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　栄泉会の皆様におかれましては益々のご発
展、ご健勝の事とお慶び申し上げます。
　さて、私は今まで栄泉会の理事として約10
年間、会長をお支えして参りましたが、この度、
南会長のご勇退に伴い、栄泉会会長に就任致
しました24期生の山村　正です。
　私は、長きにわたり管理栄養士として入院
患者さんの栄養管理を担当させて頂きました。
この様な素晴らしい、やりがいのある仕事に

従事出来たのも兵庫栄養調理製菓専門学校の
おかげと感謝しております。
　ご存知のとおり、兵庫栄養調理製菓専門学
校は2021年４月から休校となり、2022年3月
で閉校となりましたが、栄泉会はこれからも
会員の皆様、新しい理事と共に事業を進めて
参りますので、ご協力をお願いします。
　最後に、コロナ禍という事もあり感染予防
に留意して頂きますようお願い申し上げます。

ご あ い さ つご あ い さ つ

「 閉 校 の 集 い」 開 催「 閉 校 の 集 い」 開 催

　2021年７月18日（日）、宝塚大劇場
隣に移転した宝塚ホテル２F「琥珀の
間」に於いて「閉校の集い」が開催さ
れました。コロナ禍で徹底した感染対
策の中、開校初期の４期生から最後の
卒業生となった71期生までの会員81
名が参加、12：00からの臨時総会で
2020年度会計報告・2021年度予算案・
役員改選が承認されました。引き続き
懇親会が行われ、丸山理事長のあいさ
つで学校の歴史の振り返りや、閉校後
は学校法人を解散し新たな団体を設
立して卒業生の対応や、同窓会の運営
にも力を注いでいくことを話してい
ただきました。
　座席の仕切りや催しの制限、移動や
会話を控えるという制約はありまし
たが、スライドで過去の写真を上映、
昨年中止になったバスツアーを秋に
実施する報告、山村新会長からの今後
の活動への協力依頼等、和やかな雰囲
気の中に粛々と歴史を終えようとす
る学校への名残惜しさを感じつつ閉
会いたしました。

会 　長

山村　正

栄泉会だより栄泉会だより栄泉会だより栄泉会だより 38号
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● 第１回理事会【2021年６月19日（土）】
１．2020年度会計報告、監査報告について
２．2021年度会計予算案について
３．閉校の集い・臨時総会開催について
４．役員改選について
５．管理栄養士受験準備講座について
６．その他

● 第２回理事会【2021年９月４日（土）】
１．閉校の集いについて報告
２．管理栄養士受験準備講座について
３．バスツアー「日本の原風景 美山を訪ねて」について
４．会則の改定について
５．その他

● 第３回理事会【2021年12月４日（土）】
１．閉校後の学校法人について
２．管理栄養士受験準備講座について経過報告
３．バスツアー「日本の原風景 美山を訪ねて」について報告
４．予算執行状況について
５．栄泉会だより第38号について
６．2022年度事業計画について
７．その他

● 第４回理事会【2022年２月26日（土）】
１．予算執行状況について
２．管理栄養士受験対策講座について
３．卒業生支援事業について
４．会則の改定について
５．栄泉会だより第38号について
６．2022年度事業計画について
７．その他

2021年度バスツアー報告　「日本の原風景　美山を訪ねて」

　コロナの影響が心配される中、27名の方
にご参加いただき、ゆとりある座席配置と
換気、手指消毒・マスク着用などを心がけ
てバスツアーを無事に実施することが出来
ました。
　美山付近はあいにくの小雨模様で、肌寒
い一日となりましたが、深まりゆく里山の
秋を五感で感じる旅となりました。
　道中は道の駅が多く、３か所に立ち寄り
買い物も楽しめました。記憶に残ったも
のは美山牛乳で作られたソフトクリームで
す。寒い中いただいても濃厚な風味で満足
感がありました。
　昼食場所である「きぐすりや」さんは静
かな山間にたたずむ料理旅館で、貸し切り
状態で対応していただきました。上品な京
都の里山料理を味わうことが出来、久々に
外出している喜びも味わうことが出来たよ
うに思います。
　美山集落では、染物の展示館や民俗資料
館などもあったため、かやぶきの里の懐か
しさあふれる景色だけではなく、展示され
た生活道具やその場で作られている作品を
通しても美山に触れることが出来たように
思います。
　昨年はバスツアーが中止となり残念な思
いをした分、今回参加者の皆様のお顔を
拝見した時には喜びもひとしおとなりまし
た。栄泉会の恒例行事として皆様にご参加
いただけるよう、魅力ある旅を続けていき
たいです。

報告：楠本薫

栄泉会理事会報告 2021年度2022年度　栄泉会役員名簿
期生 氏　　名

会　長 24 山　村　　　正

副会長 28 松　岡　良　平

書　記 55 山　部　ゆ　み

会　計 32 細　見　健　一

総　務 60 澁　谷　嘉　一

業　務 47 楠　本　　　薫

業　務 52 平　井　美　穂

業　務 53 西　澤　秀　美

広　報 44 西　垣　公　昭

監　事 31 東　　　由起子

感　想
西宮北口
出発

西宮北口着
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料理旅館
「きぐすりや」

「里山の籠盛り点心」
の

昼食をいただきます

美山ふれあい広場

（道の駅）

　農産物、美山乳製品、

物産などのお買い物

美山集落散策

行　程 日時：10月17日（日）
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管理栄養士国家試験受験対策講座

▼ 案内を希望される方は、

同封の返信用のハガキに⃝印をご記入ください。

お問い合せは 0798-81-5616 栄泉会事務局へお願い致します。 ※振込手数料は各自にてご負担願います。

▼ バスツアー振込先
日本郵便　口座番号：０１１４０−８−６０７５４

（郵便局）　口 座 名：栄泉会

　2021年９月12日（日）～ 2022年１月16日（日）の間、計７回に渡り管理栄養士
国家試験受験対策講座を開催しました。第１回目は阪急西宮北口の本校舎で行
い、２回目以降は西宮市役所南側の西宮市民会館での実施となりました。13名
の卒業生が参加し、午前（９：30 ～ 12：10）・午後（12：40 ～ 15：20）の講義を連
日、真剣に受講してもらいました。講師の先生方には本校講師に加え武庫川女
子大学、元帝塚山大学の先生方にご協力をいただき各教科の出題が予想される
項目、過去の問題を解いて解説をしてもらうという内容で、在学中に修得して
いなかった項目も分かりやすく教えていただきました。
　栄泉会からは受講者に対しインターメディカルの管理栄養士受験対策模擬
試験（かんもし）１回分を無料で実施させていただきました。
　2022年度も受験対策講座を実施いたしますので、ホームページ等でご確認い
ただき、一人でも多くのご参加をお待ちしております。

管理栄養士国家試験受験対策講座

日　付 9：30 ～ 12：10 12：40 ～ 15：20
第１回 6月26日（日） 基礎栄養学 生化学
第２回 7月10日（日） 社会・環境と健康 社会・環境と健康
第３回 7月24日（日） 臨床栄養学 臨床栄養学
第４回 8月 7日（日） 第１回模擬試験 第１回模擬試験
第５回 8月21日（日） 基礎栄養学 生化学
第６回 9月11日（日） 栄養教育論 臨床栄養学
第７回 10月16日（日） 公衆栄養学 臨床栄養学
第８回 11月13日（日） 臨床栄養学 応用栄養学
第９回 12月 4日（日） 調理学 食品衛生学
第10回 1月22日（日） 給食経営管理論 食品学
第11回 2月 5日（日） 第２回模擬試験 第２回模擬試験

※第1回は9：00 ～開講式予定　　※日程が変更になる場合があります
詳細は上記申込フォームをご覧ください

日　　時	 11月６日（日）

集合場所	 阪急「西宮北口」芸術文化センター北側
　　　　　　（乗車場所まで一緒に移動します）

集合／解散（予定）時間
	 集合８：15 ／解散17：30（予定）

参 加 費	 11,000円（下記振込先へご入金ください）
	 	コース料理の代金です。バス代その他は栄泉

会より補助します。

行　　程	 西宮北口を８時30分出発
	 （15分休憩）

	 11時15分～
	 　三方五湖　観光（公園）レインボーライン

	 12時00分～
	 　若狭みかた「きらら温泉　水月花ホテル」
	 　ふぐ料理フルコース

「若狭ふぐ遊膳」（11,000円）の昼食
	 　昼食後に大浴場の利用無料

	 13時45分～　「道の駅」お買い物
	 （15分休憩）

	 17時30分　西宮北口帰着予定

※現地集合・解散も可能ですが参加費用は同料金となります。
※	返送ハガキで参加希望とご記入いただいた方には９月中
旬に詳細をお送りいたします。

　皆様のご参加をお待ちしております。

　現在、コロナ禍により人が集まってイベントを行うことが難し
い状況です。
　それでも状況が好転すれば合間を縫って専門職向上のための
栄養学研修会などを開催したいと思っております。今回の紙面
ではご紹介できませんが、役員間で随時検討を重ね、今回の
栄泉会だより返送ハガキに「講習会・研修会の案内希望」に〇
印を記入された方に改めてご案内をお送りさせていただきます。

ふぐを満喫！若狭バスツアー 
場　所：西宮市民会館（第１回～第５回）
　　　　501号室　又は　301号室
登録料：1,000円
定　員：30名
申　込：締切日５月31日（火）
　　　　申込フォームにてお申込みください

　講習会・研修会のご案内

検討中の例　：
　今必要とされている栄養士の仕事とは？
　離乳食の進め方について保護者の知識、認識を高める



4

　理事会のたびに使わせてい
ただいていた学校という建物
がなくなるだけで、こんなに
ぽっかりと心に空間が生まれ
るのだなということを実感し
ています。今でも目の奥には校
舎での思い出のシーンがアル
バムの写真のごとくにいろい
ろと浮かびます。これを忘れて
しまわないように。同窓会が存
続して行事活動を続ける意味
はそこにあるのかもしれませ
ん。栄泉会だよりも皆様をつな
ぐ「手」となれば幸いです。

　今後「栄泉会」は、「一般社団法人兵庫栄養
振興会」とともに理事会や総会、各種行事、会
報の発行等を役員を中心に行ってまいります
ので会員の皆様のご理解・ご協力、行事への
ご参加をお願いいたします。
　今後の「栄泉会だより」についてですが、時
代の流れに乗った形で発行することを検討し
ております。現在は住所登録のある方に郵送
しておりますが、いずれは「兵庫栄養振興会」
のホームページに掲載したものをご覧いただ
く、若しくはメールアドレスを連絡いただい
た方にメールで送信するという形を考えてお
ります。もちろん、紙面を郵送してほしいとい
う方も多数おられることと思いますので、来

年からというわけではございませんが、現状
を把握するために今回の返送ハガキに「今後
も紙面での郵送を希望する」という欄を設け
ております。今後も郵送を希望される方は〇
印を記入してください。
　〇印を記入されなかった方にも数年は郵
送させていただきますが、体制が整い次第
メール配信に切り替えさせていただこうと思
います。但し、返送ハガキにメールアドレスの
記入をお願いいたします。実施までには時間
が掛かると思われます。今回のご回答はあく
まで参考に・・・ということでご理解、ご協力
の程よろしくお願い申し上げます。

「あとがき」「あとがき」会員の皆様へ必ずお読みください会員の皆様へ必ずお読みください！！

（名称）
第１条	 本会は栄泉会と称し、事務局を一般社団法人兵庫栄養振興会におく。
（目的）
第２条	 	本会は会員相互の親睦を深め、栄養知識および技術の向上を図るこ

とを目的とする。
（事業）
第３条	 本会は第２条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
	 	総会、理事会、講習会、栄養相談、同期会、体験講座、食べ歩き会

などの開催。
	 会報（栄泉会だより）の発行。
（会員）
第４条	 本会は次の会員をもって構成する。
	 正会員　　　兵庫栄養調理製菓専門学校　栄養士科　卒業生
	 特別会員　　兵庫栄養調理製菓専門学校の旧職員
第５条	 本会は次の役員をおく。
	 会　　長　１名、　副 会 長　１名、　書記理事　１名
	 会計理事　１名、　総務理事　１名、　業務理事　３名
	 広報理事　１名、　会計監事　１名
第６条	 	会長、副会長、書記理事、会計理事、総務理事、業務理事、広報理

事は会員より総会において選出する。会計監事は会長が委嘱する。
（役員の任務）
第７条	 会長は本会を代表し会務を総括処理する。
第８条	 副会長は会長を補佐し会長の支障がある時はその職務を代行する。
第９条	 	会計理事は会計事務を処理し総会、理事会において会計報告を行

なう。
第10条	 書記理事は会議の通知、記録を行い議事録の保管を行なう。
第11条	 総務理事は書記理事、会計理事を補佐し会議運営を円滑に行なう。
第12条	 業務理事は本会の事業活動の企画および運営を円滑に行なう。

第13条	 	広報理事は会報「栄泉会だより」の発行および会員名簿の管理を行
なう。

第14条	 会計監事は本会の財産および会計事務を監査し会議にて報告をする。
（役員の任期）
第15条	 役員の任期は４年とする。ただし再任を妨げない。
	 欠員が生じた場合はただちに新役員を選出する。
	 補欠により役員に就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
（会議）
第16条	 会議は総会および理事会とする。
第17条	 	通常総会は会長が必要と認めた場合に開き、重要事項について議決

する。
	 議決は出席者の過半数で決する。
	 総会の議長は総会出席者の中より選出する。
第18条	 理事会は総会の決定に従って本会の円滑な運営をはかる。
	 	理事会は必要に応じて開くものとする。理事総数２/３以上の出席

をもって開会することができる。
	 理事会の議長は出席者のなかから選出する。
	 理事会の議決は出席者の過半数で決する。
	 	前条の総会の議決事項で臨時急務を認めたとき、理事会の議決によ

り総会の議決に代えることができる。
（会計）
第19条	 本会の資産は次の収入による。
	 １．事業収入　　２．寄附金および雑収入
第20条	 本会の経費は資産より支出する。
第21条	 会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

（附則）　役員の任期は令和３年（2021年）4月1日より始まるものとする。

兵庫栄養調理製菓専門学校栄養士科同窓会会則
令和４年２月26日理事会にて承認

閉校後の学校は……　「一般社団法人 兵庫栄養振興会」へ
　2022年３月をもちまして「兵庫栄養調理製菓専門学
校」は閉校、母体であります「学校法人兵庫栄養専門学
校」も解散となり、４月より「一般社団法人兵庫栄養振
興会」として事業を引き継ぐこととなりました。これま
で同様に卒業証明書、成績証明書の発行、就職の相談及
び支援並びに指導、管理栄養士国家試験受験対策講座や

各種資格取得講座・講習会及び研修会の企画実施、同窓
会（栄泉会・兵栄会）の管理運営、ホームページの管理
に加え新規事業にも取り組んで参ります。
　卒業生の皆様をお手伝いできること、またはお手伝い
をお願いすることがあるかと思いますので、何卒よろし
くお願い申し上げます。

一般社団法人兵庫栄養振興会
TEL（0798）81-5616　FAX（0798）81-5617　URL　https://hyoei.or.jp（５月頃開設予定）

※旧学校サイト（https://hyoei.ac.jp）は当面、閲覧可能です。

〒662−0911　兵庫県西宮市池田町9番7−215号　フレンテ西宮西館２階（「JR西宮駅」南口から徒歩１分）


