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分（15 時受付開始）

栃木県那須塩原市下永田 1-993-11 

  3 歳未満無料

間の無料送迎バス時刻表（予約不要）

30 分 

周年を振り返るスライドショー，映像キャンパスツアー

国際医療福祉大学マロニエ会ホームページ maronie.iuhw.ac.jp

看護学科同窓会申し込みフォーム」から申し込み

口座へお振込みください。

月 31 日（日）22

月 6 日（土） 

お振込みください。なお振込み手数料はご負担下さい。

んので何卒ご了承ください。

 

麗華    （1
吐師秀典  （1
八木裕希  （1
奥平寛奈  （3
平山香代子 （1
瀬戸遼馬  （3

久津和子 （5
郷原志保  （6
古山亜紀  （9

看護学科同窓会実行委員担当者
blackjack_0704_0511@yahoo.co.jp

2016.8.27

年を振り返る～

周年を迎えました。この

学科の医療福祉総合大学に成長しました。校舎も増築され、看護学科演習室も様

変わりしています。大学が成長したように、同窓生の皆様もそれぞれの歩みを進められた
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