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表紙 ：
『 宇宙の果て「

五

行

山

」からのモノ 』

今号の筆者・鍵和田氏は総義歯学講座、高橋氏は局部床義歯学講座のご出身で、共に有床義歯学講座でしたので、会報 120 号の表紙絵は歯
科医学の第三の歯といわれる総義歯をとりあげてみました。
さて、物語は始まります ……巨大宇宙都市「Full Denture 号」（市民５万人が乗る恒星間巨大宇宙船・船長は 市 長 と呼ばれています）は、
人類と地球を救うために超光速による何世代もの航海の末、宇宙の果て、無限から屹立する五つの垂直世界・「 五 行 山 」からあるモノを
もって地球へと帰還しつつあった。
「 五 行 山 」……それは昔々、「西遊記」の孫悟空が金斗雲に乗って何日もかけて、一つの山がエベレストにも相当する五つの巨大な山魂
にやっと到達した証として、己れの名前を記した山であった。
しかし……後日、孫悟空は知ることになった。五つの巨大な山とは……それは「 釈 迦 」の手の指であったことを。 P.35 に続きます➡
絵＆文 : 岩淵
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通（ 広報常務理事 ）

巻 頭 言
富士山
（ 太陽＝同窓会 ）

イラスト・構成：Toru . I

同窓会は皆さんの太陽です!

～

未来

今年の 入学式は明るく晴れ渡り桜も満開の中で開

とは ～

催されました。ここ数年低迷していた入学者数も定員
を超え、明るい兆しが確実なものとなりつつあります。
社会的変化という背景もありますが、この陰にはそれ
ぞれの立場で多くの努力があった事をご理解いただき
たいと思います。
一つは 佐藤前学長が中心となって進めてきた教育
システムの改革です、今年度から新学長に平田副学長
が就任いたしましたが、佐藤前学長の進めてきた教育
システムの改革を根付かせるため努力していきたいと
述べております。新しい５期制のカリキュラムは歯科
大学としては全国初の試みであり大きな反響を呼んで
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
おります。国家試験も良好で入学者の心を動かす改革
となっています。
次に 教学部の入試対策担当の活躍です。指定校制
度を広げ、そして関西方面の学生を増やす目的で大阪
へ入試対策室を設けたこと、また、同窓会との連携に
力を注いでいただきました。特に前回の会報のご挨拶
でも申し上げましたが、今までの関東（神奈川県）に
加え全国５ブロックの地区連合会の代表を評議員に５
名任命いただき、同窓会選出の評議員と入試対策担当
との協力体制の構築が出来たことが大きな成果となっ

会

大 舘

たと確信致しております。

長

さて 、同窓会の懸案事項である同窓会改革につい
ては７月の代議員会に向けて準備を進めております。

満

効率化を目指し、財務面の安定を図らなければなりま
せん。各支部をはじめ会員の皆様方に少しずつ我慢い
ただき次の世代の同窓のためによりよい同窓会を構築
したいと考えております。
明るい兆しが見えてきた大学、そして大学を支え次
世代を目指す同窓会、それぞれの発展を願って会務を

皆様には日ごろより同窓会活動に対しご協力を賜り

進めております。皆様には今後ともご高配を賜ります
よう心よりお願い申し上げます。

心より御礼申し上げます。
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補 綴 科 今 昔 物語
神奈川歯科大学特任教授 鍵和田
た清水

神奈川歯科大学は昭和 39 年に設

豊（８回）

忠先生にそのことを話した所、「しかたない、

立され、１回生から 10 回生頃まで

行って来なさい」と言われ、感謝したものである。し

が創設期であったと思う。附属病院・

かし、他の同級生は教室葬に汗を流したことだろう。

研究棟・本館・図書館などができ、

……さて、入局と決まると補綴科新人教育が約半年あ

大学院が設立され、附属歯科技工専

り、秋より学生を担当することとなっていた。この半

門学校もできた時期である。私は８

年の間、ポーセレンジャケットクラウン・ポーセレン

回生でしたので神奈川歯科大学の卒業生が医局員にな

焼付金属冠・硬質レジン前装金属冠の形成から製作ま

り、指導を始めた頃補綴教育を受けた。医局員は厳し

でと石膏棒の歯冠彫刻、上下顎片側計 14 本に合格す

く、いや、理不尽な教育だったように記憶している。

る必要があった。これがかなり大変で、夜中までラボ

昔は皆若かったので周りを見ず、あるいは見えな

室で汗を流すこととなった。その頃は国試に実技があ

かった。ただ、ひたすらに突っ走っていた。それぞれ

り、補綴科の先生が指導したので、学生からのお礼と

がそうしているものだからぶつかり合うことも度々

いうことでサントリーオールド木箱入がラボ室に届け

あった。今は、その全てが懐かしい……。

られていた。

光陰矢の如しでありまして、私が 補綴学教室第２

冷 房 も 17 時 に は 止 ま り 蒸 し 暑 い 部 屋 で の ラ ボ

講座 に入局したのは昭和 52 年春でした。この年は副

……。我々は当然目をつけるわけで、欲望にかられて

学長でもあった、補綴科教授の杉崎先生が亡くなり、

ラボを行いながら飲んでしまった。悪いことに病院の

教室葬が行われることとなった。しかし、私はお手伝

展示用模型も製作することとなり、徹夜がつづき、お

いはできなかった。

酒は減る一方で、これが指導医の日笠先生に見つかり、
大目玉であった。そんなこんなで、同級生とは良く飲

当時は国家試験の合否発表は５月 10 日頃であり、

んで良く語り合うことになった。

それまでは辞令も出てなく、内定となっていた。した
がって卒業旅行と称して友人と返還まもない沖縄に遊

２年目に入ると私は副講座長となり、７回生の炭井

びに行くことになっていたからである。助教授であっ

先生が講座長となった。その頃、講座内で「総義歯の

〔 昭和55年

補綴学教室集合写真 〕
（ 前列：左より４人目 清水助教授／５人目
〃 ６人目 松尾 教授／７人目
〃 ８人目 金安助教授 ）
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浮谷 教授
青木助教授

実習帳が必要だ」
との声が上がり、製作することになっ

るで入って来なくなり神奈川歯科大学の補綴学教室

た。ノートに項目を上げ、そこに内容を記入していく

は、暗雲の中を彷徨っていたようなものでした。大学

方法にし、そのノートを炭井先生が作りましたが、こ

も方向を見失なって行くように感じました。神奈川歯

れから内容を記入していく時に、炭井先生は退局して

科大学では、補綴科全体で１講座に（保存科、口腔外

しまい、内容記入は私の仕事になりました。なんとか

科も同様であった）すると言うことで、豊田教授が誕

完成した実習帳は浮谷教授、清水助教授の考えで毎年

生し補綴科内では明るさがもどって来たように感じら

改訂し、より適切な物にして行くことになる。

れました。しかし、３講座全てを切り盛りすることは、

この当時、附属歯科技工専門学校設立にむけ、蔵書

かなり大変なことで、学生の基礎実習・授業・本試験・

不足、展示用模型不足が文部省から示唆されていまし

卒業試験・国家試験・CBT・OSCE など全てに３科目

たので、
これを解消するために、全教室員で不用になっ

の業務が求められるので、医局員は目の回る思いであ

た本を技工専門学校図書室へ持参してもらったり、展

りました。

示用のステップ模型を製作したりしていました。そう

その頃 になりますと他大学には、老人歯科、イン

こうするうちに、第２研究棟の３階に技工士専門学校

プラント科などの講座が出来て、当大学ではどうする

が出来あがり、その後新校舎が出来たのでそちらに

んだろうかと思っていた所、補綴学教室の豊田教授の

引っ越しました。引っ越して空いた所に今の技工部が

下に Cr-Br 講座が再設立され木本教授が生まれ、その

出来たのです。

任に付きました。また、リエゾン外来・インプラント

私が入局 した時は青木英夫助教授でしたが、すぐ

外来なる物が病院内にもできました。

に教授になり新しく教室を開くことになりました。そ

しばらくして、豊田教授が平成 22 年３月に退職、

の教室については、咬合学講座か歯冠架工義歯学講座

技工学校も平成 23 年３月に閉校してしまい、私たち

かで少し悩んだようでしたが、Cr-Br 学講座と決まり、

はなにをして来たのだろうと…。振り返えれば、若い

斬新な名称にとまどったのを覚えています。青木教授

先生方が立派に育っていることに気がつき、新らしい

は補綴科の第２講座にいたので教室員を分けるように

時を生きる人の邪魔をしないようにしなければならな

したいと浮谷教授より言われ、医局員個人に「どうし

いと考えましたし、また、今もそのように思っている。

たいか」のアンケートをとりました。結果は教授だけ

補綴学（現・顎口腔機能修復学講座有床義歯補綴

が見ることにしたので内容はわかりませんが、青木教

学分野）教室が無限の栄光ある航海へと舟出すること

授の〔第３講座〕Cr-Br の教室には藤田先生・山村先

を ＯＢとしては心より望むものである。

生・川越先生などが移動したように記憶しております。
移動する人にも、残る人にもさまざまなわだかまりが
ありましたし、また、他の教室の人にも不愉快な気持
がありました。この様なことから、青木教室のお披露
目をトラブルなく行うためには、どのようにしたら良
いか？と考え、昭和 57 年早春「浮谷教室誕生 15 周年」
として同時に「第３講座誕生」のお祝いを執り行いま
した。この会中に動議があり「浮谷同門会」も誕生し
ました。
浮谷教室 には非常勤講師の三羽烏（清水良雄・吉
野練太朗・窪田洋一）がおり、同門会長には吉野先生
が就任しました。同門会報なども発行されることとな
り歯科界とともに大きく発展して行ったように思いま
す。これで補綴科は盤石と思われていました。しかし、
間もなく歯科医師過剰と少子化と言われる時代が到来
し、また教室では青木教授が平成８年６月 27 日に早
世し、松尾・浮谷両教授は平成９年３月に定年退職さ
れ、その後清水教授までが平成 10 年９月７日にご逝
〔 左より：松尾教授（局部床義歯学）、山本教授（法医学）、
岩本教授（保存修復学）、浮谷教授（総義歯学）、
山中教授（理工学）、福沢教授（物理学）の面々 〕
「浮谷 實教授退職記念」にて／平成９年３月撮影

去されてしまいました。
補綴科 では教授が一人もいない時代が２年程続き
ました。教授が不在と言うことは補綴学会の情報もま
5

〔 平成 9 年松尾悦郎教授退任記念パーティー 〕

〔 平成 23 年

補綴学教室集合写真 〕

〔 神奈川歯科大学補綴学教室第二講座総会 ／ 昭和59年早春・横須賀にて 〕
（ 前列左より８人目・９人目：浮谷

實教授と令夫人／７人目：青木英夫教授／後列上から３列目・右より６人目：筆者です。昔は若かったなぁ〜 ）
（ イエ、
イエ、今も心は若いですよ ）
：T.I
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「

補綴科 在籍27年 の 思い出
神奈川歯科大学特任講師（補綴科前講師） 高橋
両親が医療関係者ではない私は、

その後

大学卒業後の就職相談で、登院中お

も発表の

世話になった先生のもとを訪ねた。

機会を与

そこで大学に残らないかと誘われ、

え ら れ、

その場で故松尾悦郎教授と面接、
「３

ある時「学

年は退職しないで」との条件で今日

位が欲し

」
晃子（18 回）

かったら

まで 27 年勤務。そして、今年３月に退職する。
歯科補綴学教室第一講座 に在籍していた頃は、「教

欲しいと

授が黒と言えば黒、白と言えば白」という、いわゆる「白

言 い な さ 〔 同期 ４人 左から 故植田安則先生、

い巨塔」のような時代。同期に３人の男性医局員がい

い」と言

たが、女性は珍しく、教授にとっても扱いにくい存在

われ、NO とも言えず、「下さい」と返事。それから

であったに違いない。

は診療後、終電がなくなるまで論文を書く毎日で、体

今井崇隆先生、山内一郎先生、筆者 〕

力的には辛い日々が続いた。下書きの段階で豊田

在籍して間もなく、訳も分からぬうちに日本補綴歯

實

科学会に入会、半年後の学術大会に、４人でポスター

先生に校正をいただき、教授に提出、学位申請を行っ

発表するよう命じられた。当時は国家試験合格発表が

た。予備審査の副査の先生が決まった時には、教授自

ゴールデンウィーク明けで、学生気分も抜けぬまま時

らが一緒に挨拶回りをしていただき「うちの医局員が

が過ぎ、発表の準備は遅れていた。運悪く、私は病院

学位申請をしたので、よろしくお願いします」と頭を

３階受付裏で教授につかまり、椅子に座るよう言われ、

下げられたのは、今でも覚えている。

「期待していたのに、発表準備はどうした？」と説教

横浜研修センター開設時には転勤を命ぜられ、２年

された。受付裏という場所のため「あんなに怒った松
広まり、心配された先生に事情を聞かれたりした。そ

半で横須賀へ戻り現在に至るが、今日あるのも故松尾
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
悦郎教授ならびに諸先輩方のおかげだと思う。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
平成 25 年度から大学院講座にかわり、講座再編成

の後、危機感を感じた私達は、すぐにレイアウトとし

が行われ、大学は様変わりしている。

尾先生を見たことがない。高橋は何をした？」と噂が

て手書きでポスターを仕上げ、他の３人に説教をする

学生の頃は先生が怖く、研究室に行くのも億劫だっ

べく戻ってきた教授に「やればできるじゃないか」と

たが、昔の先生は厳しい中にも愛情があり、面倒見が

言わしめた。
事なきを得て、
無事学術大会に間に合った。

良く、嫌なこともあったが居心地は良かった。 今思
えば、在籍期間が長くなったのも、そ
のような環境に身を投じることができ
たからではないかと考える。
年を重ねるにつれ、叱ってくれる先
輩方も少なくなったが、今でも「老婆
心ながら・・・」と言いながら助言を
くれる先生には本当に感謝している。
昔の話をすると若い先生や学生は嫌が
るが、先輩からの教えを後輩に引き継
ぐことによって大学組織が成り立って
いることも忘れず、同窓を大切に、ま
た大学を盛り立てていって欲しい。

〔 歯科補綴学教室第一講座 旅行（昭和 63 年 3 月 12 日 於鬼怒川観光ホテル）〕
〔 先生‼ご苦労様でした。先生に幸あれ‼未来に乾杯‼ 〕
：T.I
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！
同窓の皆さん、こんにちは
今年の干支のホース君です（“ルビーの入れ歯”使ってます）。
に原稿ドンどん送って下さいね。
『 同窓便り 』
全国に散った同窓生、友達は今どうしているのかな？先輩は？
後輩は元気でいるのだろうか？

に載った
皆、心の中で気にかけています。そんなとき、
『 同窓便り 』
１枚の写真。

友を見つけ、先輩を見つけ、親しかった後輩を見つけたとき、その発見は
とても嬉しいのです。ですから、
『

をぜひお知らせ下さい。
同窓の近況 』

総会・学術講演会に捕われず、何でも送って下さい。

会員旅行・いいですねえ。結婚式・いいですねえ。
そんなわけで、従来のも OK！ 楽しいの OK！
企画モノ OK！ です。長い原稿 OK です ！

『 新しい

に作るページです。

今までになかった

』へどんドン送って下さいね。同窓が、同窓のため

同窓、皆 が 待っています ! !

「黄金の馬」像
イラスト・構成／Toru. I

岩手県支部

「 ３ 月11日 」
吉田

正紀（９回）

三年前の東日本大震災後には、神奈川歯科大学、同

間の友人が米崎中学校にご遺体で安置されているとの

窓会はじめ日本歯科医師会、岩手県歯科医師会多くの

情報が入り、最期のお別れに行つたところ、体育館に

団体、個人からご支援を頂きほんとうにありがとうご

は身元確認中の多くのご遺体、教室にも多くのご遺体

ざいました。震災当日わたしは、院長室にいました。

があり、友人の亡骸を前に泣きました。改めて人的被

いつもより大きな地鳴りがした後、強烈な揺れが長く

害も大きいことを知らされました。幸いなことにス

続き、患者さんを送り出し、スタッフに高台の私の自

タッフ、ならびに家族が無事でしたので、2011 年５

宅に集合する指示をして送り出しました。携帯、財布

月２日にプレハブの仮設診療所を開設し、技工士室は

運転免許証など持っていこうにも部屋の中は本棚の本

診療所から歩いて２分ぐらい近くの知人の倉庫に設置

など足の踏み場がない状態で、上下白衣のまま車で自

しました。一昨年の４月 11 日には本設の歯科医院で

宅に戻りました。暫くして自転車で街の様子を観にい

診療を始め、昨年の４月より息子が帰郷し２人体制で

きましたが、途中で道路は車、木材等がれきでふさが

診療しております。現在当市のがれきはほとんどなく

れ行くに行けない状態で、この時点でもう診療所は駄

なり、高台の宅地造成で山がけずられ、旧市街地には、

目だなと実感しました。高台の自宅からは街の詳しい

盛り土であちこちに 10 メートルの小山ができていま

様子もわからずまた電気も不通で情報も入らず余震に

す。多くの商店は仮設のプレハブで営業していて、仮

びくびくしながら、一晩皆で過ごしました。自転車仲

設住宅は依然多くの住民が生活しております。復興住
8

宅も現時点（2014 年３月）ではまだできていません。
復興復旧には、まだまだ時間がかかります。それで、
私は震災前 2005 年まで 20 年間続いた当市での自転車
レースに関わっていましたので、震災後もう一度レー
スで無くても自転車でのイベントでこの地域を元気に
ということを思っていました。大手広告代理店ならび
に関係者の努力と情熱により、震災１年後第１回「ツー
ルド三陸」として開催されました。
昨年 第２回 大 会には、アメリカからツールドフランス
三 度 総 合 優 勝の伝 説のサイクリスト、グレック・レモン
氏の参加もあり前年度の倍の約 800 名の参加がありま
した。 今 年も開 催されます。 被 災 地の状 況を観なが
らのサイクリング大 会です。 多くの自転 車に乗れる人
たちの参加をお待しています。復興にはまだまだ時間

〔 未来に希望を託す「一本松」 〕

がかかります、 風 化してしまわないように被 災 地の事

〔 不死鳥の如く、
その名は「一本松」 〕

をできれば忘れないようにいていただければ幸いです。

岩手県支部

あ の と き
清原

士朗（29 回）

東日本大震災から３年という月日が経過しました。

気づいたことになります。電話は不通、幸いメールは

まず始めにこの原稿の場をお借りして数多くのご支援

機能していましたので従兄を通じて実家に安否を報告

をいただきました全国の同窓会の先生にお礼と感謝の

しました。不気味な地鳴りを伴う余震が続く中、車内

言葉を述べさせていただきたいと思います。全壊と

の非常電源が切れ暗闇の中をただ時間だけが経過して

なった自宅の再建、そして診療体制も整うことができ

いきました。体調をく

ました。本当にありがとうございました。

ずす方やパニックを起
こす方もおられまし

震災当日私は出張のため東北新幹線に乗車中、福島

た。夜中の２時ごろ、

のトンネルで被災し、難を逃れ実家の静岡県浜松市に

物資を乗せたトロッコ

一時帰宅したことを昨日のように思い出します。地震

が到着。お茶とおにぎ

直後は乗客、乗務員も何が起きたのか判断がつかず、

りが配られました。眠

新幹線が緊急停車したあとの最初の車内アナウンスは

れぬ一夜を過ごし、翌

「新幹線が急停車しました。ただいま原因を調べてお

朝８時「新幹線は完全

ります。
」と伝えられました。その後「東北地区に大

に不通の状態となりま

地震が発生しました。車内は安全ですので決して車外

した。今から順番にト

には出ないようにして

ンネルを歩行していた

く だ さ い。 乗 務 員 一 同

だき、トンネル外に出

お客様とともにこの危

ます。ご協力をお願い

機を乗り越えるように

します。」とアナウン

頑張ってまいります。」

スがされ、トンネルを 〔 流失した自宅被災地から近隣の

と放送があり漸く自分

２キロ歩き外に出まし

の置かれている状況に

た。天候は晴れ。仙台

〔 震災当日の新幹線の切符 〕
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復興地を撮影。後ろにはイオンタ
ウンや 500 台収容の立体駐車場
が建設された。 〕

行きもしくは大宮行きの JR バスが待機しており、友

からも多くの励ましのお言葉やご支援をいただきまし

人からのメールで釜石には帰れないことが分かってい

た。
支部同窓会の先生方の協力をいただき現在は日常生

ましたので大宮行きのバスに乗車しました。高速は不

活を取り戻しがんばっております。

通だったので大宮までは約 13 時間かかり、東京駅よ
り最終のひかりに乗車し帰宅することができました。

当支部同窓会の先輩は本当に温かくすばらしい先輩

２週間後、空路を利用して釜石に帰ってきましたが

ばかりです。また震災直後、来県していただいた佐藤

市内被災地は壊滅でした。停電も続き診療もしばらく

学長、大舘会長をはじめ多くのご支援をいただいた神

は出来ませんでした。３月 20 日を過ぎたころ、岩手

歯同窓の先生に改めて感謝の言葉をお送りさせていた

県支部同窓会の栃内支部長と連絡がつき、支部の先生

だきます。本当にありがとうございました。

静岡県支部

秋期 学術講演会 開催
柴田

武士（29 回）

平成 25 年 11 月 17 日、静岡県支部秋期講演会がクー

れました。土屋英機先生（８回）がお持ちいただいた

ポール会館（静岡市）にて開催されました。講師に神

ご自身による風景写真集は、プロも顔負けの凄腕の作

奈川歯科大学附属横浜クリニック院長の井野

智先生

品集でした。私は写真のことは詳しくないのですが、

（20 回）をお招きし、演題名「接着技法を活かしたミ

美しさと鮮烈さに心奪われる、とても感動的な写真集

ニマルインターベンション補綴の基本」にて、最新の

だと思いました。「コンクールや賞には応募したくな

歯科接着技法を、先生の豊富な研究成果と臨床例とと

いんだ。」と土屋先生は語られましたが、私はそこに、

もに紹介していただきました。近年注目されているミ

先生の写真に対する深い思い入れと情熱を感じまし

ニマルインターベンション（MI）の観点から、ある

た。お酒も入る中で、各々の思い出話も大いに盛り上

いはより良好な審美補綴を成功させるためにも、接着

がる宴席となりました。懇親会の最後に、不肖私の提

による補強効果（歯質との一体化）が重要であるとい

案で私とカッター部の先輩でもある井野先生が音頭を

う講演内容に、出席した会員各位も大いに納得してい

取り、「ギンギンギラギラ」（全員が一列の輪になって

た様子でした。

歌いながら踊る、カッター部恒例の締めの儀礼）を行
いました。会場スタッフらが目を丸くして驚いていた

講演会終了後は、同会場にて引き続き懇親会が行わ

のは、私の掛け声が大き
過ぎたからでしょうか。
大の大人たちが輪になっ
て訳のわからない踊りを
していたからでしょうか。
ご迷惑をお掛けしました
（笑）。
井野先生にはさらに２
次会にもご出席いただき、
支部会員との親睦が大い
に深まったと思います。
楽しく、大変有意義な１
日でした。先生方、あり
がとうございました。
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山形県支部

平成26年度 山形県支部総会・学術講演会報告
佐藤
り、来賓として佐藤

平成 26 年４月５日（土）午後２時より鶴岡市湯の

寿之（13 回）

誠同窓会副会長をお招きして母

浜温泉「亀や」にて、平成 26 年度神奈川歯科大学同

校の近況・同窓会の状況をお話いただきました。続い

窓会山形県支部総会・学術講演会が開催されました。

て鈴木支部長から会務報告、代議員会報告がありまし

総会の前の学術講演会では、神奈川歯科大学副学長

た。協議事項としては 25 年度決算案・26 年度事業計
画予算案が上程され全員一致で承認されました。

でもあり日本歯内療法学会理事でもある口腔治療学講
座歯内療法学分野教授の石井信之先生をお迎えし「医

懇親会では乾杯の後、庄内の料理を楽しみ、素晴ら

療グローバル化時代を迎えた歯内療法」と題して、ご

しい日本酒を沢山いただき、歓談しながら深夜まで親

講演ならびに実習もしていただきました。講演のイン

睦を深めました。

トロ部分では大学の入学者の最新事情も解説していた
だき、本来の講習会であれば半日かかる内容を３時間
に圧縮しての密度の濃い内容となりました。歯内療法
のユニバーサルデザイン・ゴールデンスタンダードと
して「３D エンド」を提唱され全国で講習会を開催さ
れている先生の講義ですので、正にあっという間に時
間が経過してしまいました。最新の機材を利用して標
準的な手技をマスターする事により、誰しもがスタン
ダードな治療が可能となるというものでありました。
実際、大学で学生実習にも取り入れて成果が出ている
との事でした。
５時からの総会では鈴木正憲支部長の挨拶に始ま

〔 佐藤

誠先生、鈴木正憲先生‼「会報」への原稿、
ありがとうございました 〕

フォアグラとキャビアの乗った
松阪牛ステーキだぞ‼
↙

岡山県支部

高 知 グ ル メ ツアー
↗
超大トロ寿司だぞ‼

松尾

進（14 回）

平成 25 年 11 月 16 日、17 日と高知に支部旅行に行っ

から懇親会の始まりなのに‼ということでその後少し

てきました。岡山からは高速経由わずか２時間ほどの

セーブしてお腹に余裕を作ってもらい、地元出身加来

ドライブなのでホテル現地集合ということで２台の車

先生にご紹介いただいた「明神丸」という郷土料理の

に分乗し一路高知を目指します。しかし「明るいうち

居酒屋で宴会の始まりです。カツオの塩たたき、うつ

に着けたら高知城くらい行ってみようか」などという

ぼやアオサの空揚げ、どろめや川えびといった土佐の

車中での話もなんのそので、４時過ぎに一足遅れでホ

味を満喫し、おいしい地酒をいただきながら楽しい時

テルに着くと先に到着しているはずの先生方の姿が見

間はあっという間に過ぎて行きました。二次会（三次

えません。なんと到着早々ホテルのスタッフお勧めの

会？）は店員さんから聞いた「にんにくラーメン」店

居酒屋で明るいうちから早々と飲み始めているとのこ

に。正直、ラーメンはいまいちでしたが、あれこれ文

と。あきれてお店に行って見ると、もうかなり出来上

句を言いながらも大いに盛り上がり話ははずみます。

がりかけている様子。ちょっと早すぎませんか！６時

翌朝、歳のせいか早い先生は６時過ぎから日曜市を
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散策されていたとのこと。早朝からお土産で両手が
いっぱいになっていました。その後みんなで朝市をぶ
らぶらし、有名な「ひろめ市場」で土佐ジローの卵や
くじら、カツオのへそなど高知ならではの朝食をいた
だきました。さてこの後は桂浜か龍馬記念館にでもと
いう意見も却下され、讃岐は坂出のうどん屋「おか泉」
へ。名物「ひや天おろし」とかけ、ざるなど一人２杯
ずつは平らげて、ただひたすら飲んだり食べたりだけ
の旅になってしまいました。わずか一泊二日の日程で
ちょっと食べすぎかなと思いつつ、胃も心も大満腹で
帰路につきました。気兼ねなく和気あいあいと本音で
語り合い、冗談言い合えるのも同窓会ならではと本当
に楽しい旅になりました。

〔 同窓会バンザイ‼と瀧先生は叫んでます♥‼右から2人目／
酒が足りないぞとも云っています 〕
：広報インタビューより

東京都支部

平成26年 第34回新年懇談会 開催
篠原

一也（渉外担当理事 16 回）

去る平成 26 年１月 25 日（土）に、同窓会東京都支

会と他大学の同窓会交友会との親睦と意見交換や情報

部主催による、第 34 回新年懇談会が開催されました。

のやり取りを円滑にすることを主な目的としており、

開催場所は、毎年、恒例となっている目黒雅叙園「竹

和気あいあいとした雰囲気の中で、会話が弾みました。

林の間」でした。今回は、来賓として、東京都歯科医

学校は違っても、同窓会における共通の問題や、現在、

師会の勝俣専務理事をはじめとし、全国の各歯科大学

歯科界がおかれている様々な課題の話から、趣味や遊

及び大学歯学部の在京同窓会交友会の会長・副会長等

びの話まで、心がうちとけながら、時を忘れて和やか

の 15 名が出席してくださいました。神奈川歯科大学

に懇談がなされました。楽しい時間もあっという間に

同窓会東京支部連合会からは、役員 16 名、各支部長、

過ぎ、最後に、田村

代議員会副議長、東京都歯科医師会代議員、東京都歯

きとなりました。２次会は、場所を近隣の居酒屋に変

科医師会理事等が出席し、総勢 40 名となりました。

えて、本会の有志のみで、労をねぎらいつつ、歓談し

懇談会は、本会専務理事の飯塚務先生の司会により進

ました。

朗副支部長の閉会の挨拶でお開

められ、初めに浅井智司副支部長の開会の挨拶、続い
て元田文治支部長がご挨拶さ
れました。その後、来賓代表
として都歯の勝俣専務理事、
東京歯科の浮地会長、日本歯
科の佐藤副会長、日大の松浦
副会長、医科歯科の佐藤副会
長がご挨拶され、続いて他の
来賓と本会役員等の紹介が行
われました。ここで、お忙し
い中を出席してくださった本
部同窓会の大舘

満会長の乾

りました。この懇談会は、本

：
（ 笹原・嘱託／沼・副支部長／浅井・副支部長／元田・支部長／大舘・会長／田村・副支部長／二木・顧問

前列のみ

杯の御発声により、宴が始ま

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

（ 後列、
ご免なさい
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栃木県支部

栃木県支部 発足30周年記念式典、記念祝賀会及び、
栃木県支部 第30回定例総会、
平成25年度第２回学術講演会開催
綱川
今井

平成 25 年 11 月 10 日（日）午前 10 時より、宇都宮グ
ランド・ホテルに於きまして同窓会栃木県支部

統雅（会計担当理事 17 回）

裕先生、自治医科大学口腔外科教授

神部芳則

先生、並びに県歯科医師会会長、各郡市歯科医師会、

発足

30周年記念式典、
並びに記念祝賀会を執り行いました。

大学歯学部県下同窓会・校友会より多数の先生方に、

私共の栃木県支部は、昭和 58 年に会員数 17 名にて

ご多忙の折万障お繰り合わせの上ご列席の栄を賜りま

発足致しまして、加々美

した。終了後には、とても素晴らしい式典でしたと、

隆先生、高橋映夫先生を経

お褒めの言葉を戴き無事執り行う事が叶いました。

て、
現支部長の川津博亨先生へとバトンが受け継がれ、
現在支部登録者 56 名を数え、支部長の川津博亨先生

また、平成 26 年３月８日（土）午後５時より、ホテル・

は県歯常務理事、副支部長の北條茂男先生は県庁所在

マイステイズ宇都宮に於きまして、同窓会栃木県支部

地の宇都宮市歯科医師会会長にご就任され、又多くの

第 30 回定例総会、並びに平成 25 年度第２回学術講演

先生方が各郡市歯科医師会の役員、委員に成られ、今

会を執り行いました。学術講演会では、講師として横

では県下でも、とてもまとまりの有る素晴らしい同窓

浜市にてご開業の渡辺宣孝先生（６回）をお迎えして、

会と一目置かれるまでに成りました。此れもひとえに

『“こころ”が温かくなる‘時’に出逢うために—患者

同窓会、並びに栃木県支部の先生方のご支援、ご協力

さんに喜んでいただける総義歯を求めて—』の演題に

の賜物と心より深く感謝申し上げます。

てご講演戴きました。先生には、多数の症例報告を通

式典は、ご来賓と致しまして同窓会会長

大舘

して、改めて総義歯の製作過程を学ばせて戴きました。

満

先生、母校より副学長（現：学長）平田幸夫先生、附

終了後は、懇親会にて盛会のうちにお開きとなり、有

属病院院長

志にて夜の街に繰り出して行きました。

小林

優先生、また栃木県下医科大学よ

り同窓でもあります獨協医科大学口腔外科主任教授
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北海道地区連合会

新年会 開催される
金山

直樹（20 回）

司会もあり、遠方から来られた先生の近況報告や還暦

今年１月 25 日（土）、
「札幌パークホテル」において、
神奈川歯科大学北海道支部の新年会が行われ、厳寒の

を迎えられた先生に対するプレゼント（神奈川の恒例、

足元の悪いなか、地元札幌のみならず、稚内、室蘭、

慣例であります）もあり、外の寒さを吹っ飛ばす盛り

旭川など遠方よりのご参加もあり、約 50 名の先生方

上がりを見せました。
酒宴の最後にはこれも恒例、中村順三支部長のエー

が当地に集結した。
新年会に先立ち本校の卒業生であり北海道医療大学

ルによる、校歌の斉唱を参加全員の先生で肩組み合い

の講師である半田慶介先生（30 回）より、歯の保存、

ながら歌い上げ、神奈川らしい新年会も終宴となりま

特に覆髄、覆罩に関する新しい技術に関する情報をい

した。

ただき、参加の先生は酒も
入っていないせいか誰１人
として眠ることなく（笑）
真剣に聞き入っていました。
講演会の後、全員での集
合写真を撮り終え、会場を
酒宴の席へ移動し数ヵ所に
設けられた円卓に期の近い
先生方が集まり、乾杯の発
声もないのに、早くも酒盛
りが始まっているフライン
グのテーブルも見受けられ
ました。
企画の藤田利次先生の名

京都府支部

学術講演会 開催
小村

恵（29 回）

平成 26 年２月１日、株式会社モリタ京都支店の研

練した技術や、高価な材料が必要であったり、条件に

修室にて、学術講演会を行いました。今回は、東北大

よっては、思うような成果が得られないこともありま

学大学院歯学研究科、口腔修復学講座、歯科保存学分

す。また、その後の歯周組織を維持することも容易で

野教授として現在ご活躍中の、齋藤正寛先生（20 回）

はありません。
歯根膜中の幹細胞を活性化するサイトカインを局所

をお招きしました。
齋藤先生は、細胞外マトリックス（EMC）とよば

投与する方法や幹細胞移植などによる臨床応用など

れる成分を用いて組織再生効果を高める「ECM 補充

が、簡便かつ個人差なく成果を得ることができるよう

療法」の開発研究を行っておられます。

になれば、患者さんや私達も大いに喜ばしいことだと
思います。

歯周組織の再生療法は、現在も様々ありますが、熟
14

その後、鴨川のほとりにある割烹「河久」
に場所を移し、新年会を行いました。まずは
じめに、昨年亡くなられました菓子野隆三先
生（12 回）のご冥福を祈り、皆で黙とうを
捧げました。
次に、支部長である鴨井康子先生（１回）
から、学生の頃に乳母車に乗っていた小さな
齋藤先生との出会いのエピソードを拝聴しま
した。また、金田智明先生（17 回）
、下村典
也先生（20 回）とのスキー部でのエピソー
ドや、様々な学生時代の懐かしい話で、大い
に盛り上がりました。

開発研究には、
多くの困難もあるとのお話でしたが、

京都府支部の会員数は少数ですが、毎年２回支部会

齋藤先生におかれましては、次世代の歯科領域におけ

を開き、親睦を深めています。

る再生医療の最先端で、更なる発展とご活躍を期待し
ております。

〔 齋藤正寛先生‼ 2月にお約束しました
「同窓会報」への原稿は
11月15日がしめ切りですのでよろしくお願い致します
〕
（広報委員会）

大分県支部

学術 講演会 と 家 族 親 睦会 開催される
陶山

直昭（21 回）

今年１月 25 日（土）
、大分センチュリーホテルにて

う」の他に、オリジナル曲の「親知らず」という曲を

大分県支部の学術講演会を開催しました。講演会の講

披露してくれましたが、アンコールまで飛び出すほど

師は、佐伯市で開業されている土屋直行先生（５回）

盛り上がりました。最後は恒例の松成

で「矯正治療、インプラント治療、そして歯科治療」

のエールで締め括って約２時間の楽しい宴は終了しま

の演題で包括的な歯科治療の話をしていただきまし

した。

篤先生（29回）

た。先生の豊富な知識に基づいた治療計画の立案、高

閉会後に参加された先生や家族の方から、
「楽しかっ

度な技術を駆使して実施した素晴らしい症例写真の

た！」とか「また来年もやったら？」と声を掛けてい

数々に、
一同圧倒された次第です。講演中で何度も「歯

ただきましたので、定期的に今回のような親睦の場を

科のプロ」
、
「絶対に諦めない」という言葉が出てきま

企画していきたいと考えています。準備の面で苦労し

したが、先生の生き様や信念が貫かれているような感

た部分はありましたが、参加された方々の笑顔を見て
「大変だったけど、やって良かったなあ！」と我々執

じがした講演でした。

行部も嬉しかったです。

講演会終了後は同会場にて、約 10 年ぶりの家族親
睦会を行いました。昨年に甲斐順子支部長が「久々に
家族会を開きたい」と提案し、執行部で何度も話し合
いのために集まって企画を練りましたが、当初は「何
人ぐらい集まるんだろうか？」と正直不安でした。と
ころが蓋を開けると、支部会員の奥様、旦那さん、子
ども、お孫さん等、総勢 40 名を超える予想以上の盛
況ぶりとなりました。
安倍憲一先生（30 回）の司会進行でビンゴゲーム
や家族自己紹介コーナーを行い、スペシャルアトラク
ションとして赤嶺陽子先生（25 回）に、ギターの弾
き語りをしていただきました。お馴染みの「涙そうそ
15

第 86 回

代議員会報告（抜粋）

神奈川歯科大学同窓会 第 86 回代議員会が , 平成 26

行い全部採択され１億円位の補助を得た。神奈川歯科

年２月 22 日（土）午後２時 30 分から神奈川歯科大学本

大学の学長を４年間努め教育改革を進めてきたが３月

館５階大会議室にて開催された。

で任期を終え、４月から社会歯科学の平田幸夫先生
が、次期の学長として教育改革をさらに推進していく

１．開会の辞

予定。この４年間ありがとうございました。
（拍手）

副会長
（ 井本邦彦 ）
開会させていただきます。
８．諸報告
会計担当（ 金子常務理事 ）会計状況を、事前資料を参
２．点

呼

照しながら説明。

代議員総数 80 名中 69 名出席、会則第４章第 23 条から、

代議員会運営委員長（ 米今豊秀 ）事前資料の報告書を

代議員会の成立宣言。

参照説明。今回からは、最初から議長が議事録署名人
を指名する。事前質問は、提出期限を２月 17 日必着

３．代議員会議長あいさつ

とし、それ以後は受け付けない。当日質問を妨げない。

議長（ 赤城公徳 ）平成 26 年度の事業計画案、歳入歳出

協議題は、代議員会についての１題のみ。

予算案を審議し、代議員会についての慎重審議を。

表彰選考委員会委員長（ 赤城公徳 ）北海道支部小松先
生が有功彰、山梨県支部の内藤先生は、表彰で承認。

４．議事録署名人選出

学内報告担当（ 秋本専務理事 ）事前当日資料で説明。

議事録署名人に、77 番大分支部の甲斐代議員、５番

学外報告（29 番杉山代議員）日歯代議員会議長として第

北海道支部の金山代議員指名。

174 回日歯臨時代議員会を報告。９月の12日に歯科医師
会館で開催、日本歯科医師会の代議員として、神奈川県

５．会長
（ 大舘

満 ）あいさつ

から小田嶋代議員、広島県の土江代議員、福島県の金

杉山先生が、日本歯科医師会の代議員議長就任で、お

子会長が出席。執行部に村岡先生が、総務担当常務理

祝い会を開催した。戦後設立大学から初めて代議員議

事。代議員会の進行状況を報告。次期診療報酬改定の

長が出た。日歯常務理事に村岡先生（６回）、日学歯常

報告。代議員会の議長職を神奈川歯科大学のバックアッ

任理事に土屋先生、日本歯科医学会に今井先生。同窓

プ受け、大舘会長のフォローで仕事を務めたい。

会の発展には、財務の安定性が必要、十分な御意見を

担当（ 秋本専務理事 ）東日本大震災支援を当日資料で

賜りたい。

報告。福島県鈴木支部長から、会長宛てに手紙あり。
12 番（ 鈴木代議員 ）福島第一原発の被害が残る福島

６．報

告

県支部に対し、全国より第２次支援 157 万 1,222 円の

担当
（ 秋本専務理事 ）
会務報告は、資料を参照説明。
黙

支援金をいただき、感謝している。福島の現況を報告。
担当（ 秋本専務理事 ）第２次支援も原発被害の福島県

祷

12 回、京都府、菓子野隆三先生。11 回、山梨県、髙

支部に行う。

橋美恵先生。４回、神奈川県、平嶺勝嗣先生。６回、

47 番（ 長谷川代議員 ）解剖学実習での、態度に対し

岡山県、牧一雄先生。９回、神奈川県、髙柳茂先生。

て退学になった学生が裁判を起こした件で、会長の見

以上５名の先生に黙祷。

解があれば教えて欲しい。
会長：個人的感想で止たい。

７．学長あいさつ

62 番（ 石田代議員 ）大学の入試状況はどうか。

最近の大学の状況を報告。経済的に黒字となっており

担当（ 秋本専務理事 ）今年度は、定員に達する感触で

経営上の問題はなく、文部科学省の実地調査で大変高

ある。外国からは、台湾、韓国から 30 人位です。来

い評価を受けた。平成 25 年度は、減額法人から脱し

年度から、外国人入学者は総数の 25％以内に留める。

５つのプロジェクトに関し文部科学省の補助金申請を
16

９．議

会長：学術予算の講演会を含めた基本的なものは変わ

事

第１号議案

神奈川歯科大学同窓会奨学金制度規約

らず、昨年度まで、各県の学術講演を行う時の学術支

「神 奈川歯科大学同窓会歯学研究奨学金

援金 150 万円が組織から学術予算に移動しただけ。学
術に対する支援金なので、組織ではなく学術であり、

甲種支給規定」
「神 奈川歯科大学同窓会海外留学生奨学

本来の形に学術予算が増えた訳です。ＫＤＵの生涯研

金乙種支給規定」一部改正に関する件

修は、大学と重複する為、同窓会開催のポストグラデュ

担当（ 秋本専務理事 ）同窓会から奨学金受けた後に退

エートを大学と共同事業とし 40 万円拠出し同窓生が

会する事例が近年多く見られる為、返還要求を追加す

受けやすい環境を作り、名前を変更。

る改正点を提示。

77 番（ 甲斐代議員 ）ＫＤＣ－ＳＡＳへの寄附は。

議長：挙手多数、承認可決。

担当（ 平田常務理事 ）ＫＤＣ－ＳＡＳの事務局長の平

第２号議案

田です。ＫＤＣ－ＳＡＳは、2004 年のスマトラ沖の

平成 25 年度前受金会計歳入・歳出補正

予算

津波時に、学内に設立したボランティアグループで

担当（ 金子常務理事 ）会計担当から第２号議案平成 25

10 年間海外において、約年間 1,000 万の規模で活動。

年度前受金歳入・歳出予算案で入力ミスで補正を組む

２年前迄は 30 万の社会貢献費を頂いてたが、10 万円

という結果になってしまった、前受金であり本会計に

減額し全体資金の２％ほどに当たります 20 万を頂い

は大きな影響はないものである。

て活動中。活動に当たり団員が自費で活動。20 万の

議長：挙手多数につき、承認可決。

寄附金で現地への寄附金や歯ブラシ代に充てているの

第３号議案

が現状。

平成 26 年度事業計画（案）

担当
（ 秋本専務理事 ）
配付資料を参照して欲しい。

会長：追加で、故藤田会長が大学側の学長、理事長、

議長：挙手多数、承認可決。

担当者を説得し大学で立ち上げさせた経緯があり、同窓

第４号議案

会で協力する体制を維持していくのが礼儀と考えてます。

平成 26 年度一般会計歳入・歳出予算（案）

担当（ 金子常務理事 ）平成 26 年度一般会計歳入・歳出

79 番（ 安田代議員 ）前受金で、外国人はいますか。

予算において、歳入・歳出の部を資料を詳細に説明。

担当（ 金子常務理事 ）現在、いないと思います。

議長：執行部が大変努力し、去年より予算額が各項目

議長：挙手多数、承認可決。

で減っているようだ。

第５号議案

平 成 26 年度事業基金会計歳入・歳出予

62 番（ 石田代議員 ）代議員会の宿泊費削減のポイン

算（案）
第６号議案

トは。

平 成 26 年度福祉共済部会計歳入・歳出

会長：財務的な問題で代議員会の開催回数とか旅費、

予算（案）
平 成 26 年度同窓会年金会計歳入・歳出

第７号議案

宿泊費等、数年前からの節減の変遷をわかりやすい資

予算（案）

料にした。もうぜい肉も少ないが、さらに減額してい

平 成 26 年度奨学金基金会計歳入・歳出

第８号議案

る。人件費などは難しく問題もあり、手のつけれる所

予算（案）

から精査し、減額できる所から減額した。
担当（ 金子常務理事 ）追加ですが、会長の調査費は、

第９号議案

平 成 26 年度前受金会計歳入・歳出予算
（案）

真っ先に減らさせていただきました。
27 番（ 米今代議員 ）26 年の予算案で繰越金が多く増

第 10 号議案

平 成 26 年度職員退職金積立会計歳入・
歳出予算（案）

える計算であるが、それを安定化資金に入れるのか。
第 11 号議案

７月の議案に出す予定はあるのか。
担当（ 金子常務理事 ）安定化資金に戻すことは可能。

平 成 26 年度事業運営安定化資金会計歳
入・歳出予算（案）

今のところ事業基金の 2,000 円から 1,000 円に変えてい

副議長（ 飯塚

るのも、早めに打ち切る事も可能、考えていきたい。

一括上程の上、逐条審議並びに採決を行います。

47 番（ 長谷川代議員 ）学術費が倍になりトータルは

担当（ 金子常務理事 ）第５号議案から第 11 号議案まで

変わらないのは組織費、広報費、福祉厚生費、情報処

資料を詳細説明。

理費などを減らしての事なのか。学術費だけ膨張した

副議長：挙手多数。可決承認します。

事なのか。全国大学同窓・校友学術連絡協議会は、全

第 12 号議案

国校友・同窓懇話会とは別のものなのか。ＫＤＵ生涯

議長：執行部、説明を。

研修共催金で名目変更、ポストグラデュエートからＫ

担当（ 髙橋常務理事 ）宮城県支部、石川県支部、大学

ＤＵ生涯…名前を変えた理由はなにか。

支部、各１名ずつ、３名が再入会を希望。
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務 ）第５号議案から第 11 号議案まで、

再入会者承認に関する件

議長：挙手多数、承認可決します。

係を考慮すると、十分協議し過半数以上の賛同を得た
い。だから議事として上程したい。

議

76 番（ 三隅代議員 ）九州地区の意見は、代議員会・

１）
代議員会について

臨時代議員会、年２回であれば旅費、宿泊費は出すべ

議長：代議員会について。

きだ。代議員会成立の為の委任状としているが、代議

会長：協議の１）
代議員会について。１から４に分け、

員会が２分の１以上参加すれば成立し、委任状は不要

詳細に説明をする。

では。

１、財務的な現況を踏まえ、代議員会を年に１回にす

62 番（ 石田代議員 ）代議員会年１回、日程的に現状

る。開催１回の場合の経費は、半分になる為財務的に

の時間で予算・決算が両方可能か。弱小支部では、２

大きなメリットがある。

回目の旅費を負担できず、代議員会は出席はしない。

２、臨時代議員会の交通費・宿泊費は参加者負担で、

19 番（ 木村代議員 ）本日の参考資料から、努力の跡

２回開催のまま。予算計上はしない。

が見える。予備費は、蓄えられる時に蓄え少しでも蓄

３、代議員会成立にあたり委任状を認める。委任状の

える事が必要。代議員会は、１回もやむなしで賛成。

みで来ない県も出る可能性があり非常に問題がある。

56 番（ 高山代議員 ）２回目の臨時代議員会はいつ誰

臨時代議員会で交通費が出せない支部には、臨時代議

が招集するのか

員会だけ委任を認める意見もあり。

議長：２回目は普通無い、１回になったら１回だけ。

４、財務的なこととは関係なく、代議員に卒業１年目

56 番（ 高山代議員 ）何か予備があればもう１回で

から 15 年目までのクラス代表を入れたらどうか。

しょう。

以上代議員会について４点を協議して頂きたい。

議長：いやいや。

議長：九州連合会から、年２回開催して欲しいと要望

56 番（ 高山代議員 ）１回になったら、１回でおしま

書が出ている。２回のうち１回か現行の２回、交通費

いですか。

を出して欲しいと要望書が出てます。

議長：そうだと思います。

会長：固定費とその他について新に資料を作り、24

56 番（ 高山代議員 ）臨時はしないということか。

年度と 25 年度に限って部分的に抽出し見やすい形に

議長：１回に決めたら２回はできない１回きりだと思

し、予備費を除外して実質の削減した数字をだした。

います。執行部、どうぞ。

折れ線グラフと表でさらに明示しました。その他の項

会長：議長が招集です。執行部から議長にお願いする

目は、執行部で意図を持って変えられる、執行部で協

か、何人かの代議員から要望があれば招集可。１回に

議をして理事会決定すれば変えられる項目である。固

なったら、臨時がなくなる。選挙に関しては答えが出

定費は、代議員会にて了解を得ないと変えにくい項目

てない。

であるが、固定費をさわっていかないと、これ以上の

４番（ 小松代議員 ）同窓会の経営難ならば１回やむな

財務の安定化は図れない。もう４割、５割と削減した

し。２回に戻す、１回を何年か試す様な考え方・含み

為、全部を一律 10％削減する意見もあるが、固定費

があるのか。

に関しては、難しい。

会長：会費収入の安定・実際の社会的情勢の状況によ

32 番（ 外池代議員 ）会計構造をはっきりした形のも

り考える、今の段階では言えない。

のを示してほしい。固定費と云えど削減できるものも

17 番（ 桂代議員 ）会則に１回の定例総会、必要があ

あるのでは。

れば臨時総会を開けばよいとあるのでこれで良い。

会長：固定費を下げているものもある。

７番（ 嶋中代議員 ）年１回にした場合、再入会者の承

56 番（ 高山代議員 ）税理士の報酬高ければ、かえた

認や改選までの会務執行の空白期間の問題が出る。前

らどうか。

者は、理事会決済で済む、後者は、任期延長の議案を

担当（ 金子常務理事 ）現在の税理士には、本会の問題

出して解決。臨時代議員会の交通と宿泊費に関しては

山積のものを相談している為。すぐに替えることはか

反対。予備代議員制度の廃止は賛成、代議員会成立要

なり難しい。

件として書面評決は容認。クラス代表は、後にすべき

76 番（ 三隅代議員 ）会則から定例代議員会は年１回

です。

で、臨時代議員会は、議長が必要とした場合開く訳で

78 番（ 押川予備代議員 ）退会が結構多い。各県一層

あり議案で決める必要があるのか。年１回で、会員が

の未入会者・再入会者対策をして欲しい。留学生の入

困る事態が起こるのか。

会問題、海外支部問題についてどう考えているのか。

会長：会則を見ると総会は１回だが、会員との信頼関

会長：会員の再入会に関し、大都市部で頑なに再入会

10．協
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を難しくしている。日本歯科医師会においても同様、

は困難だが、やらねば会の発展はない。

組織離れがある様だ。アイデアを探して進めたい。外

７番（ 嶋中代議員 ）年１回で７月の代議員会開催に賛

国人の同窓会は、今動き始めているが、非常に難しい。

成。７月末迄旧執行部、８月から新執行部に、開始時

大量の外国の卒業生が出る迄に結論を出したい、理事

期の変更で問題が解消。

会でも協議する。

30 番（ 伊佐代議員 ）世代を超えた魅力ある同窓会の

副会長（ 相原元一 ）韓国の件、本部に会費を払う意思

構築とは、事業基金会計を繰入れない同窓会である。

は感じられない。

同窓会事業に優先順位をつけ、会員相互の親睦事業を

54 番（ 鴨井代議員 ）代議員会を年に１回の方針でい

下げ、死亡給付金を下げたら。経費減額は限界。

い。１回の欠点を補う意見が出て良い。会費だけで同

会長：福祉共済では、長く支払われている会員がいる

窓会を運営するなら、頭を切り替えた方が良い。

ので、簡単に変えられない。協議としては良いが、か

78 番（ 押川予備代議員 ）１回だの２回だのというよ

なり困難である。固定費で、この 10 年間さわれるも

りも、退会者を防ぐ努力をすべきだ。

のは、かなり削り、ぜい肉をとり、もう皮一枚しかな

27番
（ 米今代議員 ）
経費削減のために代議員会の年１

い状況だが、一層削減の方向で頑張ります。

回は、財政的にやっぱり５・６年の間にはと思ってお

47 番（ 長谷川代議員 ）時代の潮流から、代議員会は

ります。方法の問題ですが、来年度に１回とすれば 25

機能的にも２回は必要。旅費は個人持ち宿泊費を全部

年度の決算と 27 年度の予算とで解消できる。時期の問

なくす事で、最初から２回を１回にすることは反対。

題は、９月、10 月、11 月位いにやり、選挙に関しても、

議長：執行部はこの多くの意見に常務会・理事会でしっ

役員選挙もそこに合わせて公示すれば良い。再入会の

かり方向性を出し、次の代議員会で結論を出したほう

件でも、代議員に書面、ＦＡＸなどですぐ承認をとれ

が良いと思う。

ばいい。クラス代表を代議員には、私は反対です。
32 番（ 外池代議員 ）クラス会とは、曖昧な組織で、

11．閉会の辞

代表者の正当性に問題・無理がある。未入会対策で、

副会長（ 浅井智司 ）貴重な御意見を拝聴しました。任
期あと１年頑張っていきます。

洗い出しをした資料を。留学生の組織化は必要、同窓

（ 17 時 34 分

会は留学生の住所などを常にキープしておく必要あり。
会長：留学生に関し十分協議し進めたい。未入会対策

閉会 ）
記：総務担当常務理事  髙橋  朗
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平成 25 年度

定例 総会 報告（抜粋）
約「神奈川歯科大学同窓会歯学研究

平成 25 年度定例総会が、平成 26 年２月 22 日（土）午

奨学金

後５時 34 分から神奈川歯科大学本館５階大会議室で

甲種支給規定」

「神奈川歯科大学同窓会海外留学生

開催された。
１．開会の辞
（瀧陽一郎副会長）

奨学金

２．議長・副議長選出

関する件（秋本

進専務理事）

：挙手多数で可決

議長に伊佐常樹代議員（神奈川県支部）・副議長に
第２号議案

鴨井 康子代議員
（京都府支部）が選出された。

平成 25 年度前受金会計歳入・歳出
補正予算（金子守男常務理事）

３．議事録署名人の選出

：挙手多数で可決

議事録署名人に小松 始代議員（北海道支部）、木
第３号議案

村 淳代議員
（千葉県支部）が選出された。
４．会長挨拶
（大舘

乙種支給規定」一部改正に

平成 26 年度事業計画（案）
（秋本

進

専務理事）

満会長）

：挙手多数で可決

５．報告

第４〜 11号議案まで一括上程
（金子守男常務理事）

代議員会報告（赤城公徳代議員会議長（熊本県支
部）
）
：議事の第 1 号議案から 12 号議案まですべて承

第４〜 11 号議案（一括で議決）：挙手多数で可決

認可決された。

第 12 号議案：挙手多数で可決
７．その他

協議題の
「代議員会について」活発な協議・意見が

８．閉会の辞（鈴村佑子副会長）

出された。執行部としては、結論を出す時期に来て
いるのでは。
６．議事
（伊佐常樹議長）

記：総務担当常務理事 髙橋 朗

第１号議案 神奈川歯科大学同窓会奨学金制度規

ご覧ください ···· ためになること

イッパイ

見て！

見て ! !

「神奈川歯科大学同窓会 ホームページ」
会長の部屋、ニュース、学術講演会案内、就職情報のお知らせをはじめ事務局からのお知らせ、
支部の HP などのリンクも掲載しています…
ぜひご覧ください… http://inaoka82.com/
「会員のページ」はパスワードが必要です。事務局にお問い合わせください。
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「 今の趣味は○○です。変わる かも 知れませんが。」
副会長 佐藤

誠（５回・山形県）

趣味は何ですか？とたずねられる

ルワット、ラオス、カナダ、ニューヨーク。 行く理

と「現在の趣味は○○です」と答え

由が、点数対策から、娘と旅行に行くチャンスなんて

ている。今一番は海外旅行。年に３

何回もあるものじゃないから に変わった。長女と行っ

回ぐらい近いところに出かけてい

たら、三女が次は私と行こうと言っている。

る。きっかけは集団的個別指導。
「こ
のままだと指導に呼ぶことになる」
と言われたこと。仕事の内容を変えるわけにいかない
から、ちょっと休むというのが良いんじゃない？とい
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
う 大義名分で 出かけた。
住まいの山形から楽に行けるところは韓国なので、
仙台空港、新潟空港、秋田空港それに成田空港から出
かけた。安く行く方法は安いツアーに参加するか、切

〔 アンコールワットと私 〕

符だけで行くかだ。正月の新聞に載る「新春激安ツ
アー」が絶対安い。切符だけで行くときは、ネットで

〔 ラオスの早朝托鉢 若い
坊さんが托鉢してもらった
ものを物乞いしている少女
たちに分け与えている 〕➡

安いのを探すか LCC（格安航空）利用かマイレージ
利用で切符をとり、宿泊は楽天で予約したモーテルに
泊まればいい。飛行機に乗っている時間は 2 時間ぐら

その他の趣味としては、天体望遠鏡で星座観察 も

いなので狭くても我慢の範囲内だ。無料の酒を飲んで

いそがしい。今は高級デジカメの代わりに安い web

いればすぐ着く。隣に乗った外人は足がつかえてつら

カメラを接眼レンズの代わりに取り付け、部屋にいな

そうだったけど日本人は大丈夫。ホテルはモーテルが

がら星を見るのを目標にしている。デジカメより拡大

良い。一泊四千円ぐらいだったら安心。土、日は千円

率が高いので月が大きく写る。

か二千円値上がりする。韓国のモーテルは日本のラブ

もう趣味じゃなくなった感のパソコン。初めてパソ

ホとそっくり。でも利用する人はカップルだけじゃな

コンを買ったのは、35 年前の PC8001 だった。当時は

く、ビジネス客や安いホテルを使って旅行している外

漢字を一文字入力するのも大変で口腔検診表が出来た

人もいっぱいいるから、外観でビックリすることはな

ときは感激した。以来いまも続いている。仕事用も含

い。部屋は広いし、風呂はジェットバスで腰痛に良い

め毎年 1 台ずつ壊れる。一番派手だったのはノート型

し、寒い冬でもオンドルベッドは暑い。韓国旅行の一

パソコンの画面に指を突っ込んだとき。

番のおすすめは、板門店だ。いまだ戦争状態なので、

40 歳ごろもうこれ以上年くったら無理になると仙

現地案内の国連軍バスの中で兵隊さんが言った言葉は

台サーキットを走り始めた。子供たちは遊園地で遊び、

忘れられない。
「 皆さんの命は私が守ります 」。他に

お父さんはサーキット走行。子供たちが見ているとき

行ったところは、ソウル、釜山、台湾、香港、アンコー

お父さんは第一コーナーでひっくり返っていた。雨の
中割れた窓にゴミ袋でフタをしながら帰ってきた。以
来中古車屋のキャリアカーを借りて行っていたが 3 年
でやめた。今乗っているのは、ネットで売っていたト
ヨタの 200 台限定の足まわりの良い？車。
仕事は趣味じゃないけど 、美しい根充 X-ray を求
めてしまう 。学生時代に 写真部だったため と思って
いる。今は 年金暮らしに耐えられる趣味を 考えてい

〔 板門店：手前の建物は本会議場

る。

向こうの建物は北朝鮮 〕
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（ うらやましい。
うらやましい。
うらやましい。先生の実行力がうら
やましいです。同じ人生でもこうも違うものなのでしょうか…
私はみじめなつまらない人生を送っています。）
：T. I

平成 26 年度一般会計歳入・歳出予算
自
至

平成 26 年４月 １ 日
平成 27 年３月 31 日

『歳入の部』

（単位：円）

平成 25 年度予算額

平成 26 年度予算額

１．会 費

40,200,000

43,015,000

２．入会金

1,680,000

2,400,000

３．負担金収入

152,000

88,000

４．学術収入

300,000

300,000

300,000

300,000

同窓会年金より

５．繰入金

2,561,000

2,769,000

６．寄付金

事業基金会計より

1,000

1,000

７．雑収入

390,000

575,000

８．繰越金

7,300,000

2,000,000

52,884,000

51,448,000

歳入合計

『歳出の部』

（単位：円）

平成 25 年度予算額
１．事業運営費

平成 26 年度予算額

39,906,000

内、予備費

（

２．事業基金会計拠出金

4,260,576）

38,128,000
（

3,273,440 ）

5,122,000

5,538,000

３．福祉共済部会計拠出金

5,836,000

6,262,000

４．奨学金基金会計拠出金

1,350,000

850,000

５．職員退職金積立会計拠出金

300,000

300,000

６．事業運営安定化資金会計拠出金

370,000

370,000

52,884,000

51,448,000

歳出合計

72cm

1m12cm

◦ある所の正面。
中央の左右にある
「馬」の「 鉄 扉 」
←
〔 左扉 〕
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『歳出の部 事業運営費内訳明細』

自
至

平成 26 年４月 １ 日
平成 27 年３月 31 日
（単位：円）

科
目
款
項
目
１．事務費
1. 職員給与費
2. 諸手当費
3. 特別手当費
4. 税理士報酬費
5. 福利厚生費
6. 役員費用弁償費
7. 雑費
２．需要費
1. 備品費
2. 消耗品費
3. 印刷費
4. 通信費
5. 交通費
３．事業費
1. 学術費
2. 組織費
3. 広報費
4. 福祉厚生費
5. 情報処理費
４．会議費
1. 総会費
2. 代議員会費
3. 支部長会費
4. 常務連絡会費
5. 理事会費
6. 監事会費
7. 各種委員会費
５．渉外費
６．社会貢献費
７．還付金
８．予備費
事業運営費歳出合計

平成 25 年度
予算額
10,037,924
5,894,840
924,060
1,261,024
445,000
680,000
233,000
600,000
5,742,000
386,000
500,000
1,555,000
2,500,000
801,000
8,730,500
2,460,000
3,380,000
1,450,000
800,000
640,500
7,865,000
20,000
5,648,000
40,000
30,000
1,671,000
226,000
230,000
2,315,000
200,000
755,000
4,260,576
39,906,000

平成 26 年度
予算額
10,202,960
6,018,200
936,480
1,287,520
445,760
685,000
230,000
600,000
5,371,600
400,600
500,000
1,420,000
2,250,000
801,000
8,525,000
4,205,000
1,750,000
1,450,000
800,000
320,000
7,895,000
20,000
5,654,000
40,000
35,000
1,671,000
226,000
249,000
1,920,000
200,000
740,000
3,273,440
38,128,000

比較増減
（▲は減）
165,036
123,360
12,420
26,496
760
5,000
▲ 3,000
0
▲ 370,400
14,600
0
▲ 135,000
▲ 250,000
0
▲ 205,500
1,745,000
▲ 1,630,000
0
0
▲ 320,500
30,000
0
6,000
0
5,000
0
0
19,000
▲ 395,000
0
▲ 15,000
▲ 987,136
▲ 1,778,000

〔 右扉 〕
→
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増減率％
（△は減）
1.64%
2.09%
1.34%
2.10%
0.17%
0.74%
△ 1.29%
0.00%
△ 6.45%
3.78%
0.00%
△ 8.68%
△ 10.00%
0.00%
△ 2.35%
70.93%
△ 48.22%%
0.00%
0.00%
△ 50.04%
0.38%
0.00%
0.11%
0.00%
16.67%
0.00%
0.00%
8.26%
△ 17.06%
0.00%
△ 1.99%
△ 23.17%
△ 4.46%

構成率
％
26.76%

14.09%

22.36%

20.71%

5.04%
0.52%
1.94%
8.59%
100.00%

［ 茨

お国自慢
あれこれ
この印籠が
目に入らぬか!

（ 黄門様の有名な
セリフ ）

き

県 ］

茨城県支部

梅も

支部長

小川

守

（７回）

も アンコウ も有名 ! 茨城です !!

現在、茨城県支部の会員数は 50

緑や、冬の凍結した滝の景観も

名ですが、本部同窓会に未入会の会

良いですよ。ただ一つ北関東の

員が５名程いるため、代議員は１名

他県にない景観があります。そ

に止まっております。年間の活動は

れが海、南北に続く長い海岸線
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
は広大な太平洋に面しており、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
どの海岸からでも地平線からの

４月に定時総会、翌年２月に恒例の
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
新年会の他、保険講習会と学術講演
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
会を１回程度、役員会を４回程度開
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
催しています。また、日本歯科大学茨城県校友会と協
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
力関係にあり、合同学術講演会と保険講習会、合同役
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
員会を年１回行ってきています。

昇陽が見られ、日の出の名所が
多い（写真）。また、夏は海水
〔 袋田の滝（四度の滝）〕 浴やサーファーにとっても有名

な 所 が 多 く あ り、

みなさんは茨城県のイメージで何が思い浮かぶで

一時大地震の津波

しょうか？栃木県は日光や鬼怒川温泉そして宇都宮の

と原発事故の関係

餃子、群馬県は軽井沢や草津温泉そして尾瀬と全国レ

で賑わいが消えま

ベルで有名な場所がありますが、茨城県はと聞かれる

し た が、 今 年 は 賑

と、北関東の中でも印象が薄いようです。しかしなが

わいが戻ってきて

ら、意外と観光スポットは多いのです。若い方は馴染

い る よ う で す。 さ

みが薄いかもしれませんが、年配の方ならまず思いつ
くのが一話完結のテレビ時代劇ご存知天下の副将軍水
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
戸黄門でしょうか。ご当地の緩キャラとしても最近登

らに、観光以外にも茨城は山の多い他県に比べ広い関
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
東平野がひろがり、お米はもちろんメロン、なし、ス
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
イカ、レンコンなど、ほとんどの農産物が生産されま

場した様ですが、実際はこの様な事実はなく、徳川光

す。余談ですが、常磐自動車道は広い平野を貫く為、

圀が大日本史の編集を行ったとされる常陸太田の西山
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
荘に行かれ、実際の光圀なる人物を確かめてはいかが

東北道や関越道に比べカーブが少なく、高低差もなく、

でしょうか。水戸でも水戸黄門まつりが８月に開催さ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
れ、縁の俳優達によるパレードなどが行われますが、

自動車道が開通したので盆や正月は迂回道となり渋滞

最も観光客が多い季節は２月で、日本三大名園の一つ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
徳川斉昭により

スやハマグリ、カツオ、ヒラメそして冬の定番の鍋と

造園された偕楽

元でどぶ鍋と呼ばれる濃厚な味が病み付きになるよう

園の梅が開花す

です。やはり、一時原発の影響で風評被害も含め、敬

る 時 期 で す。 写

遠されていましたが、今はすべて検査されているとの

真は休憩所とし

事です。安心して是非一度ご賞味下さい。近年県南で

て建てられた歴

は、つくばと秋葉原を 45 分で結ぶつくばエキスプレ

史的建造物の好

スが開通し、通勤圏として大きく変貌してきています

文 亭 と 梅 で す。

三大とつくものがあります。それが袋田の滝で、高さ

が、やはり今後も多くの農産物や海産物を提供する関
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
東の台所としての役割が「お国自慢」の大きな部分を
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
占めるのではないかと思います。ぜひ遊びにいらして

120 ｍ、幅 73 ｍを四段に流れ落ちる様子から、別名四

ください。

〔 偕楽園の梅と好文亭 〕

〔 日の出の名所です 〕

見透視が良く、それに通常は空いているので（北関東
があります）走りやすいと評判です。また海ではシラ
いえばアンコウ鍋が有名で、鮟肝が多く溶け込んだ地

食べ物ではやはり梅と納豆でしょうか？もう一つ日本

度の滝とも称され秋の紅葉（写真）が最高ですが、新
24

（ 時代劇が少なくなったご時世。黄門様の復活を待ってます。
剣士が活躍するチャンバラがいいです。小川 守先生、長
い間、支部長ありがとうございました。
これからも益々がんばっ
てくださいね。未来は君のためにある‼代議員会でお会いで
きないのが寂しいです ）
：Ｔ.Ｉ

［ 群

お国自慢
あれこれ

群馬県支部

今だんべぇ～!「

温泉

支部長

石田

覚也

（８回）

」
と言えば群馬、世界遺産 、4人の総理大臣
（ 富岡製糸場 ）

まちゃん」です。因みに、群馬県の観光大使は井森美
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
幸と中山秀征です。

群馬県支部では、本年２月の総
会にて、長らく支部長としてご苦

群馬県民が誰も熱くなるのは、

労いただいた丸茂忠英（7 回）が勇

理事に亀山

県 ］

ま

退されました。それに伴いまして

ご当地群馬県内の名所旧跡・偉

役員改選があり、支部長に私石田

人を題材にした「上毛かるた」

覚也が推薦承認されました。役員

です。毎年正月には小学生は自

については、副支部長に大原吉博、

治会大会、市町村大会、県大会

正、高橋邦夫、宮久保満之、監事に松本

があり、熱くなります。残念な

〔 有名な「上毛かるた」です 〕

隆が同

ことに全国大会はありません。群馬県民はみんな「上

じく推薦承認されました。県内在住の同窓生は 42 人

毛かるた」が体に染みつき、読み札を暗記していてそ

程ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

らで言えます。例えば「つ」と言えば、「鶴舞う形の

徹、丸茂忠英、相談役として山口

進、大沢

群馬県」です。近くに群馬県人が居たら、50 音何か

さて、我が群馬のお国自慢ですが、群馬県民気質は、
後述の上毛かるたにある「雷とからっ風義理人情」に

言ってみてください。必ず読み札を言いますから！！

表れ、夏の夕立の雷に冬の雪を下ろした冷たい風（か

また、群馬県民の熱くなるソールフードは、なんと言っ

らっ風）の風土で育った義理人情に溢れる気質で、
「か

ても「焼きまんじゅう」だんべぇ。

かあ天下」も有名です。そして、日本の真ん中に位置

蒸した素まんじゅう４個を串に刺

する県で、
私の住む渋川市は「日本の真ん中へその街」

し甘い味噌ダレをたっぷり付けて

です。
「海なし県」
として上毛３山と言われる「赤城山」

焼きます。口の周りが味噌だらけ

「榛名山」
「妙義山」
に囲まれています。さらに「白根山」

〔 焼きまんじゅう
〜おいしそう〜 〕

も有名です。そんな山々に囲まれているので、とりわ

〔 草津温泉の湯もみ

〜お湯がやわらかくなります〜 〕

になりますが、香ばしくて美味し
いです。お薦めの一品です。駅弁

け群馬県は「温泉」が豊富です。

なら、横川の釜めし、高崎のだるま弁当。イベントで

特に草津温泉、伊香保温泉は、

は、とり平の弁当は定番です。

知名度が高く全国から足を運

また、群馬県は、著名人も多く輩出しています。

んでくれています。他にも沢
山の温泉地がありますが、私

内閣総理大臣は４人も輩出し、福田赳夫、中曽根康弘、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
小渕恵三、福田康夫（親子で大臣）の各氏で、まさに

のお薦めは「四万

自民党王国です。

温泉」です。また、尾瀬や谷川岳は登

その他には、スポーツ界では、小林弘、宮田征典、

山スポットで、高崎市は、

渡辺久信、斎藤佑樹、松田直樹、荻原健司、黒岩彰、

上越新幹線、長野（北陸）

栃赤城。芸能界では、三國連太郎、篠原涼子、由紀さ

新幹線の分岐駅で「だる

おり、宗次郎、BOØWY、他に向井千明、糸井重里、

ま」の生産地、富岡市に 〔 ♪水芭蕉の花が
〔 だるまさんが は世界遺産になった「富 咲いている♪〜歌で
ころんだ〜 〕 岡製糸場」があります。 知られる尾瀬湿原と
燧ヶ岳 〕

あだち充、高野友梨 。いかがでしょうか。故人も含
めてあんな人こんな人でした。

4 4 4

まモン」には負け

にも

ましたが全国３位
〜〜〜〜〜〜〜〜
の人 気の「 ぐ ん

C
M

〔 人 気 全 国３ 位 の
＂ぐんまちゃん＂〕

当地キャラは、「く

︵ 新垣結衣 の
でてるかな？︶

また、群馬県のご

〔 富岡製糸場：世界遺産決定‼ 〕
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是非、群馬県にお出でください。群馬県支部を
これからもよろしくお願いいたします。
いっしょに温泉に入りましょう♥もちろんそのあ
と一杯‼
（「からっ風義理人情」
というと、上州三日月村の「 木枯し紋次郎 」
がいますね。
テレビ・映画・テーマソングが大ヒットしました。
♪〜どお〜こかで誰〜れかが風の中で泣いている〜♪ ）
：T. I

会員のページ

「 私 のめざす道〜それは 喜 び〜 それは 栄光 への 架 け 橋 〜 」
佐藤

真理子（41 回・大学）

横浜のとある丘の上にある中高一
貫校で６年間を過ごし、神奈川歯科
大学に入学しました。大学時代は
アーチェリー部に所属し、副主将も
経験しました。合宿やデンタルなど、
活動していた日を懐かしく思います。
〔 いつもニッコリ♥ 〕

大学に入学した頃、なんとなく

口腔外科 をやってみたいと思いました。登院して、
口腔外科の最初の印象は、背が高い大きな男の先生が
たくさんいる怖いところ、それでもバキュームを持っ

〔 左：筆者／猫背になっちゃうわ。帰ってからヨガでもしようかしら 〕

てよく見える特等席で、処置をたくさん見学しました。

づきながらも放置し、受診時には重症だったという

病棟当番のとき、舌部分切除を受けた患者さんが入院

ケースも少なくありません。身体や口腔内のことに

していました。そのとき担当だった看護師さんが「舌

もっと興味を持ってもらえるような活動が必要だと思

を切除すると、食べるという当たり前のことが当たり

います。特に口腔内は見づらいところなので、気軽に

前ではなくなることがある。手術も大事だけど、その

受診して、早期の段階で治療を受けてもらいたいと思

後どうケアするのかも考えないとね」と話してくれま

います。また、「女医さんは嫌！」と、私の目の前で

した。それまで、悪いものはとる。それだけで、その

言い放ったおばあちゃんもいました。その時は、唖然

後のことは考えていませんでした。これを聞いて、再

としました。患者さん、学生さんに、口腔外科に女の

建やリハビリなどに興味を持ち、外科が良いと思うよ

先生がいるとよく驚かれます。口腔外科はきついとか

うになりました。大学卒業後は附属病院で１年間研修

怖いイメージが強いみたいです。その理由からか、女

し、他科も悩みましたが、口腔外科に入局しました。

医がいることで特に若い女性や小児の患者さんに喜ん

この年の３月は東日本大震災があり、４月も計画停電

でもらえることも多いです。昨年度は私しか女医が在

の最中。診療時間は不規則、さらに慣れない新しい環

籍していませんでしたが、他施設の口腔外科では多く

境で不安ばかりでした。そんな中でも夜遅くまで先輩

の女性の先生がご活躍されています。

先生方に、いろいろ指導してもらったり、練習に付き

桜が舞い、口腔外科４年目が始まりました．昨年度

合ってもらったりしました。

は麻酔科で半年間研修する機会を頂き、全身管理を勉

口腔外科は、朝は病棟の処置から始まり、その後外

強しながら上司と当直業務に当たっていましたが、４

来での診療となります。これまで、いろんな患者さん

月からは一人で業務に当たります。診療、手術、当直

を診ました。１週間も顎が外れたままで、徒手整復し

があり、口腔外科は大変ではないと言ったら嘘になり

たら涙を流して喜んでくれたおじいちゃん。孫のよう

ますが、毎日新しいことの発見があり、やりがいのあ

にかわいがってくれるおばあちゃん。高齢社会で、全

る分野です 。よく遭遇する疾患もあれば、教科書で

身疾患のある患者さんが多いです。口腔内の異変に気

しか出会ったことのない疾患もたくさんあります。ま
だまだ、分からないこと、できないこともありますが、
日々成長し、先生でよかった！と言ってもらえるよう
に、今後も努力を重ねたい と思います。そして、口
腔外科という分野に少しでも興味を持ってもらえると
嬉しいです。
大学入学から 10 年の月日が経ち、興味のあった口
腔外科に携わることができていることに、これまでお
世話になったたくさんの方に感謝しています 。

〔 右から２人目：筆者／勉強大好きです〜もち遊ぶのも‼ 〕
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（ 真理子先生、
がんばってください。世界は貴女を待っている‼ ）
：T.I

会員のページ
♥

『 ありがとう 』と言われるために

♡

横浜クリニック・高度先進口腔医学講座
奈川歯科大学附属横浜クリ

いと思ったのは幼稚園の時で

ニックに勤務しています。

した。これは歯科医院が自宅

今回、横浜クリニックの先

に隣接し、父の仕事を見てい

輩・原めぐみ先生（18 回）

たからだと思います。子供の

のご紹介で私が書かせてい

ころは人の手伝いをし、「あ

ただいているのですが、横

〔 椿の花の下に
たたずむ乙女♥ 〕 りがとう」と言われたくて、

佳子（33 回）
〔 私の目標〜それは「 ありがとう 」
といわれる人です 〕

私が歯科医院の手伝いがした

市田

♡

♥

浜クリニック全職員の約

診療の終わる頃になると診療所で片付けを行っていま

50% が女性です。女性職員

した。今考えるとスタッフの邪魔をしていたようにも

は歯科、眼科、内科、検査科、

思います。小学生になり、将来なりたい職業を考えた

放射線科、薬剤科、看護科、歯科衛生科、技工科で活

とき歯科にたずさわることから、歯科医師になりたい

躍しています。私はその中の成人歯科に勤務していま

と考えるようになりました。そして父の母校である神

す。成人歯科では各分野の専門医がいますが一口腔単

奈川歯科大学に入学しました。

位での治療を行っています。また研修指導医として研

現在１年生は歯科に関する科目を行っていますが、

修医の指導に当たっています。研修は自己主導学習で

私が学生の頃は１年後期から実習がはじまり、初めて

あるため、各自が課題を見つけていかなければなりま

白衣を着た時、歯牙彫刻実習が始まった時に歯学部を

せん。その中で技術習得になりがちですが、１年研修

実感しました。私は不器用で要領悪く、実習では常に

修了時に、患者のことを考え自信を持って対応ができ、

最後まで残っていました。それでも先生方は嫌な顔せ

基本的診療能力が習得できるよう心掛けて指導してい
ます。

ず御指導くださり、また多くの経験談をしてください

手伝いをしたくて

ました。
部活は小学生から続けていたバレーボール部へ入部
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
しました。女子の部はなかったため男子の部のマネー

歯科医師になりまし

ジャーを行いながら一緒に練習をしていました。５、

にわかるまで、でき

６年ではマネージャー数が１チームできるほどにな

るまで指導してくだ

り、ＯＢの御好意、現役の理解もありデンタルに出場

さった先生方のよう

たが、私が学生時代

になれたらと考え、

し、６年の時には準優勝することができました。登院
と部活で大変でしたがとても思い出に残っています。

〔 研修センターの皆様／前列右端：筆者 〕 父の他界で実家の診

休日には劇団四季のミュージカルを観に行きます。

療所は閉院しました。患者さんから『お父さんのよう

これは大学１年の夏に初めて『美女と野獣』を観劇し
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
感動したのがきっかけでした。様々な演目があります

に丁寧に治療していただきありがとうございました』

が、結末がハッピーエンドの演目が好きで、何度も観

のではないかとうれしく思いました。研修医には２代

に行くほどです。歌や踊りに感動し、帰りには歌を口

目の歯科医師も多くいます。多くの先生と接し、経験

ずさんでいることもあります。
『オペラ座の怪人』を
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
興味のなかった父と観劇

することができる横浜クリニックが将来を考える場に

し、父は歌に感動し、カ

が治療後「 ありがとう 」と 笑顔で帰っていただける

ラオケで歌っているのを

ような歯科医師であり続けたい と思います。

という手紙をいただいた時には、少し手伝いができた

なればと思っています。私は 1 人でも多くの患者さん

聞き驚かされたことがあ
りました。

（ 市田先生、原稿「ありがとう」
ございます。先生が「ありがとう」の お花で
いっぱい になれますように祈っています。
原めぐみ講師
（写真：前列中央）
からご紹介された貴女の父上が私と同期で、
大舘会長も同級生というのは不思議なエニシを感じます ）
：T. I

卒業後は総合診療科で

〔 劇団四季「 オペラ座の美人 」って誰？
研 修 を 行 い、 そ の 後 神
前列中央にいらっしゃいますよ ♥ 〕
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妖界 ポストもあります。調布 よいとこ一度はおいで‼
… かわいい 猫娘 より
あたいも待ってるわ!
（ 鬼太郎の友達 ）

鈴木

和子（14 回・東京都）

生まれは長崎の松浦ですが、５才
の時から住んでいる調布の深大寺に
開業して 20 年が過ぎてしまいまし
た。生活の中心は仕事です。まだま
だ未熟者と思っていたら、体が衰え
また機械の入れ替え時期が重なった
〔 毎日がニッコリ♡ こともあり、技術的なピークはいつ
美人はつらいなぁ 〕 だったのかと思うこの頃です。

歯科医師会の仕事も、神歯同窓の先生が熱心な方ば
かりのため、いろいろな委員をやらせていただきまし
た。しかし自分が 学術 と 防災担当理事 になった時
は本当に大変でもう二度と出来る物ではないとつくづ
く思いました。学術では同期である歯内の石井信之先
生にもご講演していただきました。防災では、ちょう

〔 お酒おいしいですわ！極楽・極楽♥ 〕

ど東京都の防災訓練と重なり都庁の 40 階にある防災

違ってきたと、本当に良かったと思っています。今で

会議室なる所にも出向き、発言はしませんでしたが会

は、13 回生の高屋さんと一緒のこともあり年１回の

議に参加しました。味の素スタジアムでは埃だらけに

障害者学会に出席しています。３回生の植松先生が東

なりながら訓練に参加しました。歯科の防災備品や役

京医科歯科大学の高齢者歯科学の教授になられた時は

割、手順、班編成などいろいろ考えました。理事がも

摂食嚥下の講習会が行われ、月１回でしたが 10 回生

うすぐ終わりという時に東北の大震災でした。今思う

の小倉先生と一緒に 60 回以上通いました。約５年も
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
行っていたことになり、後になってビックリしました。

といろいろと良い経験だったと思います。
調布市では、平成７年に障害者歯科診療所ができま

１人でなかったので続けられ、そこでの知識がいろい

した。平成８年に東京都の口腔保健センターでの個別

ろな所で役立っていると思います。東京都の同窓会で

研修を受け、それ以来協力医や運営委員として携わっ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ています。自分の患者さんの対応でもそれまでとは

も講演会に出席するだけになってしまった学術委員を
長年にわたりやらせていただいています。
調布市は、朝のテレビ小説“ゲゲゲの女房”で有名
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
になりましたが、都内の人は「東京なの！」と聞く
人もいます。私の家の近くには歩いて 10 分位の所に
深大寺や神代植物公園があります。とても良い所です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
私は植物園の年間パスポート券 2,500 円を買い、散歩
がてら行ったりします。調布駅までは歩いて 45 分で
すがその途中に寄ったりもします。駅の近くには天神
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
通りといって水木しげるさんがよく歩くという通りが
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
あり ゲゲゲの鬼太郎に登場するキャラクター像 が並
んでいます。水木さん本人には会ったことはありませ
ん。会ったというと、20 年位前は吉祥寺で、ボーダー
柄のシャツを着た楳図かずおさんをよく見かけまし
た。吉祥寺駅までは歩いて１時間半ちょっとですが途

〔 学会発表／左から２人目・筆者です 〕
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し、１年１・２回は高尾山に登っています。昨年は患
者さんに触発され、陣馬山から高尾山まで縦走をして
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
みました。少々心配でしたが案外楽勝かもと思ってい
ました。結果はギリギリセーフという状態で高尾山の
ケーブルカーに着いた時はどんなにかホッとしたかわ
かりません‼次の日は疲れが残りその後１ヶ月は調子
悪かったです。道を間違えてしまった事もあり、次は
きっと大丈夫と今は思っています。しかし年齢をしっ
かりと認識しなくてはいけませんね。
調布の会の中でもそうですが、私のまわりはいつも
神歯の同窓の人がいて、助けてもらい楽しませて も
らっています。とても感謝しています 。これからも

〔 陣馬山にて／空は大きいなあ〜／あたしの夢はどこ？ 〕
……貴女のすぐそばに 夢は咲いているのです 。… T.I

よろしくお願いいたします。学校が良い方向に向かっ
て元気になっていくことを心より願っています。

中に井の頭公園があり、宮崎 駿さんのジブリの森美
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
術館がありとっても楽しい散歩道です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以前は水泳や 書道 の趣味がありましたが、今は無
趣味状態です。体力も衰えてきているので歩く様に

（ 調布の妖界ポストに手紙入れときました。
鬼太ちゃんに退治してもらいたいものがあるの…
それは…
キャア〜〜助けて‼鬼太ちゃん早くきてえ〜〜 ）
：T.I
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卒後私のしてきた事…は？ 歌 、それは私の 心の風景
～ 麗しの シャンソン ～ パリの空の下、セーヌは流れる ～
森川

孝子（４回・東京都）

母の診療室を引き継いで 13 年経
過。母と入れ替わるように我が家の
一員になった可愛い愛しい雑種猫た
ち。日々の仕事は不定期に助手がい
るものの、ほぼ一人でこなし、それ
なりに私に合った好きな職種。
〔 ほほえむアタシ 〕

横浜
に在住

〔 悲しき私の恋 〕

し、小児歯科医局を退職
後は子育てに没頭。面白
い経験が山ほど！生協で

〔 オー・シャンゼリゼ 〕

〔 アイドルを探せ 〕

左：プチル君 12 才
は主婦として社会参加を 〔 右：にゃ
あにゃ 13 才
なんてかわいいの♥ 〕
経験し、専業主婦の方々

から学んだ事が山ほど！その素晴らしい年月は宝物。
家事、育児でひどい肩こりに悩まされ太極拳に助け
を求めて以来30年、今だ継続中。暇な時間ができた頃、
ご近所のお誘いで石膏粘土とやらで壁飾りや籠などを
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
作る趣味に没頭。チャッカリ販売して材料費を捻出す

♥

るなど面白かった経験！
が、かなりの力仕事で重
労働！くたびれるのでも

〔 恋はみずいろ 〕
〔 夢見る
シャンソン人形 〕

うやれない！残っている
自慢の作品は若かりし頃
〔 石膏粘土での作品：重いわ‼ 〕

〔 愛のくらし 〕

の素人作家にとってはか
なりの大作。

で、歯科医師復帰の為にパート歯科医で腕を馴らし

♥

て、卒後 18 年目にして自宅開業。主婦仲間との夜毎
ウォーキング、月１のトレッキングなど健康的に仕事
と趣味の日々。平成 13 年に東京の仕事場を継いだも
のの、激しく様変わりしていた都会では異邦人。
徒歩で東京探検を始め、その延長で横浜まで歩き、
その延長で京都まで歩いてしまった還暦。平行して
習った シャンソンで、厚顔の熟女は昨今新宿のシャ
ンソニエでプロ歌手の前歌を歌わせていただいていま
す。現在の生活は、趣味の太極拳や歩く事、歌、全部
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
が一つに繋がっていて仕事と二本建て！日々充実！年
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
金の請求も済んだし！ブラボー（笑）

〔 そよ風に乗って 〕
※
〔 新宿：平成26年4月25日に
シャンソニエにて：広報常務理事・撮影 〕
〔 銀座：〜 愛の賛歌 〜 〕
（ 本国で、
カンツォーネディナーはあってもシャンソンディナーがないのはどうして？
先生、
パリでお歌いになられたら？ ぜったい聴きに行きますよ
〜 セーヌが私を呼んでいる 〜 ）
：T. I
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クラス会開催
「懐かしき友との再会・そしてまた逢う日まで」
24回生 20周年同級会開催
槻木

当してくれ、開会の挨拶では田畑勝彦君、杉山順子さ
ん、飛び入りで関谷由紀さんが神奈川歯科大学への熱
い思いや、思い出を披露した。乾杯の挨拶は、石井

恵一（24 回）

宏君が行った。途中、病理学の槻木より、新しいキャ
ンパスや、最新の教育システム、留学生と日本人の交

平成 26 年２月 22 日横浜シェラトンホテルにおいて、
神奈川歯科大学 24 回生 20 周年同級会を開催した。15

流の様子など、昔と異なりいろいろなことが進んでい

周年同級会から久しぶりの集いであり、昔に戻り楽し

る様子を披露した。また、薬理学の高橋聡子さんから

い会が開催された。当日は、６年時のクラス主任とし

はオープンキャンパスの案内も行われた。集合写真は、

てお世話になった鹿島

鹿島

勇理事長にもお忙しい中ご列

席いただいた。当時鹿島

勇理事長を中心にし、写真部で横浜クリニック

の田口

勇先生は、初のクラス主任

長君により撮影された。閉会の挨拶は前谷崇

であったことが披露され、20 年の時を過ぎても「あ

志君が行い、楽しい時間はあっという間であり、次の

の時」の思い出話を多数してくださり、印象深い学年

同級会でもまた集まろうと約束をして閉会した。

であったことが話された。司会は、佐貫田尚亮君が担

《クラス会 助成 について》
◎ クラス会を開催すると同窓会より 10万円の助成金 が出ます。
◎ 平成26年度は 6回生 、16回生 、26回生 、36回生 、40回生 、41回生 、 42回生 が
対象となります。
★ 助成金額は、該当するクラス会 一件 10万円 ：使途自由です。
★ 助成クラス会の該当要件があります。詳しくは事務局までお問い合わせください。
★ また、同窓会に提出する報告書とは別に、同窓会の「会報」に掲載する原稿を別途ご提出
ください（集合写真１枚等添付）。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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25回生 卒後20周年記念パーティー
大平

１次会の２時間はあっという間に過ぎ、２次会は 1
次会に参加できなかった同級生も含め 30 名以上でホ
テル併設のカラオケに移動し、飲めや歌えの大騒ぎ。

寛（25 回）

気がついたら５時間余が経過していました。その後、

平成 25 年 11 月 3 日（祝）午後 12 時より、品川プリン

さらに 20 名以上でホテル最上階の「ザ・トップ・オブ・

スホテルにて「25 回生、卒後 20 周年記念パーティー」

シナガワ」に移動。飲み続けてさすがに疲れたのか、

が開催されました。卒後初にもかかわらず、南は九州

物静かな雰囲気の３次会でした。その後も有志での４

から、北は北海道まで、63 名もの同級生が集まり、

次会へと進んだようです。再会を約束して解散しまし

盛大なパーティーとなりました。

た。
休日にもかかわらず、遠方から遥々集ってくれた同

卒後 20 年ぶりにして初めてのクラス会でしたが、

級生各位に感謝致します。

卒業当時の面影が全くなく「どなたですか？」状態の

今回は都合がつかず、出席できなかった同級生には、

人、卒業当時から全く変わっていない人、それぞれで

次回は必ず出席してもらいたいと思います。

したが、会うや否や昔話に花が咲き、準備された食事
のことも忘れるほどの楽しいひと時でした。
「卒業し

クラス会開催にあたって賜りました、同窓会事務局

てから横須賀の地に足を踏み入れたことのない同級生

皆様のご協力とクラス会助成金を有意義に使わせて頂

も多かろう」と、幹事で手分けして作った学内外の写

きましたことに感謝致します。

真を集めたプレゼンは「聞き入ってくれるに違いな

学校は心のふるさと、心を戻せるような暖かい場所

い！」という期待を無惨にも裏切り、話に夢中で注目

であってほしいと思います。卒業後何十年という歳月

度ほぼゼロ。かえって清々しい気持ちになりました。

は、人の運命を様々に思いがけない様相で変えていき

折角作ったプレゼンです。後日写真と共に郵送するの

ます。考え方、思い方は人それぞれですが「あの先生が、

で、是非見て下さい。学内外の様変わりにビックリす

あの友達が居たから」と想いだせたら幸せですね．．．。

ることでしょう。

〔 多すぎて頭しか映ってない人、ごめんなさい！ 〕
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平成 25 年 12 月から平成 26 年 3 月会務報告
月 日 曜 行事
2
12
月

8

出席者、講師

月 大学支部学術講演会
日

講師：富山 潔先生（21回）

第2回代議員会運営委員会
平成25年度第1回表彰選考委員会

13 金 第9回学術委員会
14 土 第2回広報委員会
18 土 第4回常務連絡会
第10回学術委員会

神奈川歯科大学同窓会学術講演会
審美歯科治療を日常臨床にとり入れよう！ －診査診断レジンコ
19 日
講師：西川義昌先生
ア、クラウンの支台歯形成、オールセラミックスの形成の注意
1
点、プロビジョナルの勘所など、基礎から成功する臨床へ－
月
東京医科歯科大学歯科同窓会 新年名刺交換会
井本

H26

25 土

大分県支部学術講演会

講師：土屋直行先生（5回）

東京都支部新年懇談会

大舘

京都府支部学術講演会

講師：斎藤正寛先生（20回）

1

土 鹿児島県支部学術講演会

講師：川島清美先生（8回）

8

土 平成25年度第3回九州地区連合会支部長・代議員会議

神奈川県支部新年会

大舘

15 土 杉山義祥先生 日本歯科医師会代議員会議長就任をお祝いする会

岩本
大舘・井本・浅井・植村・芦田
大舘・井本・浅井・鈴村・秋本
髙橋・金子・植村・山中

16 日 第53回関東地区連合会
2
月 20 木 第11回学術委員会
第5回理事会
第2回支部長会
22 土

第2回福祉共済部運営委員会
第86回代議員会
平成25年度定例総会
24回生クラス会

15 土 第5回常務連絡会
神奈川歯科大学卒業式
3 17 月
神奈川歯科大学45回生謝恩会
月
20 木 石井みどり議員を励ます会

大舘
大舘・秋本・平田
井本・浅井・植村

30 日 私立歯科大学同窓・校友会連絡協議会12校会議

ディズニーの
「眠れる森の美女」
「塔の上のラプンツェル」
NHK の大河ドラマ
「軍師・官兵衛」
「利家とまつ」等々、
僕がでてくる TV、映画は
いっぱいあります。
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大舘・井本

34

入会会員
平成 26 年度新入生
青木 優季
池上 琢哉
石井 秀周
伊野 亜怜守
伊村 美希
尹
勁元
翁
崇祐
大田 晶子
奥田 充
海瀨 りさ
片田 大遥
川元 彩嘉
姜
慧園
羅田 幹久
金
孝貞
許
博安
倉持 仁
黄
彦智
黄
立勛
榊原 希
佐藤 和正
清水 智仁
髙津 翔一
張
宇安
張簡 唯均
TSENG JUDIE
鄭
家安
仲
昭典
難波 實衣
野上 藍
不島 瞳
前川 敦俊
丸山 瑠維
村田 亜志美留
山口 周
葉 峻愷
吉田 宗平
劉
靜

秋吉 謙太朗
池田 紫園
石川 歩
井上 麻衣
入澤 貴志
上原 安里菜
王 テイケン
大西 由佳
奥田 喜昭
郭
庭安
加藤 大輝
姜 キフン
岸
孝仁
金
振煥
金
用憲
熊谷 紗璃衣
桑原 恵子
洪
晟項
小島 みの李
佐々木 潤
施
文龍
城村 綾香
田川 雄志郎
張
孜綿
陳
柏瑞
附田 孝仁
鄭
浩翔
中村 健由季
西田 真理
朴
恃彦
藤本 花乃子
松沢 喜姫
美甘 正太郎
村田 雄哉
山根 雅仁
ヨーダーゼイン 史穏
米村 雄汰
渡邊 崇弘

荒井 美由紀
井坂 瑠里
石田 肇
任
ヘリ
岩見 勇佑
内倉 皐佑
大隅 翼
岡部 知之
小俣 瑠奈
片岡 利依子
門松 弘子
簡
碩麟
衣笠 航
金
城誾
邱
彦碩
熊谷 本当
侯
彦宇
黄
弘達
蔡
漢釗
佐々木 翼
篠原 周平
大藤 亜衣子
CHOI EDWARD
張
博彦
陳
鈺勳
辻中 勇人
東山 辰旭
中村 吉紀
西田 侑加
藤谷 彩永
文元 陵植
丸山 明花
三和 良輔
矢田 亜侑
尹
太宣
吉澤 瑞真
賴 將太朗

朋之

（34 回・乙）

岩手県支部

新井

俊貴

（36 回・甲）

神奈川県支部

平嶺

倫子

（36 回・甲）

神奈川県支部

山本

和典

（36 回・甲）

神奈川県支部

慶蔵

（36 回・甲）

兵庫県支部

井手

正仁

（38 回・甲）

愛媛県支部

兵頭

亨

（39 回・甲）

愛媛県支部

平嶺

浩子

（30 回・甲）

大学支部

杉山

弘起

（40 回・乙）

大学支部

晴彦

（41 回・乙）

大学支部

世梨代

（44 回・乙）

大学支部

長谷川
植村

再入会者
齋藤

正寛

（20 回・甲）

宮城県支部

不島

千智

（21 回・乙）

石川県支部

富山

潔

（21 回・甲）

大学支部

訃

報

『正会員』
髙柳

茂

（神奈川県支部

９回） 2014.01.30

ご逝去

松尾

秀生 （神奈川県支部

７回） 2014.03.23

ご逝去

中川

孝純 （宮崎県支部

４回） 2014.03.26

ご逝去

庄司

秀樹 （高知県支部

９回） 2014.04.12

ご逝去

井坂

善和 （徳島県支部

６回） 2014.05.21

ご逝去

☆ 広報委員会 ☆
◎委 員 長／鎌和田 豊（ ８ ）
○副委員長／小林晋一郎（11）
○副委員長／林
昌二（12）
委
員／加来めぐみ（ ９ ）
委
員／井本 崇晃（12）

委
委
委
委

員／羽田久美夫（15）
員／金子 宣由（19）
員／濵野 奈穂（30）
員／濱田 甲子（41）

担 当 副 会 長／屋形

秀樹（５） 担 当 副 会 長／下池

敏之（８）

担当常務理事／岩淵

通（７） 担 当 理 事／小田

博雄（９）

（任期：平成 24 年 4 月〜平成 27 年 3 月）

P.2 表紙 の言葉よりツヅキます
「五行山」……それは「神の手」であった。不可能はない無限
の力をもつ「神の手」から持ち帰ったモノとは。……人にとって
それは永遠の幸福をもたらすものなのか。限りない滅亡へのプロ
ローグなのか……人類はまだ知らない……。

新入会者
本舘

阿保

航海日誌／宇宙歴2014年６月10日

市長・大舘

満：記

（ このレコーダーと古紙120号は太陽系周回軌道にて発見され
た。
ヒューマン族に何がおこったのかこれから調査を開始する。
銀河査察官 Ｔ.Ｉ／発信 → 銀河連邦へ ）
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