぜひ参加して悩みを解消してください。子どもと保護

大分支部長

者が安心できる唯一の場を共に盛り上げていきましょう。

伊東徹治

今年はコロナ禍の影響で育友会支部懇談会が中止と

沖縄支部長

なりました。本来ならば支部懇談会前に、支部の会員

當山繁人

の皆様と懇親会を開き子供たちの様子を話しながら親睦をはかり、

沖縄支部は、今年度 21 名の新入生・保護者の皆様を迎え、支部会員
数は 70 名となりました。毎年開催してきた「新入生保護者歓迎会
（7 月）
」
、
「支部懇談会（8 月）」が本年は中止となり、特に新入生保護者におかれ
ましては、会員相互の情報交換・懇談の場がなく、何かとご心配のこと
と思います。
昨今の情勢下におきましては、支部の活動も従来どおりとはいかない
ものの、可能な限りの活動を行って参りたいと考えております。

次期支部役員の勧誘をしておりましたが、今年はどうなるのかと
思っております。
支部長になると年に２度大学で開催される全国支部長の集りに参
加するので、キャンパスの雰囲気や子供達の様子を直に感じること
ができます。大分支部会員の皆様でそんな特典が付いている支部役
員になりたい方がいらっしゃいましたら、ご連絡をお待ちしており
ます！

「シブコンスタッフ」を募集しています！
各支部では支部懇談会などのお手伝いをいただくシブコンスタッフを募集しています。同
じ大学に通う子供を持つ親同士の交流も深まり、やってよかったという人がほとんどです。ご
興味ある方は、巻末の読者アンケートはがき（インターネット）の該当項目にチェックを入れ
てお送りください。
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