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巻 頭 言
富士山

（ 太陽＝同窓会 ）

〔 同窓会会長 就任 のご挨拶 〕
会長

同窓会は皆さんの太陽です!
イラスト・構成：Toru . I

大舘

満

平成 27 年２月 28 日の第 88 回代議員会で行われた同窓会会長選挙にて、会長に選任いただき心
より御礼申し上げます。今回の選挙での論点は新しい同窓会を作る上で大変重要なことと思っ
ております。今回、会長就任にあたり、選挙前に代議員の皆様に配布した資料を会員の皆様に
是非ご一読いただきたく思い、就任の挨拶として下記に掲載させていただきました。そして、
今後三年間、
「同窓会の在り方」と過日述べた「同窓会改革」（新年号の会長挨拶をご参照ください）の論点を遵
守して同窓会運営をしてまいりたいと思っております。これからも会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上
げます。

〔

同窓会の在り方

〕

「 同窓会と大学とのかかわり（副題：まだまだ続く大学の危機）」

第一章 ：「 同窓会と大学にかかわる負の歴史 」
同窓会と大学とのかかわりについての第一章は「同窓会と大学にかかわる負の歴史」である権力闘争です。同
窓会の会長のポストが大学法人の理事ポスト争いに利用されてきた歴史です。三宅同窓会会長がある法人理事か
ら同職に推薦され就任した事が全ての始まりです。同窓会にとって本来は大変名誉なことですが理事長ポストを
争う有力者がこれを利用したことが不幸の始まりでした。
以前、三宅氏は同窓会会長との立場で理事に就任した経緯から次の新同窓会会長も自動的に法人理事に就任出
来るものと考えていたが、時の理事長は否定的でした。同窓会役員会で決議して法人理事会あてに質問状を提出
しました。主旨は「過去の経緯より同窓会長は法人の理事に就任できるのでは」とのものでしたが、返事は「人
物本位であり同窓会長が必ずしも理事に召集されると決まっているものではない」という内容であった。大学の
理事ポスト云々を同窓会で理事会決定をして質問状を出すなど、今考えると失礼であり、異常に感じる行為に思
えます。
多くの会長が同窓会の本来の職務を顧みずポスト争いに全精力を注ぐ姿を私は何年も目の前で見てまいりまし
た。８年半前に会長に就任する時に「自分だけはこの負の歴史を繰り返さない」と誓いました。同窓会会長とし
て私が法人理事就任に否定的な発言をしている理由もここにあります。将来、当然のように同窓会長が法人理事
に就任する日が来るとは思いますが、現在のように、まだまだ未成熟な同窓会ではかえってマイナスが多く一歩
距離を置いて外にいるほうが真摯で尊敬される同窓会を実現しやすいと思っています。
また、この「同窓会と大学にかかわる負の歴史」をお読みいただくと気がつくことがあります。それはあまり
本部同窓会にかかわったことがない人が急に同窓会会長に立候補するパターンです。「同窓会会長としての本来の
目的を果たすための立候補ではない」ということはすぐわかります。藤田前会長、そして私と同窓会の負の歴史か
ら脱却したいと努力してきましたが、今回選択を誤れば、また古い同窓会に戻ってしまいます。皆様に冷静なご
賢察をお願いしたい理由がここにあります。
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第二章 ：「 不正投資問題 」
第二章は 87 億円もの損失を出した不正投資問題です。現在、大学は財務的にも安定して、29 年度完成をめざし
て新病院建設もスタートしましたが、当時、同窓に限らず多くの方が神奈川歯科大学はもう消えてなくなると思っ
ていました。もしこの事件後の対応を少しでも誤っていれば既に大学は存在していません。もう一度似たような
事件を起こせば母校はなくなります、再発防止のための努力は怠ってはなりません。
平成 20 年から 22 年に起きた一連の不正投資問題は「同窓会と大学にかかわる負の歴史」の中にこれを引き起こ
す要因を内蔵しておりました。それは、
１、オーナー経営からの離脱
２、理事長就任を目指しての過度の権力闘争
３、結果として法人理事会、評議員会の人選の私物化
理事長職を安定して継続するためには理事会で理事の過半数の支持を常時維持することが必要です。そして将
来理事になる可能性のある評議員を身内で固めることが条件となります。過去のこのようなシステムが今回起き
た不正投資問題の要因となっています。多くを自派閥理事、評議員で固め、発言や提言あるいは苦言を発する者
を排除していく組織作りです。これでは神奈川歯科大学の将来が見えません。一部の役員が個人的利益に走り大
学は疲弊していくばかりでした。この状態に再度戻すことは絶対に許されません。理事長もそのことは痛感して
いるからこそ下記にあるような英断をいただいたと私は理解しております。
現在は改革が加えられ大きく前進しております。それは一昨年の理事長の英断による卒業生枠の評議員に同窓
会地区連合会より一名ずつ計６名の現職支部長を選任していただいたことです。下記、資料「寄附行為改正への
思い」をご参照ください。個人的つながりだけで選任された…派閥の評議員というレッテルのない評議員の誕生
です。発言は自由になり、誰に遠慮もなく正論を述べることができます。最近の評議員会ではこの６名の評議員
と私が多くの発言をしております。将来、大学の正常な発展のために理事会、評議員会で自由、闊達な発言が増
えることを願っております。そのためにはこれからも大学との信頼関係を築き、6500 名余の卒業生への責任を自
覚し権力闘争には与みせず、だれからも真摯で尊敬される同窓会を作って行かなければなりません。
最後に皆様に一つ大事なことを述べなければなりません、不都合な真実かもしれませんがこの不正投資事件を
起こしたのはともに同窓生であり一人は元同窓会長であったという事実です。およそ 87 億円もの損失を出したこ
の事件は神奈川歯科大の歴史の中でも最大の汚点であります。我々はそのことを深く反省し襟を正していかなけ
ればなりません。二度と同窓生主導で大学に危機を招いてはなりません。我々同窓生も今まで何か怠っていたの
ではないでしょうか。代議員に付託する会員の皆様、また、付託を受けた代議員の皆様、再度過去の過ちは犯し
てはならないと意を決してください。先輩の意向だからだとか、恩のある方に頼まれたからとかいろいろ理由は
あると思いますが、それぞれの立場で自分のアイデンティティーを尊重し、同窓会全体のアイデンティティーを
高めていただきたいと心よりお願い申し上げ筆を置かせていただきます。長文になりお読みいただくのに長い時
間を費やしていただいたことに心より感謝いたしております。
資

料 ：
「

寄附行為改正への思い 」

大学の不正投資問題直後、同窓会会長の職にあった私と同窓会執行部一同は再発防止の為寄附行為改正を訴え
ました。学校法人の寄付行為とは同窓会の会則にあたるものとお考えください。平成２２年度、久保田理事長か
ら鹿島理事長に代わられた折にこの訴えを受けていただき寄附行為改正検討委員会を立ち上げていただきました。
寄附行為の規定では理事会、評議員会ともに大学職員、有識者、そして卒業生とでおおよそ三分の一に分けて
選任する決まりとなっています。その中で理事会、評議員会の卒業生枠の人選時に同窓会の意思を尊重していた
だきたいとお願いしました。具体的には卒業生枠を同窓会で選任させていただきたいとの考えです。残念ながら
寄附行為改正検討委員会は中間答申を出して止まっています。理由は文科省からのいくつかの通達が原因と考え
られます。多くは理事会の権限を強くするもので大学の安定経営を支援するものです。寄附行為そのものは改正
できませんでしたが理事長は同窓会執行部の意見をご理解いただき平成２５年７月に評議員に地区連合ごとに支
部長であることを条件として６名を選任していただきました。個人的つながりだけで選任された…派閥の評議員
というレッテルのない評議員の誕生です。道半ばではありますが大学と同窓会の信頼関係がなければ実現できな
い歴史的偉業だと考えています。
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神奈川歯科大学の最新情報 － 新たな100年の歴史の創世に向けて －
神奈川歯科大学 学長 平田

幸夫

神奈川歯科大学同窓会報の読者の皆さんこんにちは。平成 26 年度より神奈川歯科大学学長を
拝命しました平田幸夫（11 回生）でございます。先生方に置かれましては、日頃より本学の運
営に多大なご支援並びにご協力を賜り、心からお礼申し上げます。
この度はこのような執筆の機会を頂きましたので、本学が目指しています新たな 100 年の歴史
の創世に向けた最新の情報を、特に教学関連を中心にご紹介させていただきます。
もうすでにご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、本学では前学長の佐藤貞雄先生の時代（平成 23 年度）
より、建学精神である「全てのものに対する慈しみの心と生命を大切にする『愛の精神』の実践、即ち生命に対
する畏敬の念」を念頭に、
「時代が求める望ましい歯科医師の輩出を目的に、学生が主体的に学び、考える力を育
成する大学」を目指して、抜本的な教育改革を行っています。平成 24 年度には、今まで歯学部にあった講座や分
野を大学院に昇格する構想とともに、歯学部内に教育開発を専門とする総合教育部を新設し、図１に示すような
新たな「神奈川歯科大学歯学部教育体制」を構築しました。その新教育体制では、教育の基本となる①アドミッショ
ン・ポリシー（優れた新入生確保の指針）、②ディプロマ・ポリシー（優れた歯科医師の輩出の指針）、③カリキュ
ラム・ポリシー（国家試験の合格率の上昇までを通した教育プログラムの指針）を明確に示し、具体的な運用と
なる次の①少ない科目を短期集中して学び、着実な履修を可能にする５学期制の導入、②歯学教育（カリキュラム）
の体系化、③初年次教育「大学での学び」に、Critical Thinking & Logical Writing 教育の導入、④卒業時に何が
身についているかを重視した「アウトカム基盤型教育」方法の採用、⑤アクティブラーニング環境の充実による
能動的学修の推進（写真１参照）、⑥全授業の収録による「いつでも、どこでも e-Learning 学修（写真２参照）」
の実現、⑦ＧＰＡによる成績管理、⑧リアルタイムの学修成果の把握と指導体制の強化、⑨ KDU-LMS 導入によ
る学修状況の一元管理と情報の可視化、⑩教員の教育力の実現などの基盤整備を行いました。そして、平成 25 年
４月よりその新教育システムの運用を開始しました。
新教育システムの運用を開始してから２年が経過する中、本年 1 月 31 日と 2 月 1 日の 2 日間にわたり東京工科大
学を試験場として実施されました第 108 回歯科医師国家試験においては、現役学生の合格率が 80.0％（図２参照）

〔 図１：神奈川歯科大学歯学部教育体制の概念図 〕
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〔 写真１：能動的な学修を行う多目的実習室 〕

〔 写真２：収録された授業で自学自修をする
「いつでも、どこでも e-Learning 学修」〕

３人受験して合格するのは２人以下という厳しい歯科医師国家試験において
本学は合格率 80％を達成しました。2013 年度からの新カリキュラムでの学
修は着実に結果を生みだしています。

〔 図２：第 108 回歯科医師国家試験結果（本学大学案内より）〕

と私立大学の中でも好成績を得ることができました。また、2 月 5 日の病院臨床実習（本学では 5 年生から 6 年生）
前に全国規模で実施される共用試験（CBT）においては、これも 2 年連続で例年の平均点より 5 点程高い結果を得
ることができました。このように、徐々にではありますが、全国レベルの試験結果において好成績を得られるよ
うになってきたことは、2 年前よりスタートした新教育システムが関係者の皆様の運用によって好循環の方向に影
響しているように思われます。
次に、平成 27 年度からの情報についてご紹介しましょう。
本年度の入学試験では、募集人数 100 名のところ 548 名の志願者があり、８種類の選抜方式によって、結果的に
4 月 1 日現在で 101 名が入学した。そのため、1 年生から 6 年生までの学生総数は 616 名（男性 416 名、女性 200 名）
で、そのうち留学生は 104 名（国籍別；韓国、台湾、米国）となりました。留学生の内訳を表１に示します。
学

年

1年
2年
3年
4年
5年

男

6
8
5
19
6

韓

国
女

計

男

3
2
3
1
1

9
10
8
20
7

13
15
6

10
54

54

34

台

湾
女

4
7
4

計

17
22
10

男

15
49

49

1

1

米

国
女

計

1

6年
小

計

合

計

44

〔 表１：各学年の留学生国籍別人数（2015/4/1 現在）〕
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1

1

合

計

27
32
18
20
7
0
104
104

本学では、文部科学省の推進するグローバル化の一環として優秀な留学生を受け入れております。入学者は入
学試験に合格できる優秀な学力と一定以上の日本語能力を持った者が合格となります。大学での授業は基本的に
日本の学生と同様に行われています。しかし、文化や習慣の全く違う異国から日本に来て、一人暮らしをすると
いうことは大変不安なことでありますから、本学では生活支援と学習支援の視点で主に 2 つの対応を行っています。
まず１つ目は、昨年度から国際交流室を設置して、韓国語、台湾語、英語を話せる教職員を４名配置して、日本
語能力の強化や生活支援の対応を行っています。２つ目は、全学的な教職員で組織される学生生活委員会の中で、
日本人学生への支援と並行して留学生サポート委員会をつくり、委員長含め 5 名の委員（クラス担任）によって生
活支援、学習支援を行っています。一方、大学でのこのような対応とは別に、実際の講義、実習、小グループワー
ク等の授業やクラブ活動の中で、日本人学生と留学生は普通に交流しており、我々が想像する以上に異文化交流
を活発に行いお互いに高めあう人間関係を築いています。
また、本学の特徴の一つに他校にはない充実した奨学金制度があります。代表的なものとして、入学次には、
一般入学試験Ⅰ期受験者の中から成績上位 10 位までは１年次学納金の全額が免除されますし、２年次以降につい
ても、前年度成績優秀者上位３名までが翌年の学費の半額が免除される特待生への経済的支援制度があります。
そのようなことから、今年度は留学生の中から３年生で２人、４年生で１人が特待生制度の対象となりました。
以上、ご紹介してきましたように、本学の新たな 100 年の歴史の創世に向けての教育改革はスタートから２年が
経過した段階であり、改革の適切な評価ができる段階ではありませんが、一方で良好な兆しを窺わせる良い結果
も徐々に出てきている状況にあります。今後も神奈川歯科大学の新たな歴史の創生のために、教育改革は継続し
て実施していきたいと考えております。
そして、同窓会の皆様におきましても、新たな同窓会として益々の発展と会員皆様のご健勝を心から祈念して
おります。

〔 ハカランダ 〕

（ 神歯大校内、
アルゼンチンのブエノスアイレス市にて開花 ）
（ ＮＨＫ：
「世界で一番美しい瞬間」
にて放送される）
（ 写真：｢同窓会報」
114号 より転載 ）

8

平成26年12月から平成27年３月までの会務報告
月 日 曜
行事
13 土 第 2 回広報委員会
第 2 回代議員会運営委員会
12
14 日 平成 26 年度第 1 回表彰選考委員会
月
平成 26 年度第 1 回選挙管理委員会
25 木 第 9 回学術委員会
次期日本歯科医師会会長予備選挙候補者髙木 幹正氏を
11 日
励ます会
15 木 第 10 回学術委員会
17 土 第 4 回常務連絡会
1
25 日 東京医科歯科大学歯科同窓会「新年名刺交換会」
月
大分県支部学術講演会
東京都支部新年懇談会
31 土
大阪府支部学術講演会
京都府支部新年会
九州地区連合会支部長・代議員会議
7 土 東京都支部学術講演会
神奈川県支部新年会
12 木 第 11 回学術委員会
2
月

22 日 第 55 回関東地区連合会

28 土

7

土

14 土
3 17
月
19
21
22
28

火
木
土
日
土

第 5 回理事会
第 2 回支部長会
第 2 回福祉共済部運営委員会
第 88 回代議員会
平成 26 年度定例総会
全国歯科大学同窓会・校友会・日歯連盟 参与会議・懇親会
青森県支部総会・学術講演会
栃木県支部学術講演会
第 5 回常務連絡会
神奈川歯科大学卒業式
46 回生卒業記念パーティー
第 12 回学術委員会
36 回生クラス会
私立歯科大学同窓・校友会連絡協議会 12 校会長会
第 2 回桜会（日本大学歯学部同窓会女性歯科医師の会）

〔 双子座 〕

出席者・講師

大舘・井本・浅井・植村・平田・岩淵

浅井
講師：茂木信道先生（21 回）
大舘
講師：高橋俊介先生（19 回）
瀧・岩本
講師：山田良広教授（18 回）
大舘
大舘・井本・浅井・鈴村・秋本・髙橋・金子・植村・
平田

浅井
講師：三辺正人教授（12 回）
講師：木本一成先生（13 回）
大舘
大舘・秋本・平田

大舘
大舘

〔 ダブルスター 〕
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〔 台湾の国花 〕

〔 韓国の国花 〕

（梅）

（むくげ）

今年に入って国外（台湾・韓国）から本学に入学
された学生君と食事をする機会がありました。皆さ
ん、日本語が上手でビックリしました。テストが日

（台湾）

本語なので、日本語がウマイわけですね。ビールを
底無しに飲む子もいました。超酒豪ですね。僕より
絶対、強いですね。競争するのはやめようと決心
しました。
クラブは写真部、剣道部、バドミントン部、
音楽部に入っていました。最後は皆で記念
写真・パチリです 。日本ではパチリの時
は、ハイ・チーズか、ハイ・バターですが、
外の国の方は何と言うのでしょうかね？キ
ムーチ？フカヒーレ？なんて。
将来、同窓会に入ってくれないかな…と内心、
ちょっと期待している僕なのでした。
機会があれば又、お食事したいなと思ってもいる僕
でした（その時はワリカンで 無理かぁ）。酒豪と
は競争しないです!よ。僕、もう齢ですから。若木
と老木の違い。老木を超えた枯れ木状態で○○に
半分、足を突っ込んでいる僕なのです。若木（青
春）が羨ましい今日この頃です。
皆さんガンバッてね。

（日本）

（日本）

（菊）

皆さんの素敵な笑顔が見られてとてもうれしいです……

（韓国）
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神 歯
同

同窓の皆さん、こんにちは

窓

会

！

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
とても嬉しいものです。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 ! !

イラスト・構成／Toru. I

平成２６年度 青森 県支部
定時総会 および 学術講演会報告

村田浩伸（17 回）

行して行く必要性を感じたところであります。

平成 27 年３月７日（土）青森市ホテルクラウンパ

総会は会員数 46 名中 18 名の出席で開催されました。

レス青森において平成 26 年度定時総会と講演会が開

今回の総会は改選期でありましたが、次年度からも引

催されました。
講演会は神奈川歯科大学口腔科学講座歯周病学分野

き続き８回生の嶋中繁樹先生が支部長を務めることと

教授の三辺正人先生をお迎えし、２時間を越える熱の

なりました。平成２６年度の同窓会青森県支部の事業

こもった講演を頂戴いたしました。青森県は全国的に

を振り返り感じることは年々出席会員の数が減ってき

みて短命県であるということがここ数年にわかに唱え

ていること、そして会員数の増加がないことが気がか

られ、行政、各種団体、マスコミにおいても短命県返

りです。数年に一度新入会員を迎えることができても

上に向けて様々な取り組みがなされております。

希望退会される先生もあり、会員の増加には至ってお
りません。事業への出席会員の減少は当会のみならず

短命県の原因となっている成人病疾患について認識
を得ることは重要で、今回の講演会は歯周病と全身疾

東北各県支部においていえることのようですが、今後、

患の関わりについての内容でご講演を頂きました。特

同窓会各支部、そして同窓会本部において会員数の増

に糖尿病と歯周疾患における医科と歯科との連携につ

加と事業への積極的な参加について考慮していかなけ

いては興味深い内容で、今後青森県においても是非実

ればならない事項のひとつと思われます。もちろん同
11

窓会の発展のためにも同窓生一人一人が同窓会事業へ

チョコレートを食べながら、横須賀の変遷や現在の大

の参加の意義を考えることは重要と思われます。

学の現状、そして当日の講演会の内容について三辺先
生と談義されておりました。

総会終了後の懇親会は三辺先生を囲み和やかに進
行し、二次会では酒の肴にスイーツ男子達はパフェや

東京都 支部・平成27年新年懇談会

篠原一也（16 回）

介、最後に本会役員等の紹介が行われました。ここで、

去る平成 27 年１月 31 日（土）に、東京都支部主催
による、第 35 回新年懇談会が開催されました。開催

お忙しい中を出席してくださった本部同窓会の大舘

場所は、
毎年、
恒例となっている目黒雅叙園「竹林の間」

満会長による乾杯の御発声があり、宴が始まりました。

でした。今回は、来賓として、東京都歯科医師会の腰

この懇談会は、本会と他大学の同窓会校友会との親睦

原副会長をはじめとし、全国の各歯科大学及び大学歯

と意見交換や情報のやり取りを円滑にすることを主な

学部の在京同窓会校友会の会長・副会長等の 18 名が

目的としており、和気あいあいとした雰囲気の中で、

出席してくださいました。神奈川歯科大学同窓会東京

会話が弾みました。学校は違っても、同窓会における

都支部からは、役員 14 名、各支部長、代議員会議長・

共通の問題や、現在、歯科界がおかれている様々な課

副議長、東京都歯科医師会代議員、東京都歯科医師会

題の話から、趣味や遊びの話まで、心がうちとけなが

理事等が出席し、総勢 40 名となりました。懇談会は、

ら、時を忘れて和やかに懇談がなされました。楽しい

本会専務理事の飯塚

務先生の司会により進められ、

時間もあっという間に過ぎ、最後に、浅井智司副支部

智博副支部長の開会の挨拶、続いて元田文

長の閉会の挨拶でお開きとなりました。２次会は、場

治支部長の挨拶がなされました。その後、来賓挨拶と

所を近隣の居酒屋に変えて、本会の有志のみで、労を

して東京都歯科医師会の腰原副会長、東京歯科の浮地

ねぎらいつつ、歓談しました。なお、今回掲載した集

会長、日本歯科の佐藤副会長、日大歯学部の松浦副会

合写真は、御厚意により、大舘会長に提供していただ

長、医科歯科の高取副会長がお話をし、続いて来賓紹

きました。誌面をお借りしまして、御礼申し上げます。

初めに沼
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神奈川 県支部・新年会報告

金子宣由（19 回）

また大学の財政面でもＶ字回復していることが紹介さ

平成 27 年２月７日（土）午後７時より横浜ベイホ

れた。

テル東急にて、神奈川県支部同窓会の平成 26 年度新
年会が開催された。司会は米今専務が行い、下里副支

小田嶋顧問の発声で乾杯が行われ新年会が始まっ

部長の開会の辞で始まった。来賓には、神奈川県歯科

た。今回も会場内にステージが設けられ、松本明子様

医師会・副会長
事長

鹿島

（ソプラノ）、飯沼里恵様（ピアノ）両名の楽曲や洗足

加藤木健先生、神奈川歯科大学・理

勇先生、神奈川歯科大学・学長

夫先生、神奈川歯科大学同窓会・会長

大舘

平田幸

音大のクラシック・ジャズ科のステージが新年会を盛

満先生

り上げた。ジャズのステージには、森先生（サックス）、
西山先生（ギター）、大矢先生（ピアノ）が参加し、

をお招きした。

さらに会場を沸かせていた。

はじめに外池支部長が挨拶を行った。私たちや弁護
士などの専門職は、団体を形成し社会貢献をすること
により、発言力を高めている。今後開業する際には、
歯科医師会・同窓会に入会し、歯科医療・社会貢献に
勤めることが当たり前の体質を作っていくことが、社
会的に認知され、社会的な地位を高める為に重要だと
述べた。
理事長の鹿島先生の挨拶では、新病院建築のための
用地（小川町駐車場九百坪）の引渡しが完了したこと
が報告され、平成 29 年４月新病院の完成となること
が述べられた。歯科大の入試状況も、昨年の二倍の受
験生が、
特に関東圏に関しては三桁の受験生が集まり、

第 ５５ 回 関東 地区連合会 開催

篠原一也（16 回）

次期開催支部に関しては、全会一致で神奈川県支部に

平成 27 年２月 22 日（日）10 時 30 分より、東京都支
部の主催により、第 55 回関東地区連合会が開催され

決定し、最後に田村

ました。会場は、ＪＲ品川駅から程近い、品川プリン

り、終了いたしました。午後 12 時 30 分より懇親昼食

スホテル メインタワー 15 階「トパーズ 15」でした。

会が開催され、内藤良二監事の開会の辞の後、次期開

東京での２月開催も恒例となり、関東近県から多数の

催支部の神奈川県支部の外池利夫支部長の乾杯で、始

出席者が参加しました。司会は、東京都支部の飯塚

められました。会議の白熱した雰囲気とは変わり、皆

務専務理事が行い、沼

さん和気藹々と和やかな歓談が繰り広げられました。

智博副支部長の開会の辞、元

田文治支部長の挨拶のあと、本部同窓会大舘

朗副支部長による閉会の辞によ

最後に、小林正美監事の閉会の辞により、お開きとな

満会長

りました。

が挨拶をなさいました。引き続き、各支部出席者26名、
並びに本部関係の出席者９名の計 35 名の紹介がなさ
れ、その後、座長として、元田支部長が選出され、議
事が進行されました。まず、報告事項として、各支部
の現況報告が行われ、支部により独自の活動がなされ
ているところもあり、活動方法等に関する活発な意見
交換がなされました。各支部において、今後の同窓会
活動の参考になったことと思います。続いて協議事項
に入り、始めに、本部同窓会より、第 88 回代議員会
における協議事項に関して説明がなされ、それに関す
る意見交換、並びに要望等がなされました。続いて、
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鹿児島 県支部（三笠会）・ 学術講演会報告

馬渡成太郎（24 回）

足利事件の DNA 鑑定の問題点のご指摘や、三崎事

らず、無限の可能性を秘めていることを再認識しまし

件の再審請求の DNA 鑑定等、世間の注目を集めた事

た。そして、母校神奈川歯科大を改めて誇りに思える

案でご活躍の、大学院災害医療歯科学講座教授・山田

講演会となりました。
懇親会は、鹿児島名産黒豚しゃぶしゃぶの店にて、

良広先生をお招きして、平成 26 年８月 30 日に鹿児島
県支部（安田

芋焼酎で乾杯。楽しく宴席が進むなか、山田先生が柔

勝支部長・８回）の学術講演会が開催

道部時代の思い出や、法医歯学を志した裏話などをご

されました。

披露。大盛り上りのなか、公務のため翌日始発の航空

先生はまず、身元不明死体の身元確認作業につき、
ご遺体の歯科所見と生前歯科資料（カルテ・X 線フィ

便で帰京される先生を、無理やり二次会まで拉致？し、

ルム・スタモなど）からの的確なデンタルチャートの

薩摩の夜はふけていきました。

作成について、丁寧にご教授。そのうえで、身元確認
が難しい時は DNA 鑑定併用の有用性をご説明下さい
ました。
さらに、身元確認だけでなく、犯罪捜査や血縁関係
の判定の切り札とも言うべき DNA 鑑定につき、PCR
法や STR 法、ミトコンドリア DNA など、過去から最
新の知見まで分かりやすく解説下さいました。
ご講演をお聞きし、出席者全員、この分野の進歩は
大規模災害時の行方不明者の捜索や身元特定、さらに
犯罪の抑止に大きく寄与すると確信しました。つま
り、歯科医師の社会的使命が毎日の診療だけにとどま

山形 県支部 ・ 平成27年度総会開催

冨樫雅比古（14 回）

続いて午後 5 時頃より総会が開催されました。始め

桜の開花宣言が待ち遠しい、平成 27 年４月４日（土）
神奈川歯科大学同窓会山形県支部総会・学術講演会が

に佐藤

誠同窓会本部理事（５回卒、前本部副会長）

上山温泉「花明りの宿 月の池」において開催されま

より、母校の近況について御報告がありました。次に

した。午後３時より同窓であり公立置賜総合病院歯科

昨年度の事業報告、会計の承認、今年度の事業計画・

口腔外科科長の小林武仁先生（33 回卒）を講師にお

予算が満場一致で承認されました。人事としては鈴木

招きし、
「歯科医療訴訟について」と「有病者の歯科

正憲支部長（８回卒）が勇退され、加藤克彦理事（11

治療について」と題してご講演していただきました。

回卒）が引き継ぐ事になりました。

1990 年以降、マスメディアやインターネットなどに

総会終了後、小林講師を囲んで記念撮影を行い、懇

よる患者さんの意識の変化や、医療側のコミュニケー

親会に移行し、乾杯の後、季節の料理を堪能しながら、

ション不足などにより訴訟は増加傾向にあり、そのな
かでの歯科に関する多くの判例を示していただき、医
療訴訟を起こさないようにする対応についてもご教示
いただきました。また、現在日本人の 4 人に１人は高
齢者であり、今後さらに生活習慣病の低年齢化により
有病者の増加が考えられます。歯科診療においても有
病者に対応した、診療内容の変更が生じる事も多くな
ります。ご講演では有病者歯科診療のガイドラインを
ご説明され、トラブル回避のため問診の重要性を強調
されていました。
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横須賀での学生時代の話や家族の近況報告、仕事上の

ですが、更に二次会へと移り夜遅くまで盛り上がった

悩みなど、先輩の方々からざっくばらんにお話してい

総会になりました。また、本部からはお祝いを頂き一

ただき有意義な時間を過ごさせていただきました。今

同心より感謝しております。

回は色々な行事と重なり９名と参加者が少なかったの

岡山 県支部 ・ 平成２６年度学術講演会

遠藤彰治（14 回）

た。

平成 26 年 11 月 15 日（土）
、岡山県歯科医師会館に
於いて、感染制御学講座微生物学分野教授の濵田信城

特に位相差顕微鏡の実習は臨床に役立つことを再認

先生を招いて学術講演会を開催致しました。常々、新

識することができ、口腔内細菌に対する各種洗口剤の

聞等のメディアにて感染症の拡大、また医療機関での

効果、漢方薬の応用など多種多様な非常に興味深いお

器具の消毒、滅菌について報道されています。医療に

話でした。事前の質問にも答えていただきましたが、

携わる私たち歯科医師にとって感染症対策は、日ごろ

タイムリーな話題も多く、講演時間が足らなかったこ

から正しい知識に基づいて実施することが必要となっ

とが心残りでありました。
今回の講演会でも若い先生に多く参加していただき

ています。

活気のある会になりました。今後も継続して魅力ある

このような社会情勢を受け本学より濵田教授に講演

学術講演会を開催していきたいと思います。

をお願い致しました。講演は口腔細菌学の基礎から現
在の研究まで感染症についての幅広い貴重な内容でし

大阪府 支部 ・ 新執行部発足及び総会

角田

隆（６回）

新年度になり、大阪府支部として初めての総会が平

ぎも滞りなく成され、新支部長へ大阪府支部の大いな

成 27 年４月４日（土）に大阪市南区のホテルメトロ

る発展の為の期待あふれる言葉が、初代支部長 鹿谷

the21 にて開催され、新支部長に高山豊誠（15 回）が

實（３回）より出、新支部長もそれに応えるべく旨

決定した。前支部長山田昭彦（12 回）からの引き継

の挨拶があり、素晴らしい門出となった。高山支部長
15

は、本部同窓会との連携、支部会員への学術の提供、
支部会員の親睦、他大学同窓会との調和、その他多数
の責務を全うすることを述べられ、大阪府支部会員一
同、新支部長への協力を惜しまず輝かしい神奈川歯科
大学同窓会大阪府支部として前進してゆくことを誓
い、支部会員がより強固に結束した総会となった。総
会後、学術講演会を開催。講師には神奈川歯科大学客
員教授の村上賢一郎（９回）先生を迎え、
「最近の抜
歯事情あれこれ－智歯難抜歯、インフォームドコンセ
ントほか－」
「顎関節診療の最前線－経験則から EBM
診療へ－」と題した講演を聴講。村上先生は神奈川歯
科大学を卒業後、京都大学口腔外科へ進まれ、顎関節

時間的制約の為、次回の講演会に話して頂くことにな

診療を中心として研究され、口腔外科医として歩んで

るほどであった。その後、村上賢一郎先生の慰労と会

来られた。開業医である支部会員へ多くの深い知識、

員相互の親睦を兼ねて食事会へ移行し、同窓としての

技術を熱意あふれる講義で長時間に渡り示された。支

親睦が最高潮に盛り上がりを見せた。支部会員達の言

部会員も講義の熱意に導かれ熱心に聴講し、あらゆる

葉はいつも「同窓はいいなぁ」というのが常であり神

角度からの質問も飛び出していた。
「抜歯事情のあれ

奈川歯科大学への愛情も一杯の大阪府支部であった。

これ」にパッションが上がり、
「顎関節診療――」は

大分 県支部・学術講演会

陶山直昭（21 回）

平成 27 年１月 31 日（土）午後４時より、大分市の

歯周病指導医の先生の講演というと、どうしても歯

「iichiko 文化センター」会議室におきまして平成 26 年

周外科や再生医療等の高度な技術に関する内容を連想

度大分県支部学術講演会が開催されました。今回講師

しがちですが、茂木先生の話は我々が普段直面してい

としてお招きしたのは、神奈川県藤沢市で開業されて

る臨床現場に直結するもので、参加された支部会員に

いる茂木信道先生（21 回）で「内服薬を用いた歯周

とっても誠に有益であったと思います。講演終了後は

治療〜その実際のところ」の演題で約２時間に渡って

大分市内の河豚料理屋「ふぐ八丁」で懇親会を行いま

講演していただきました。

した。筆者の私は茂木先生とは同級生で久しぶりの再

茂木先生は 10 年以上に渡って母校の歯周病学講座

会でありましたが、学生時代に実習で茂木先生にお世

に勤務し、現在は日本歯周病学会指導医また母校の特

話になった後輩の先生方とも昔話に花が咲いていたよ

任講師として御活躍されていますが、この日はマクロ

うで、本当に懐かしくも楽しい時間を過ごさせていた

ライド系抗菌剤「ジスロマック」の特性や有効的な使

だきました。

用法の解説を中心に、最新の臨床データや、先生が行っ
ている歯周治療の実際を多くの症例写真を交えて話し
ていただきました。
歯周病菌の集落であるバイオフィルム（プラーク）
は強固に歯面やポケット内に付着しており、機械的に
除去しなければ通常の抗菌剤も効果がありませんが、
ジスロマックはこのバイオフィルム破壊能力があるこ
とがよく知られています。しかしながら耐性菌の問題
もあるため、例え有効な抗生剤であっても必要以上の
乱用は避けて、症状によって薬を使い分けることが重
要です。茂木先生の講演は歯周病学的エビデンスに基
づき、そのポイントや考慮すべき点を分かりやすくま
とめて説明して下さいました。
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栃木 県支部
定例総会 ・ 学術講演会報告

印南秀之（22 回）

科医学の分野でも活躍されております。

平成 27 年３月７日（土）
、宇都宮ホテルニューイタ

講演では、スポーツ歯科医学に関するお話に始まり、

ヤに於いて、平成 26 年度栃木県支部定例総会ならび

今回のメインテーマである学校歯科保健（学校での歯・

に学術講演会を開催いたしました。

口の健康づくり）に関して 12 歳児の DMFT の年次推

定例総会は、
須田彰男専務理事（11 回）の開会挨拶、
川津博亨支部長（７回）による挨拶ならびに大学本部

移と比較しながら、フッ化物洗口実施施設数ならびに

における代議員会報告等の後、司会・手塚敬守先生（22

実施人数の現状等についてお話いただきました。
フッ化物洗口は、学校現場などで集団応用した場合、

回）
、議長・横塚高根先生（14 回）の下、滞りなく協
議が進行し、北條茂男副支部長（８回）の閉会挨拶に

公衆衛生特性に優れたう蝕予防法であるにもかかわら

より終了となりました。

ず、栃木県内においては実施施設数、実施人数ともに

引き続き開催されました学術講演会には、講師とし

伸び悩んでいる現状にあり、今後新たに栃木県歯科保

て神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔衛生学講座よ

健推進条例の中にフッ化物応用の条文を組み込むこと

り、
木本一成准教授をお迎えし、
『健康日本 21（第二次）

や、栃木県歯科保健基本計画の中に具体的目標値を設
定する必要性があるのではないかとのご助言をいただ

「歯・口腔の健康」目標値達成のための“学校歯科保

きました。

健戦略”
』というテーマでご講演いただきました。
木本先生は、大学での教育・調査・研究のみに留ま

約 90 分という短い講演時間でしたが、今回の講演

らず、日本むし歯予防フッ素推進会議の理事として全

は我々歯科医師のみでなく、栃木県内の学校関係者を

国各地で歯科医師・歯科衛生士・学校教育関係者等に

はじめ、行政の保健担当者など、より多くの関係者に

対するフッ化物洗口の普及・推進のための講演活動を

もお聞かせしたかった内容のものでした。
学術講演会終了後には、来賓としてお招きした栃木

行っていらっしゃいます。

県歯科医師会会長柴田

また、
日本オリンピック委員会（JOC）強化スタッフ、

勝先生、そして講師をお引き

日 本 ア ン チ ド ー ピ ン グ 機 構 Senior Doping Control

受けいただいた木本先生を囲んでの懇親会が開催さ

Officer、さらに本年 4 月より登録・認定となった日本

れ、同窓ならではの和やかな雰囲気の中、盛会のうち

体育協会公認スポーツデンティストとしてスポーツ歯

にお開きとなりました。
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新潟 県支部「稲岡会」
総会・学術講演会報告

屋形秀樹

食嚥下リハビリテーション科教授の井上

平成 27 年４月４日、新潟市のホテル、イタリア軒

（５回）
誠先生にお

に於いて、同窓会新潟県支部「稲岡会」の総会および

願いしました。タイトルは、「摂食嚥下リハビリテー

学術講演会を行いました。

ションに関わる歯科の役割と未来に向けて」として頂
修専務理事の進行によ

きました。医科と歯科のある病院で、歯科の方に摂食

り、中川賢治支部長の挨拶、報告から始まりました。

嚥下障害者の診療科のあるのは、全国で唯一なのだそ

母校の国家試験の合格状況が良好であったこと、入学

うでした。同窓の開業医の先生で、当教室のセミナー

者の状況も良好であったこと等も、報告事項の中にあ

を月に数回うけている方が、何人かおられました。高

りました。今回、支部長の任期の終了時になりました

齢化社会が、将来に渡って進行している状況で、嚥下

が、再度、中川先生にお願いすることとなりました。

障害に苦しむ患者さんは年々増加しており、歯科の先

中川先生には、井手口

裕先生（２回）
、水野豊太郎

生方に摂食嚥下機能の基礎を考えることがいかに大切

先生（２回）
、
（いずれも、おなくなりになられました

かを踏まえて、その臨床のお話をして頂きました。歯

が）より引き継ぎ、平成５年４月より、22 年間程に

科医と歯科衛生士が摂食嚥下リハビリテーションの担

渡り支部長をお願いしてきました。これからも末永く

い手になるべく、学んで頂きたいというものでした。

お願いしたいと思っております。

その後の懇親会は、同行した教室員の方も一緒に、楽

総会は、午後３時より入江

しませて頂きました。教室員の方の中にお父様が神奈

学術講演会は、４時より屋形秀樹副支部長（学術担

川歯科大出身の方も在られました。

当：５回）の進行により、新潟大学医歯学総合病院摂

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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第

88

回

代議員会報告（抜粋）

平成 27 年２月 28 日（土）午後２時から神奈川歯科大

不祥事に対して謝罪をしました。急務は財政再建と御

学本館５階大会議室において第 88 回代議員会が開催

説明をいたしました。 あのとき文部科学省から呼ば

されました。

れ、神奈川歯科大学の理事長は先生で最後と宣告を。
今の附属病院の前にある小川町駐車場の土地に平成

１．開会の辞

29年の４月に新しい病院を。その病院の新築を機に、

副会長（ 井本邦彦 ）只今より代議員会を開催させてい

創立 100 周年、歯学部開校 50 周年の記念式典を行う予

ただきます。

定。前回の不祥事を語りぐさとして伝承していくため
に旧理事の先生方にはかなり厳しい決断を。皆様方の

２．点

呼

おかげで受験生が倍増した。今後とも本学の発展に御

議長（ 赤城公徳 ）代議員数が 80 名中 76 名の出席で代

協力をお願い致します。

議員会は成立します。
７．学長あいさつ
３．代議員会議長あいさつ

学長（ 平田幸夫 ）皆さんこんにちは。教育の改善をし

議長

ております。資料をもとに要点についてお話します。

27 年度の各審議の後、会長・監事選挙があり

今後 100 年の神奈川歯科大学の前半の教育目標。２学

ます。慎重審議をお願いします。

期制から５学期制に。成績を自分で見られる。学生さ
４．議事録署名人選出

んが安心・安全に学べるよう学生さんがいるところだ

議長

け耐震強度がいい。国家試験も昔は60点以上で合格。

議事録署名人は和歌山の木村先生と、九州の佐

今は相対的評価なので必ず落ちる人がいる。だから教

賀の田村先生。

育改革をしています。詳細は資料を。大学の現状を説
５．会長あいさつ

明させていただきました。いつも御協力、御支援あり

会長（ 大舘

がとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いい

満 ）本日はお忙しい中お集まりいただき

たします。

ありがとうございます。代議員会の運営の方法を協議
したい。日本歯科医師会の会長選挙は周知の結果に。
本日はよろしくお願いします。
６．理事長あいさつ
理事長（ 鹿島 勇 ）皆さんこんにちは。２月の代議員
会でお話をするのは５年ぶりかと。そのときは数々の

〔 平田幸夫 学長 〕

８．報

告

担当（ 徳島理事 ）黙祷を捧げたいと思います。神奈川
県、37 回、櫻井良子先生。神奈川県、２回、佐藤共
彦先生。熊本県、４回、松原邦衛先生。徳島県、６回、
〔 鹿島

加藤多恵子先生。山梨県、10回、内田

勇 理事長 〕
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仁先生。静岡県、

歳出予算（案）

２回、櫻井雅美先生。鹿児島県、５回、大山岑生先生。
第７号議案

宮崎県、４回、西田賢三先生。茨城県、３回、中庭敏

平成 27 年度福祉共済部会計－２（同窓
会年金）歳入・歳出予算（案）

博先生。以上９名の先生方です。謹んで哀悼の意を表
第８号議案

し、心から御冥福をお祈り申し上げます。黙祷。

平 成 27 年度奨学金基金会計歳入・歳

担当（ 髙橋常務理事 ）会務報告をさせていただきま

出予算（案）
平 成 27 年度職員退職金積立金会計歳

第９号議案

す。資料を御参照ください。
担当（ 金子常務理事 ）資料に現況報告が載っています

入・歳出予算（案）
第 10 号議案

ので、ご覧下さい。

平 成 27 年度前受金会計歳入・歳出予

代議員会運営委員会委員長（ 米今豊秀 ）12 月 14 日、

算（案）

県歯会館 401 号室で議運を開催しました。

副議長

議長

平成 26 年 12 月 14 日、表彰委員会実施。大阪府

多数により承認可決。

支部

下池敏之先生（８回）の有功章を決定。

第４号議案から第 10 号議案まで全て、挙手

第 11 号議案

再入会者承認に関する件

担当（ 秋本専務理事 ）学内報告は資料に。名誉教授の

担当（ 髙橋常務理事 ）当日配付資料説明。

件、その他の記載があります。

副議長

担当（ 秋本専務理事 ）資料にクラス会開催について記

議長交代。10 分休憩

載。６年間で 16 の回生、700 名の同窓生が参加されま

第 12 号議案

し た。27 年 度 は ７、17、27、37、41、42、43 回 が 対

選挙管理委員会委員長（ 田中直人 ）こんにちは。選挙

象です。

管理委員会委員長の田中直人です。選挙管理委員会の

第 11 号議案、挙手多数により承認可決。
会長・監事選挙に関する件

委員を紹介します。副委員長の神田善行委員。戸田
９．議

事

敏委員。三條正統委員。岡永

覚委員。会長候補とし

第１号議案から第３号議案まで執行部から議案説明後

て、２月４日に杉山義祥君、２月９日に大舘

裁決され、挙手多数により承認可決。

候補届を受理。監事候補として、２月４日に細谷孝明

満君の

第１号議案

平成 27 年度事業計画（案）

君、２月 10 日に岩本

第２号議案

平 成 27 年度一般会計－１歳入・歳出

の候補届を受理。監事は候補者が定員を超えないため、

予算（案）

代議員の議決により決定します。

平成 27 年度一般会計－２（事業安定化

議長

資金）歳入・歳出予算（案）

生の立会人、７回の川津先生。他に 44 番、新潟県、

務）
議長交代いたしました。

中川先生。67 番、徳島県の中西先生。11 番、山形県

第３号議案
副議長
（ 飯塚

第４号議案から第 10 号議案まで一括上程、逐条審

事録署名人の２人に。候補者・演説者以外の執行部、

平 成 27 年度事業基金会計－１歳入・

退室を。

歳出予算（案）
第５号議案

杉山先生の立会人、17 回の米今先生。大舘先

の鈴木先生に立会人を。議事録署名人は代議員会の議

議並びに採決を。執行部から議案説明を。
第４号議案

憲君、２月 13 日に大島正秀君

（ 執行部

退席 ）

平成 27 年度事業基金会計－２（名簿発

選挙管理委員会委員長

行事業）歳入・歳出予算（案）

から演説を始めていきます

初めに両候補の顔見せ。これ

会長候補者（ 杉山義祥 ）演説

第６号議案 平成 27 年度福祉共済部会計－１歳入・

推薦者（ 外池利夫 ）推薦演説
推薦者（ 小田嶋千里 ）推薦演説
会長候補者（ 大舘

満 ）演説

推薦者（ 木村

淳 ）推薦演説

推薦者（ 小松

始 ）推薦演説

（ 両候補

退席 ）

（ 投票の準備 ）
（ 議場閉鎖 ）
選挙管理委員会委員（ 三條正統 ）点呼。
選挙管理委員会副委員長（ 神田善行 ）投票の手順を説
明いたします。
（ 投票箱点検 ）
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選挙管理委員会委員長

の災害のために積み立てるか、今後の課題。

得票者は 78 名です。

（ 16 時 14 分

投票開始 ）

72 番（ 下川代議員 ）九州から推薦をしているのに受

（ 16 時 24 分

投票終了 ）

けていただけない。新執行部で。

（ 16 時 24 分

開票開始 ）

会長

（ 16 時 34 分

開票終了 ）

47 番（ 長谷川代議員 ）各地域から副会長は慣例なは

議長

ず。推薦した副会長を執行部へ入れるか。

結果が出ましたので発表いたします。杉山義祥

君、38 票。大舘

推薦お願いします。

会長

満君、39 票。無効票が１票です。

役員を選任するときは、相当慎重に。適切な人

（ 議場開鎖 ）

の御推薦をお願いしたい。

（ 執行部

30 番（ 伊佐代議員 ）この次に選ぶ副会長に代議員会

着席 ）

議長

議事、再開します。

では答弁をしていただきたい。

会長

御信任ありがとうございます。

会長

議長

杉山先生、38 票。大舘先生、39 票。無効票１

30 番（ 伊佐代議員 ）理事会で討議なさっているんで

多くのことが理事会を経て答弁しております。

票です。

しょうか。総務副会長に御答弁を。

会長

副会長（ 井本邦彦 ）会議も意見は出しています。

厳しい結果と思います。どうもありがとうござ

いました。

30 番（ 伊佐代議員 ）副会長の先生に答えていただけ

議長

ればありがたい。

監事の先生について、御承認お願いできますか。

監事（ 細谷孝明 ）今、承認をいただきました。ありが

62 番（ 石田代議員 ）タイムスケジュールについて、

とうございます。

時期を検討して。

選挙管理委員会委員長

担当（ 秋本専務理事 ）３月というのは一案です。

選管の任務を終了しました。

19 番（ 木村代議員 ）次につながる協議を。代議員運

ありがとうございました。
（ 選挙管理委員

営委員会に予算決算委員会の機能を。

退席 ）

会長
10. 協
議長

議

協議題に。今回代議員会が２回から１回に変わ

るに当たって、幾つかのことを。まず日程。開催場所。
開催日。開始時間。執行部としては、７月にはどうい

協議に移ります。協議の１）代議員会について。

32 番（ 外池代議員 ）現在九州地区からの副会長選出

う決算が行われたか示したい。情報提供が今後の課題。

がないこと、
代議員会が年に１回になることについて。

副会長の活躍の場を。

各大学の同窓会の規則を紹介してほしい。予算決算委

27番
（ 米今代議員 ）
開催日時、
私は３月を支持したい。

員会を行うのか？大規模災害時の支援金の今後の見通

32 番（ 外池代議員 ）３月は難しいかも。

し、予算措置の想定について。

５番（ 金山代議員 ）３月の中ごろがいい。もう少し早

会長

くてもいい。

九州からの副会長の件は前向きに。題目２、他

大学同窓会規約は、ほぼ揃っています。題目３、協議

47 番（ 長谷川代議員 ）広報誌の発行回数、副会長全

１についての質問について今のところ特に問題ないと

員出席の常務理事会、経費を含む話。

思うが、意見が出れば、対応します。題目４、大規模

会長

災害時の支援金について。東日本大震災１次支援、２

くは理事会で決定する。

次支援について決裁済み。今後は、代議員会で。今後

議長

副会長を活用するなら常務理事会のほうが。多
新執行部でもう一回検討を。

54 番（ 鴨井代議員 ）４月もプランに入れて。
32 番（ 外池代議員 ）平成 28 年度会議日程（案）と運営
費試算について、少し解説を。
担当（ 秋本専務理事 ）常務理事会を５回と、２回の場
合の予算の違いです。
32 番（ 外池代議員 ）今は常務連絡会で、常務理事会
をつくっていくということ？
担当（ 秋本専務理事 ）そうです。常務理事会を５回に
するか、２回にするかということ。
17 番（ 桂代議員 ）28 年度から実施する場合期限は？
案を出して協議しなければ難しいのでは。
会長
21

おっしゃるとおり。今日大まかな枠を決めたい。

今日何月にするというのを決めてもらえれば。

執行部で考えて。

45 番（ 牛丸代議員 ）個々の意見を聞いても決まらな

会長

執行部案では２時で。

い。執行部一任にすれば。

議長

次期の代議員会で議案として上程して。協議の

27 番（ 米今代議員 ）執行部一任でよろしいですが、

その他に移りたい。

現状の２月、第４土曜日もある。

19 番（ 木村代議員 ）議事録に残して。選挙の中で２

30 番（ 伊佐代議員 ）執行部一任という案を作ってと

つ疑問に思う部分が。一つは、投票用紙を交付される

いうこと。

ときに、本人照合がない。立会人の方が投票されると

19 番（ 木村代議員 ）みんなが都合のいい日なんてあ

投票箱の周りには誰もいない。

り得ない。執行部一任で。

議長

議長

担当（ 髙橋常務理事 ）執行部も、立候補する先生の意

執行部が幾つかシミュレーションを。

今の件に関しては議事録に残して。

67 番（ 中西代議員 ）他大学は年１回。４月５月が一

見聞きたい。傍聴だけでも。

番多い。３案程出して多数決で決めたら。

14 番（ 川津代議員 ）選挙なので、投票者がその前に

会長

聞くのでは。

執行部は３月の案が。協議していただく。

５番
（ 金山代議員 ）
２月の第４で北海道は大丈夫です。

担当（ 髙橋常務理事 ）聞いてみたいという、意見です

62 番（ 石田代議員 ）２月というのがある程度定着し

…。

ているので、それを中心に考えたら。

会長

72 番（ 下川代議員 ）決めていただければ、１年間合

と、検討して。

わせてスケジュール組む。

26 番（ 小田嶋代議員 ）これが一番公平だということ

54 番（ 鴨井代議員 ）２月で、第４ということで、も

で行われている。

う決められたらどうでしょうか。

32番
（ 外池代議員 ）
そういう希望があるんでしたら、

会長

カメラを入れたら。

２月の現状と同じ日程でこれからやらせていた

彼の要望は演説のところだけ聞きたいというこ

だくということで。

14 番（ 川津代議員 ）選挙管理委員会に要望として出

議長

して。

時期については２月でいいですか。開催時間は

担当（ 髙橋常務理事 ）そのつもりです。
77 番（ 甲斐代議員 ）九州から副会長を。
11. 閉会の辞
副会長（ 鈴村佑子 ）これにて閉会をいたします。
（ 17 時 52 分
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閉会 ）

（総務担当理事 ／ 22 回）
記：大澤一雄

＊

＊

定例総会 報告（抜粋）

平成 26 年度

第３号議案 「平成
27 年度一般会計－２（事業運


平成 26 年度定例総会が、平成 27 年２月 28 日（土）に

営安定化資金）歳入・歳出予算」
（以

神奈川歯科大学本館５階大会議室で開催された。

上、金子守男常務理事）：挙手多数
で可決承認。

１．議長・副議長選出
総会議長に木村

第４号議案 「平成27年度事業基金会計－１歳入

・

淳代議員（千葉）が選出された。

歳出予算」
２．開会の辞
（相原元一副会長）


第５号議案 「平成
27 年度事業基金会計－２（名

３．議事録署名人選出

第６号議案 「平成
27 年度福祉共済部会計－１歳


簿発行事業）歳入・歳出予算」
入・歳出予算」

議事録署名人に川津博亨代議員
（栃木）、小林正美

第７号議案 「平成27年度福祉共済部会計－２

（同

代議員
（東京）
が選出された。

窓会年金）歳入・歳出予算」
４．会長あいさつ
（大舘


第８号議案 「平成
27 年度奨学金基金会計歳入・

満会長）

歳出予算」

第９号議案 「平成
27 年度職員退職金積立会計歳

５．報告

入・歳出予算」

代議員会報告
（赤城公徳代議員会議長（熊本））：１
号議案から 12 号議案まで承認可決。12 号議案の

第 10 号議案 「平成

27 年度前受金会計歳入・歳出

会長選挙は１票差で現会長大舘先生が会長に。監

予算」
（以上、金子守男常務理事）：

事選挙は立候補者３名で無投票で代議員会で承

挙手多数で可決承認。

認。
理事長あいさつでは大学の病院の建設のこと、

第 11 号議案 「再入会者承認に関する件」

（高橋

同窓会には寄附とか考えていないという発言。学

朗常務理事）：挙手多数で可決承認。

長あいさつでは無事今年入学者も決定し、神奈川

第 12 号議案

県、東京都、倍ぐらいの受験生とのこと。

会長・監事選挙に関する件
大舘

６．議事

満会長を拍手多数で承認。

７．その他

27 年度事業計画」
（秋本
第１号議案 「平成


進専

４番
（小松代議員） 大舘新会長、１票差でおめで

務理事）：挙手多数で可決承認。

とうございます。１票差といえども、これは民主


第２号議案 「平成
27 年度一般会計－１歳入・歳

主義ですから勝ちは勝ちというふうにおごらない

出予算」

で、新たな執行部を立ち上げて、立派な会務を運
営していただけることを祈念しております。
８．閉会の辞（佐藤



23

誠副会長）

（総務担当理事／ 22 回）
記：大澤一雄

く尽力致します。但し会員の求める方向をしっかり見
極め、執行部が一丸となって活動する為の潤滑剤の役

邦彦

目を担い同窓生の心の拠所としての存在を守りたいと

同窓会の諸先生方には、伝統ある母校を卒業し、各

のないご意見ご叱責が組織を充実させます。是非共皆

副会長

井本

考えています。その為には会長、各担当役員への忌憚
様方のご協力を熱望致します。

地区において、歯科医学、医療、保健に多大な貢献を
果たしていると思います。大舘会長の同窓会に対して

大学も厳しい条件のなか理事長・学長・各理事職の

の熱意、発展させる気持ちと魅力ある同窓会作りを目

方々・教職員の必死の努力が報われ国試の成績が他校

指し、40 数年を経て、他大学の同窓会とも肩を並べ

に比べても向上しています。大学の支えになれる同窓

る会に発展してまいりました。成熟同窓会となったわ

会を目指すのが、大舘会長の目標でもあるのです。

けです。全国組織の強化により、我が同窓会も、歯科

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

界において重要な位置に置かれていることも事実で
す。時代の流れと歯科医学の発展等についていくにも
医療、保健、福祉についてのパラダイムを探しながら

副会長

歯科医療のさらなる向上、母校の発展、成熟同窓会の

相原

元一

為にも同窓生のご理解、ご協力をお願い致します。
このたび、副会長を拝命いたしました相原です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

微力ではございますが、４期目となります大舘執行
部を誠意を持ってサポートしていく所存です。
今まで、情報処理を担当してまいりましたが、同窓

智司

会の財政健全化に伴い、代議員会、総会が年１回の開

この度、４期目を東京都支部より推薦されました。

の重要性を認識しております。パソコン、スマートフォ

この２期は大舘執行部の下、対内的に組織改革を推進

ンが日常となった現在、本部と各支部間の相互連絡を

して参りましたが、まだまだ不十分であり永遠的テー

メーリングリストは当然としてより密接な連絡網を構

マだと考えます。

築する必要があると考えます。

副会長

浅井

催となり、同窓会からのホームページによる情報発信

今後は組織率向上の為、女性の入会が不可欠と思わ

将来的には、全国の地区連合会と本部理事会を結ん

れます。浅学非才ではありますが同窓会の為に鋭意努

だテレビ会議なども計画しており、全国各支部および

力して参ります。皆様のご支援、ご指導をお願い致し

講演会の情報なども会員の皆様が簡単に得ることがで

ます。

きますようホームページの更新を積極的に行います

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

が、皆様のご意見、各支部の情報などが非常に大切に
なってまいります。
皆様の歯科医師としての本籍地である【横須賀市稲
岡町 82

副会長

鈴村

神奈川歯科大学】に興味をもっていただき

大学、同窓会の今後の発展のため会員の皆様のご協力

佑子

をよろしくお願いいたします。

ひき続き神奈川県支部推薦で副会長を拝命しまし
た。大舘会長の目指す同窓会組織をより充実させるべ
24

副会長

屋形

秀樹

副会長

渕田

恒晴

この度、中国・四国地区連合会よりご推薦いただき、

大舘会長のもとで、２期６年間務めてきました。今

その責務の重さに身が引き締まる思いです。

回、会長選挙を経て、継続して担当させて頂くことに
なりました。母校は、国家試験の合格状況が良好でし

私自身、浅学非才の身、僅かな経験と未熟さしかあ

た。入学者の状況も良かったと聞いております。学内

りませんが、同窓会会員の諸先生方のご指導を仰ぎ、

の教官の方々の大変な努力があったことは聞いており

職責に努めたいと思っています。
何卒宜しくお願い申し上げます。

ました（学生も、もちろんですが）。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

同窓会は、状況の変化に応じた改革を行ってきまし
た。卒業生の方々に、同窓会のメリットに目を向けて
頂き、私達も、より魅力のある同窓会になるよう努力
してゆきたいと考えております。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

専務理事

秋本

進

この度、大舘会長より再度専務理事を拝命した 8 回
生の秋本です。前年度に引き続き３期目となりますが、

美博

まだまだ役不足なことは自覚しております。皆様のお

北海道地区より推薦を受け、副会長を拝命すること

て会員の先生方にとって魅力ある同窓会を作り上げて

になりました９回生の金山美博です。初めて本部同窓

いければと思います。助言をお待ちしておりますので

会の執行部に参加することになりました。北海道支部

ご指導のほど宜しくお願いいたします。

選出の代議員を 12 年間務め、代議員会を通じていろ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

副会長

金山

力をお借りして、大舘会長とともに執行部の一員とし

いろと勉強をさせていただきました。
その経験を生かして今後は本部同窓会を同窓生が誇
れるような執行体制が取れるように誠心誠意、尽くし
て責務を果たす所存です。同窓会員の皆様にはご指導、

常務理事

ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

髙橋

朗

この度、埼玉県支部三笠会からご推薦を頂き、大舘
会長から前執行部に続き再度総務担当常務理事を拝命
されました 12 回生の髙橋

朗です。大舘会長の神奈

川歯科大学同窓会改革への情熱に、微力ながら協力で
副会長

直江

きればと思っております。諸先輩の先生、会員の先生

祥明

方のご協力を得ながら責務を果たして参りたいと思い
ます。

福井県支部の直江祥明です。このたび近畿・北陸地

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

区連合会推薦で、副会長に任命され責任の重さを感じ
ております。学校法人と同窓会の両輪で、母校を盛り
たてていくためでもある同窓会、その同窓会の組織率
の低下が続いており、運営も厳しさを増しております。
会員皆様の御意見を伺い、しっかり協議しながら、

常務理事

入会したくなる魅力ある同窓会、同窓全員の本籍地は、

金子

守男

横須賀市稲岡町 82、そのような同窓会作りを目指し

この度、大舘会長より再度指名を受けました 18 回

ていければと思っています。会員の先生方の叱咤激励

生の金子です。若輩者ではございますが、本会同窓会

のほど宜しくお願い致します。

会務に鋭意努力して参る所存です。ご指導、ご鞭撻の
程宜しくお願い致します。
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う見えない組織の「眼で見ることができる」顔ともい
えます。会員のための、会員に「愛される会報」を作
ることを心に誓い、同窓会の輝く「未来」への第一歩
常務理事

植村

をふみ出します。会員の皆様におかれましてはご指導、

敏夫

ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

この度、引き続き渉外担当を務めさせていただく事
になりました 11 回生の植村敏夫です。千葉県支部か
ら推薦していただき、大舘執行部のもと、渉外担当を
させて頂き３年が経ちました。新米役員に対し、役員、
理事の先生方、事務局の皆様の温かいご支援、ご指導

常務理事

を頂きながら務めを果たす事が出来ました。
この度、大舘

同窓会において、急務であります財政難、組織改革

山中

秀起

満会長より学術担当の常務理事を拝

命致しました 15 回生の山中です。

などの実現の為に「今でしょ !!」を合言葉に会務、運
営に努力して行く所存でございます。今後とも、会員

これまでの 14 年間の同窓会学術の現場での教訓を

各位の皆様のご指導、ご協力、ご支援の程、宜しくお

生かし、会員の皆様の臨床力の向上にお役に立てるよ

願い申し上げます。

うに頑張っていきたいと思います。努力精進する所存

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

でございますので、皆様のご指導、ご鞭撻をよろしく
お願いいたします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

常務理事

平田

宗善

この度、第４期大舘会長の下、東京都支部より推薦

常務理事

を頂き引き続き組織担当の任に当たることになりました。

木本

一成

引き続き、福祉・厚生を担当することになりまし

同窓会の活性化を促進して、多くの卒業生が集える

た。今期では、「福祉共済部検討特別委員会」による

会になる為微力ながら尽力いたす所存です。
母校も激変の状況の中、法人執行部、職員、学生達

死亡共済金を含めた給付金額等の検討課題が挙げられ

の努力で改善の兆しが見えて来ています。同窓の一員

ましょう。また、本学での横須賀・湘南地域災害医療

として大学の発展を願っています。

歯科学研究センター開設を受け、公衆衛生上、安全上
および経済上の脅威となりうる全ての事象に関して情

今後とも皆様のご指導、ご協力を宜しくお願い申し
上げます。

報収集・提供を図って参ります。微力ではございます

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

が、会務遂行に邁進し、同窓生のために鋭意努力する
所存ですので、何卒御交誼賜りますよう宜しくお願い
いたします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

常務理事
今期、大舘

岩淵

通

満会長のご指名と、東京都支部の推薦

により「広報」を担当することになりました。就任に

常務理事

際し思うことは、同窓会が資金を出している事業は会

竹花

英明

情報処理部担当の竹花です。今期もよろしくお願い

員に報告する必要があるので会報に掲載していく。ま

します。

た学校法人の「新聞」と同窓会の「会報」の内容が重
複しないようにする。会員の記憶に残る、保存したく

さて、同窓会という大きな組織の円滑な運営に欠か

なる「会報」
、非会員の同窓が同窓会に入りたいと思え

せないのは「声なき声を聞きとる」ことではないでしょ

る「会報」を目指し、他校からは神歯同窓会報は良く

うか？その意味でもホームページの活用は必須で、必

出来ていると思っていただける「会報」を目標にします。

要な人に必要な情報を確実迅速にお届けできるよう頑
張らせていただきます。

「会報」は会員とを結ぶ「糸」であり、同窓会とい
26

ます。同窓会員と大舘先生の目的に向かって、次世代
へバトンタッチするに相応しい同窓会運営を目指し
て、微力ではありますが努力して参りたいと思います。
理

事

大澤

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

一雄

千葉県支部より推薦をいただき２期目の総務理事を
担当させていただくことになりました 22 回生の大澤

理

一雄です。前回初めて総務を任命され、あっという間

事

土肥

雅彦

に３年が過ぎました。まだまだわからないことばかり
ではありますが４期目となる大舘会長の足手まといに

引き続き理事（組織担当）に就任することになりま

ならないよう、また少しでも同窓会という組織が発展

した土肥でございます。同窓会の組織改革は大舘会長

していくよう努力して行きたいと思います。どうぞよ

のリーダーシップのもとに着実に進んでまいりまし

ろしくお願いいたします。

た。代議員会の回数削減にあたりましては、各支部の

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

会員の先生方や代議員の先生方の多大なご協力に感謝
申し上げます。これからの同窓会は時代の変化を先取
りし、柔軟にチャレンジしていかねばなりません。同
窓会の輝かしい未来に向けて、愛と誇りに満ちた活力

理

事

山田

ある組織をめざし、甚だ微力ではございますが鋭意努

良広

力する決意でございます。会員の諸先生方の一層のご
指導とご鞭撻を賜りたく衷心よりお願い申し上げます。

引き続き財務を担当いたします。金子常務に微力な

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

がら協力させていただきます。また、大学におります
ので、同窓会と大学とのパイプ役も務めさせていただ
きます。宜しくお願いいたします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

理

事

小田

博雄

大学支部９回生の小田博雄でございます。
理

事

芦田

これまで岩淵

治

通常務理事の下、広報委員、広報理

事としてお手伝いさせて頂いて参りましたが、この度

引き続き、大舘会長より渉外担当理事を仰せつかり

再度広報理事を拝命し身の引き締まる思いです。同窓

ました。
歯科医師受難の時代と言われて久しいですが、

会広報は、同窓会会員の皆様相互の絆を深める意味を

同窓会の発展と同窓の先生方のお役に立つよう努力い

持つ大切なもので責任の重さを感じております。微力

たしますので、宜しくお願い致します。

ではございますが、誠心誠意努力して責務を果たす所

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

存でおります。同窓会の先生方にはご指導、御鞭撻の
程何卒よろしくお願い申し上げます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

理

事

濵田

作光

この程、同窓会理事に就任した 16 回生の濵田作光

理

です。昨年度までの同窓会で会員の皆様が真摯に会運

事

前畑

香

前期に引き続き、大舘会長より学術担当理事を拝命

営について苦心惨憺し、将来への方向性を考えて頂い
ていることを強く感じました。同窓会は互助を基本目

致しました神奈川県支部（31 回生）の前畑

的として、相互の意思伝達を容易にして年代相互の関

同窓会学術は同窓会会員の皆様に、学術講演会を通し

心を高め、神奈川歯科大学の永続的な発展に寄与する

て“知識の還元”をさせていただきたいと考えており

必要を強く感じています。同窓から運営における辛辣

ます。同窓会会員の皆様だけではなく、貴医院スタッ

な指摘も多く、細心で適切な舵取りが急務となってい

フの皆様の知識と技術の向上を目指すと共に、歯科界
27

香です。

に貢献することができますよう、企画・開催に努めて

される情報を全国の同窓生に提供していきたいと考え

いく所存です。ご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い致

ております。
諸先輩方のご指導・ご鞭撻を賜りながら邁進してい

します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

く所存でございますので宜しくお願い致します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

理

事

徳島

清

監

福祉共済部理事として６年間同窓会に関わってきま

事

岩本

憲

会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げ

した。

ます。引き続き宜しくお願いします。

少しずつ同窓会の内容と大切さが分かってきました。

さて、この度財政基盤の健全化と安定化を図る新た

この度、
再び理事として就任させていただきました。

なシステム構想の改革が行われます。

微力ですが、いままでの経験を生かし会員の先生方の

組織機構改革の実現にむけ、多くの同窓生のご理解

お役に立つように頑張っていきますので宜しくお願い

とご支援を賜りスタートする会務を見守って参ります。

します。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

今後とも皆様のご指導とご協力を重ねてお願い申し
上げます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

理

事

佐藤

誠

理事を担当させていただくことになりました。所属

監

は情報処理です。同窓会運営に会員と常につながり、

事

大島

正秀

そして情報を共に知ることは重要で、広報部の同窓会

同窓会の先生方、こんにちは。この度監事として二

会報はその代表です。情報処理部ではホームページ、

期目を務めさせて頂くことになりました四回生の大島

ブログ、e メールを使い特徴である速さを活かし情報

正秀です。監事の心得を常に心に刻み、視点を広げて

を伝達します。

会務の運営を見守りたいと考えております。
同窓会は同窓生の為の会であるべきであり、発展し

今までの副会長の経験を活かし、会員同士がより

なければなりません。

親密になれるよう情報処理に詳しい竹花常務理事に協
力しながら行います。よろしくお願いします。

① 現代に合う魅力ある同窓会

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

② 同窓生の意見が反映される生きた同窓会
③ 会員の為の同窓会
をモットーに同窓会を支えてまいりたいと存じます。
皆様のご指導とご協力を賜りますよう重ねてお願い

理

事

櫻井

申し上げます。

剛史

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

今期も静岡県支部の推薦により、引き続き情報処理
部で仕事をさせて頂くことになりました。
昨日、学生の頃に所属していた運動部の創部 50 周
年記念式典が盛大に行われましたが、１回生から現役

監

部員の 46 回生までの総勢 90 名近く集まり、中には親

事

細谷

孝明

子ともども同じ部活の出身という方もいて、半世紀に

これからの３年間、監事の役職遂行する中で、今ま

及ぶ大学の歴史と伝統の重みを感じさせる素晴らしい

で代議員会を年２回の中で、予算、決算を行ってきま

式典でした。同窓会執行部一員としてさらに歴史を重

した。これが１回となることにより財産保全の面に於

ね未来に向かう同窓生のために微力ながらお力添えさ

いては、一時期息をつくことが出来ました。しかしな

せて頂きたいと思います。また全ての世代から必要と

がら数年後に発生するであろう免除会員による会費の
28

減収、又未入会者の問題等々考えると、まだまだ手を

神奈川 歯科 大学 同窓会 新役員名簿

入れる部分が多々生じてくると思われます。監事は財
産と事業を客観的に監視する立場にありますが、執行
部との連携をも考えつつ同窓会発展の為に力を尽くし
ていきたいと思います。

役職
会

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

名前

長

大舘

満

07

神奈川県

井本

邦彦

02

埼玉県

浅井

智司

01

東京都

鈴村

佑子

01

神奈川県

相原

元一

04

静岡県

屋形

秀樹

05

新潟県

金山

美博

09

北海道

直江

祥明

09

福井県

渕田

恒晴

10

香川県

秋本

進

08

大学

総務

髙橋

朗

12

埼玉県

財務

金子

守男

18

神奈川県

渉外

植村

敏夫

11

千葉県

組織

平田

宗善

16

東京都

広報

岩淵

通

07

東京都

学術

山中

秀起

15

大学

福祉・厚生

木本

一成

13

大学

情報処理

竹花

英明

08

神奈川県

総務

大澤

一雄

22

千葉県

財務

山田

良広

18

大学

渉外

芦田

治

11

神奈川県

組織

濵田

作光

16

大学

組織

土肥

雅彦

20

大学

広報

小田

博雄

09

大学

学術

前畑

香

31

神奈川県

福祉・厚生

徳島

清

11

北海道

情報処理

佐藤

誠

05

山形県

情報処理

櫻井

剛史
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静岡県

岩本

憲

04

長崎県

大島

正秀

04

埼玉県

細谷

孝明

05

神奈川県

副会長

専務理事

常務理事

〔

21 世紀・絵画展

理

〕から 〜「 現在と未来 」〜

事

監

卒業回 所属支部

事

〔 任期：平成 27 年４月１日〜平成 30 年３月 31 日 〕

大学

：〔 仲よし 〕：

同窓会
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平成 27 年度一般会計歳入・歳出予算
自
至

『歳入の部』

平成 27 年４月 １ 日
平成 28 年３月 31 日
（単位：円）

平成 26 年度予算額

平成 27 年度予算額

１．会 費

43,015,000

44,825,000

２．入会金

2,400,000

2,250,000

88,000

100,000

300,000

300,000

300,000

300,000

2,769,000

2,889,000

1,000

1,000

３．負担金収入
４．学術収入
同窓会年金より

５．繰入金

事業基金会計より

６．寄付金
７．雑収入

575,000

1,358,000

2,000,000

40,960,000

一般会計－ 1

８．繰越金

一般会計－ 2

（事業運営安定化資金）

歳入合計

（

10,000,000 ）

（

30,960,000）

51,448,000

『歳出の部』

92,983,000

（単位：円）

平成 26 年度予算額
１．事業運営費

38,128,000

内、予備費

（

3,273,440） （

平成 27 年度予算額
46,531,000
11,458,000）

２．事業基金会計拠出金

5,538,000

5,778,000

３．福祉共済部会計拠出金

6,262,000

6,524,000

４．奨学金基金会計拠出金

850,000

850,000

５．職員退職金積立会計拠出金

300,000

340,000

６．事業運営安定化資金会計拠出金

370,000

5,370,000

７．差引収支残高

27,590,000

歳出合計

51,448,000

30

92,983,000

『歳出の部 事業運営費内訳明細』

自
至

平成 27 年４月 １ 日
平成 28 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 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

平成 27 年度
予算額
10,251,000
6,144,000
831,000
1,315,000
446,000
685,000
230,000
600,000
5,323,000
401,000
500,000
1,421,000
2,000,000
1,001,000
8,610,000
4,045,000
1,915,000
1,450,000
800,000
400,000
7,879,000
20,000
5,656,000
40,000
35,000
1,672,000
226,000
230,000
2,070,000
200,000
740,000
11,458,000
46,531,000
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比較増減
（▲は減）
48,040
125,800
▲ 105,480
27,480
240
0
0
0
▲ 48,600
400
0
1,000
▲ 250,000
200,000
85,000
▲ 160,000
165,000
0
0
80,000
▲ 16,000
0
2,000
0
0
1,000
0
▲ 19,000
150,000
0
0
8,184,560
8,403,000

増減率％
（△は減）
0.47%
2.09%
△ 11.26%
2.13%
0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
△ 0.90%
0.10%
0.00%
0.07%
△ 11.11%
24.97%
1.00%
△ 3.80%
9.43%
0.00%
0.00%
25.00%
△ 0.20%
0.00%
0.04%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
△ 7.63%
7.81%
0.00%
0.00%
250.03%
22.04%

構成率
％
26.76%

14.09%

22.36%

20.71%

5.04%
0.52%
1.94%
8.59%
100.00%
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神奈川歯科大学前講師：原

めぐみ（18 回・大学）

〔 現：非常勤講師 〕
昨年、生まれ育った神奈川県茅ヶ
崎市で開業した。いい歳をして今さ
らであるが、歯科医師になった頃か
ら“いつかは茅ヶ崎の地で独立した
い”という気持ちを持っていたの
が、やっと念願叶ったという訳であ
〔 ニッコリ

〕

る。高齢になった父が細々と続けて

いた診療所を、リニューアルし新たに開業（「茅ヶ崎
スクエア歯科クリニック」）した形である。
大学を卒業し、尊敬する故長田

〔 茅ヶ崎のシンボル・えぼし岩と富士山 〕

保教授の教室の門

を叩き、運良く医局員に加えていただいてから、昨年

に入ってくる。左には江ノ島、天気のいい日には右側

３月までの長い間大学にお世話になってきた。幼稚園

に富士山を眺めることができる。5 月には茅ヶ崎ゆか

から高校まで一貫の女子校でのんきに育ち世間知らず

りの大岡越前のお祭り、７月には浜降祭がある。お祭

であった私は、長田教室の優秀な先輩の先生方に専門

り前夜真夜中に、近隣の神社を出発した数々のお神輿

知識だけではなく、物事の考え方や生き方まで教えて

が早朝、海岸に集合し海に入っていく様子は圧感であ

いただいたような気がする。今思うと、諸先生方には

る。

はまおり

沢山ご迷惑をかけたのではと反省とともに、感謝の気
持ちでいっぱいである。その後、昨年までの９年間は
横浜クリニックにて医員・研修医など若い先生方とと
もに楽しく勤務させていただき、後ろ髪引かれる思い
で退職した。
現在、住まいは東京であるが、大学生の頃から医局
員になっても茅ヶ崎から横須賀まで通っていた。茅ヶ
崎は湘南・海の街であるが、鎌倉・葉山などに比べる
とちょっと田舎のイメージがある。夏になると真っ黒

〔 浜降祭：たくさんのお神輿が集まり海に入っていく 〕

に日焼けしたおじいさんが短パンにビーチサンダル姿
で自転車に乗っている姿も珍しくなく、他の土地に住

ところで私は数年前より、よく福沢諭吉の本を読ん

むようになって、改めてこの街ののんびりとした時間

でいる。誰もが知っている１万円札の顔となっている

の流れに気づかされるようになった。

明治の偉人であるが、家にあった「福翁自伝」をたま

茅ヶ崎には意外に多くの有名人が住んでおり、古く
は上原

たま手にしてから、“謹言実直”だけではない人間味

謙・加山雄三の住まいがあったことから駅か

あふれる一面を知り、強く惹かれてしまった。福沢が

ら海へのメイン通りは「加山雄三通り」と名付けられ

生涯心に決めていたとされる「喜怒色に表さず」（漢

ているが、今は何といってもサザンオールスターズの

書の言葉：何と軽蔑されても決して怒らない、何と褒

街である。サザンの桑田佳祐さんがこの地の出身であ

められても決して浮かれない）という一句は、未熟な

り、サザンの歌詞にはこの街の地名などが多く出てく

私にとっていつも忘れず頭に置いておきたい言葉であ

ることもあり、サザンは地元の人にとても愛されてい

る。福沢には、時代を超えて現代にも通用する偉大な

る。そのため市内にはサザンにあやかったものが多く

言葉が沢山あるが、彼の代表的な言葉である、一生涯

見られ、ついに JR 茅ヶ崎駅ホームの発車チャイムまで、

貫く仕事を持つ「独立自尊」の人となれるよう、かな

サザンの曲「希望の轍」のメロディになってしまった。

り遅れた独立ではあるが、近隣の同窓の先輩・後輩の

茅ヶ崎海岸に出てみると、まず正面には茅ヶ崎のシ

先生方に助けていただきながら、“一所懸命”進んで

わだち

え

ぼ

し

ンボル、サザンの歌によく出てくる“烏帽子岩”が目

いきたいと思っている。
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赤嶺

陽子（25 回・大分県）

昔のとんち話で知られ
ている吉四六さんの故
郷、野津町の小さな酒造
所で生を受けた私は幼少
の頃から野山を駆け回っ
ていました。４歳の頃よ
りピアノを習い始め、高
校時代はシンセサイザー
とマルチトラックを用い
て作曲したりしていまし
た。絵を描くことも大好
〔 たまたまネコですが、他の
動物や人物画もあります 〕

きで、将来は音楽や美術

〔 愛を歌う、私 〕

関係の仕事に就こうと考

のオーナーにお願いしたところ快く承諾していただ
き、念願の個展を開くことができました。作品は様々

えていましたが、両親は猛反対。
「将来の事を考えたらやめたほうがよい。おまえは

で、コルクとワイヤーを使った人形、オーブン粘土の

手が器用だから歯医者になるのはどうか？音楽や絵は

造形、Ｔシャツや幅広い布に絵を描いたもの、ガラス

趣味でやればよい」という両親の勧めもあり、歯科医

専用の絵の具で身近にある歯科治療器具（エキスカ、

師の道を目指し神奈川歯科大学へ入学しました。

探針等）で描いたビンアート、ひょうたんにエンジン

入学した頃、音楽プロデューサーの道をあきらめら

で穴を開けて作ったひょうたんランプ等です。ひょう

れず、学業の合間に専門学校の体験入学に行ってみた

たんランプは 10 数個の作品を作りましたが、これは

りしましたが、やはり歯科医師になるために勉強に集

暗闇で点灯するととても綺麗です。電球のフィラメン

中しようとその想いを断ち切りました。大学を卒業し

トの形が、穴を通して模様を形作り夜空の星のように

てから神奈川県で何年か働き、それから故郷の大分へ

光ってとても神秘的になります。個展といっても素人

戻ってきました。独身だった私は「独身時代にしかで

なので素晴らしい個展とは言えませんが、「何かを形

きないことをやろう」と思うようになり、様々な事に

にする」ということができて満足しています。

チャレンジするようになりました。以前から一度個展
をしてみたいと考えていたので、湯布院のギャラリー

〔 ひょうたんランプ 〕

次にやろうと思ったのは、「人の為に役立つことを
する」ということです。高齢者と触れ合う事が大好き
（ 花束 ）

〔 ビンアート 〕

な私は、慰問ライブをしようと思うようになりました。

（ お魚：ニモ ？タイヤキ君？ ）

それまで楽器を演奏すると言えばピアノでしたが、ど
33

らも笑顔になりました。自分が人の役に立ったと思え
るこの瞬間が嬉しいのです。笑顔をいただけると、私
の心も満たされ、元気をもらえます。
こういった交流は音楽だけではありません。趣味で
家庭菜園もやっていますが、それによって治療中に患
者さんと楽しく野菜作りの話をすることができます。
それと同時に、患者さんの緊張も解くことができます。
私はおしゃべりなので、けっこう患者さんと会話しま
す。他にも、ヤマメ釣りやバスフィッシングも経験が
あるので、こういった話に花咲く事もあります。私は
これから独立しようと考えていますが、治療の合間に
楽しい話ができるアットホームな歯科医院にできたら
いいなぁと思っています。一人で心細いですが…。独
立したらしばらくは趣味をやる時間がないと思います

〔 第 48 回日本医家美術展（2000）ぬくもり 赤嶺陽子 〕

が、落ち着いたらまたやり始めようと思っています。

この施設にもピアノがあるわけではないので、持ち運

「独身時代にしかできない事をやろう」という期間は

びが簡単なギターと三線を独学で学び始めました。今

短いと思っていましたが…更にもっと趣味が増えそう

になって考えると、よくもまああんなひどい演奏を皆

な勢いです。トホホ（汗）。

さんの前で披露したものだと恥ずかしく思いますが、
意外にも喜んでもらえてました。LIVE の中で、ホワ
イトボードに歯垢のつきやすい場所を図示して、ウク
レレで伴奏しながら面白おかしく口腔内清掃法を呼び
掛けたり、
質問が出るとそれに答えたりしていました。
それからライブハウスでも演奏するようになりオリジ
ナル曲をいくつか書いているうちに「親知らず」とい
う歌もできました。
「親知らず」とは、歯科医師の皆
さまにはおなじみの８番の事です。その曲は切ない恋
心を表現した歌で、心の痛みと歯の痛みをかけた詩に
なっていて、
「歯が痛いポーズ」まであり、歌うとポー
ズを真似してくれる人もいます。解説すると長くなる
ので、いつかまた機会あったらそのお話をしたいと思
います。昨年は祖母の妹さんが入居している施設にア
ポイントをとり、大分県中津市の北原人形芝居の方々
に協力していただいて、共同で慰問ライブをさせても
らいました。沢山の方々の笑顔が見れて大盛況、こち

※〔 赤嶺酒造（大分県臼杵市：父）が作っている焼酎です．一昨

年、
全国酒類コンクールで、
麦焼酎部門で「右衛門七（えもしち）
が、芋焼酎部門で「帝王」が最優秀賞をとりました。父の自慢
は「DOTTON5（どっとんファイブ）」です。５年以上タンク
でねかせます。大分方言で「どんどん」という意味です。緑の
ビンのラベルは私が高校生の時に描いた絵です。 〕
※〔 今年（平成 27 年）の３月に再度、「帝王」が最高賞の１位、
特賞に「右衛門七」と「DOTTON5」が１位になりました。 〕
赤嶺先生、これからもドンドン趣味を増やして充実した人生をおくって
くださいね。歯の歌のCDを出したらいかがですか？ 絵の個展も是非‼
僕、明日から赤嶺酒造の焼酎だけを飲みますから‼ ： T. I

〔 慰問ライブと人形劇終了後に，人形と皆さん
とでハイ・チーズ……パチリ‼です 〕
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「 松本芳明的生き方 」

松本

弘子

（聞き手文責：伊佐常樹／７回・神奈川県）
松本芳明（７回）は63 歳という若

んできました。手遅れでしたがそのハクビシンは布団の上

さで亡くなりました（平成 27 年３月16

で昇天したのです。海外からの留学生のホームステイも引

日：ご逝去）
。やりたい事をやり続け

き受けていて、ニュージーランド・台湾・中国と国際色豊

た彼の人生は後悔のない人生だった

かな環境でした。皆さん熱心に学び、学位取得後は母国

と思います。故赤松英一教授にか

で貿易商などの仕事に就き、活躍をしています。国内にな

わいがられ予診科に２年間在籍しま

い機器が必要になった時は台湾の人が精密機器の工場を

した。そのまま大学に残っていたかっ

紹介してくれました。高知県に住んでいた母方の祖母も引

たようですが、長男だから家に帰っ

き受け、母屋の横に別棟を建て、一緒に暮らしました。松

〔 松本芳明氏の
肖像画 〕 てこいという親の意向で、徳島県吉

本は困っている人をそのままにしていられない性格だったの
です。

野川市に戻ってきました。両親の面倒をみて、弟の学費を
出し、松本家を支えてきました。当時、山に囲まれた吉野

松本は歯科医師としても頑張っていました。日本 JCで経

川市では四国放送とNHKはきれいに映るのですが、関西

営開発を学び、地域一番店を目指しました。夜間の急患も

波はあまり良い受信状況ではありませんでした。都会と同

全て引き受け、歯科医としての使命に燃えていました。不

じ情報量を地方でも得られたらというのが松本の夢でした。

摂生で歯を悪くした人にも「大変でしたね、
一緒に治しましょ

平成２年に自治体や各種団体のメンバーでCATV 研究会

うね」と話しかけ、嫌な言葉は発しませんでした。ファンに

ができ、平成５年 10月に開局し、松本が社長に就任しまし

なった患者さんは「院長でないとイヤ」と最後まで松本を

た。ケーブルの敷設作業は大変でした。都市部と違い、

指名しました。同窓会でセブ島の歯科医療派遣団にも参

広大なエリアに住む人の数は限られています。山中の一軒

加しています。世話好きな（おせっかい？）松本でしたが、

家まで長距離のケーブルを引いたときは、荒れ地に種を蒔

今度はその人たちから何倍もの助けを得て、歯科医業も

く作業だと思いました。採算性を考えると、メーカー任せに

CATV 会社もやってこれたのだと思います。日本女子衛生

していると利益は出ません。設計から施工まで全て自前で

短期大学を出た私が、

できるよう、必要な資格の全てを猛勉強して取りました。こ

徳島大学の工学部で

うして必要な知識をマスターし、低コストも実現しました。

学 ん だり、CATV 会

中学生の時からアマチュア無線をしていた松本は、技術系

社の社長を務めていら

の仕事は理解も早く、
何よりも楽しそうでした。
その後はスタッ

れるのも松本の導きが

フ教育に力を入れ、全員が複数の資格を持ち、プロフェッ

あったからだと思いま

ショナルな集団となりました。この業界は男性社会であった

す。葬儀に際しては徳

のですが、私も含めた女性陣も男性陣に交じり各種資格を

島の盛

徹 先 生に心

のこもった弔辞をいただ

取得しました。

きました。障害者歯科

「人は能力の１％しか発揮していない。DNA が持ってい
る99％の能力は使われないまま死んでいきます。しかし、

学講座の宮城

敦先生はわざわざ横須賀から来てくれま

この会社に来たからにはあなたの能力は全部出してくださ

した。写真部の人達からはお花や弔電を、大学時代に親

いね」と松本は新人社員に言っていました。

交のあった皆様からはお心のこもったお手紙をいただきまし
た。皆様、どうもありがとうございました。写真が好きだっ

この業界は変化が速いです。松本はいつも先のことを考
えていました。次から次へアイデアを出してきます。その仕

た松本ですが本人の写真がなくて、葬儀の際に困りました。

事はやがて社員や自分に回ってきました。他人に仕事をさ

亡くなる２週間前に自宅の掃除をしていたら偶然に肖像画

せるのが上手でした。「君なら出来るよ」と言ってきます。

が出てきました。中国の画家が来日したときに描いてもらっ

彼はビジョンを得る人、かたちにする人。私たちは実行す

たものでした。告別式にはこれを使わせてもらいました。

る人、サポートをする人でした。問題が起こったときに「こ

吉野川市の本社は１階と２階が CATVです。 ３階を

うすればいいよ」と簡単に答えが返ってきました。これまで

歯科医院として使用していました。今は日曜日に事務室とし

の経験から問題解決の糸口をたくさんつかんでいたと思い

て使っています。社員は撮影や工事、メンテナンスや番組

ます。『困った人は助けてあげないといけない』と信じてい

ガイドの配達に出ています。皆、
笑顔で、
よく働いてくれます。

た人でした。ドライブ中に倒れていたハクビシンを助けて運
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三橋

晃（学術委員長：22 回）

いての概念も投薬や（プラセボ効果のみの）スプリン
トに先んじて理学療法・運動療法を中心とする、安全
性の高い非侵襲的な治療法が最優先されるようになる
ことが理解できました。残念ながら現在の保険制度で
は投薬とスプリント療法が顎関節治療法として君臨し
ているため、非常に有効、かつ侵襲の少ない生活指導
やカウンセリング法、そして本講演で紹介された筋膜
マッサージなどをもし知らなければ、保険制度によっ
て誘導された手法を目の前にいる顎関節患者に「とり
あえずやってみる」という治療法に陥るしかないので
す。
節宏先生を招聘し、今年

私が大学を卒業したのも20年以上前になりますが、

度最後の学術講演会が横浜クリニックで行われまし

当時の顎関節症の定義やその治療方法が大きな変遷

た。75 名という多数の参加者に開業医の先生方に興

をしていることはこのような卒後教育で巡り合えな

味あるテーマであることが伺えました。
『顎関節症

いと、または巡り合おうとする努力がないと歯科医

診断・治療のパラダイムシフト－ 安静から運動へ －』

師自身が気づけず、最終的には患者を不幸な結果に

というタイトルでとてもパワフルでかつ分かりやすく

導いてしまいます。米国では Continuing Education

講義をしていただきました。午後からは DVD 実習付

Program として大学が生涯教育を啓発し、そこに卒

きで実際に講師とともにセルフケアと筋膜マッサージ

後の若い Dr だけでなく 15、20、25、30 年以上の百戦

（マイクロストレッチ）を行ったりと受講者参加型の

錬磨の先生方も新しいコンセプトと手技を学ぶ意識と

平成 26 年 11 月 30 日、原

モチベーションを持ち続け、目の前に現れた様々な患

講演内容で楽しく学ぶことができました。

者に世界水準で根拠に基づいた概念と治療方法を常に

顎関節症の診断は、関節円板の偏位・変形や、周囲

責任を持って提供し続けています。

組織の過負荷・炎症などの「構造的損傷モデル」を主
体とするのではなく、筋膜痛を主体とした生物医学的

神奈川歯科大学同窓会学術では委員が選出した優れ

因子、心理・行動学的因子、社会・経済的因子の３つ

た講師の先生方に同窓会会員のための講演をしていた

の因子が絡み合って発症する「生物・心理・社会的疼

だき諸先生方の日々の臨床に安心感と自信を与え役に

痛症候群モデル」であることを学びました。治療につ

立つ企画を今後も行って参ります。地方支部とのコラ
ボレーションも実施しております。皆様の積極的な出
席をお待ちしております。
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FAX.046-823-0510
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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」
36回生 10周年記念同級会開催
平沼

開業・帰郷など人生の中でも大きな転換期があり、同
じ悩みや喜びを感じている人が多く同級生だからこそ
できる話で皆さん大いに盛り上がっておりました。

孝久（36 回）

あっという間に２時間の一次会も終わり、当初の予定

平成 27 年３月 21 日横浜ベイホテル東急において、

ではなかった二次会にも途中参加の人も含め 20 人近

神奈川歯科大学 36 回生 10 周年記念同級会を開催しま

くが参加してくれました。そのあとも有志のメンバー

した。卒後初の公式の同級会開催でもあり学生時代に

で三次会、四次会、ラーメン……と盛り上がったよう

はあまり協調性がある学年ではなかったため、人数が

です。
年度末の開催になってしまったため卒園式や送別

集まるのか不安な気持ちもありましたが、ふたを開け

会、また開業準備など都合がつかず出席できなかった

てみれば約 30 名の参加となりました。

同級生、また連絡がどうしても取れなかった方もおり

卒後全く会っていなかった人、同級生同士で結婚し
てお子さんと一緒に参加した人、歯医者やってなかっ

ましたが次回は必ず出席していただければと思います。

た人（笑）などなど様々な人がいましたが会うや否や

同級会開催にあたり同窓会事務局の皆様のご協力と

近況報告や昔話に花が咲いておりました。個人差はあ

クラス会助成金を有意義に使わせていただきましたこ

るかとおもいますが卒後 10 年というと、結婚・出産・

とに感謝いたします。

《 クラス会 助成 について ・ 平成 27 年度 》
◎ 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27年度は 7回生 、17回生 、27回生 、37回生 、41回生 、42回生 、43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 です：使途は自由です。
★ 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。
★ 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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「 神奈川歯科大学サッカー部創部 ・５０周年記念式典 」
竹長

博史（27 回）

平 成 27 年 ４ 月 11

お待ちかね、卒業回順にテーブルごとに壇上に登壇し

日（土）横浜ロイヤ

て一人一人の近況紹介が行われた。次第にお酒もすす

ルパークホテルにお

み、苦楽泣笑を共にした先輩後輩親友たちとの再会に

いて神奈川歯科大学

握手しながら、また肩を組みながら昔話に花を咲かせ、

サッカー部創部 50 周

より一層交流が深まる楽しい貴重な宴となった。途中、

年の記念式典が行わ

同窓会で活躍している井本邦彦君（２回）、屋形秀樹

れた。

君（５回）、櫻井剛史君（25 回）の紹介と報告があった。

式 典 の 前 に、 サ ッ

式典の最後に OB 会執行部の引き継ぎが行われ、一瀬

カー部出身で全国から講演依頼が殺到して多忙な歯内

昭太君（32 回）が新会長に選ばれ抱負を述べた。三

療法専門医の石井

宏君（24 回）の外科的歯内療法

時間の宴はあっという間に時間がたち、盛会のうちに

の学術講演会が行われ、OB だけでなく現役学生もエ

幕を閉じた。翌日 12 日（日）は前日の雨もやみ、最

ビデンスに基づいた術式などに熱心に耳を傾けていた。

高のサッカー日和の中、日大歯学部ＯＢ、日本歯科大

式典は、ご来賓６名を含め総勢 99 名の出席があっ

ＯＢと記念招待試合が行われた。結果２敗だったが皆

た。サッカー部小柳弘男君（24 回）の司会で始めら

年齢を感じさせる？パフォーマンスに笑いあり、好プ

れ、OB 会副会長加藤将人君（20 回）の開会の辞に続

レー珍プレーありと、学生のころを思い出したかのよ

き、会長挨拶を OB 会長高道麻臣君（23 回）が行った。

うにグランド内を走り回りサッカーを楽しんでいた。

続いて来賓の挨拶を神奈川歯科大学平田幸夫学長に、

最後に集合写真を撮り、健康での再会を誓い解散した。

続いて同窓会大舘

満会長に、続いて神奈川県同窓会

外池利夫支部長より、サッカー部への心温まる祝辞を
それぞれいただ
いた。そして口
腔科学講座歯科
形態学分野准教
授松尾雅斗サッ
カー部部長が乾
杯の音頭をと
り、一同が高ら
かに杯をあげ祝
宴となった。
しばしの歓談
の後、来賓の挨
拶を古くから交
流の深い馬堀
会の硬式野球
部 OB 会奥津直
起会長より、続
いてアメリカン
フットボール部
OB 会宮本英範
副会長からそれ
ぞれ学生時代の
エピソードを交
えた祝辞をいた
だいた。そして
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趙
黃

入会会員

慧麟
鉑茗

齊藤

平成 27 年度新入生
ナジャフィメアリ
井上 萌愛
榎本 レナ
葛生 悠貴
吉田 圭佑
宮間 聖士
駒 龍之介
江崎 理香
高
沛均
佐藤 日位
種村 伊織
小山
晃
植本
渉
真島 延行
石
栽沇
千
生倫
相川 雅志
打越
類
谷
祐亮
張
君瑋
長澤
伶
田中
慧
田中 萌実
藤井 裕馬
日野惇之介
武尾 美波
本坂 彩音
柳
紫音
李
冠緯
林
家鉞
鈴木 大樹
濱田 峻輔

ヨーダーブレンディン 光
井上 皓平
奥田 喜昭
関谷 亘平
久保 敦史
金
泳鍚
呉
卓昕
洪
珮瑜
今泉 大基
細見 祐太
春日井玲南
小平 博之
森岡 宗人
陣内友梨子
石井 孝幸
前田
鮎
荘
貴博
大原 功義
竹川
花
長田奈々子
店橋裕喜子
田中 太海
島田
陽
内川 雄介
冨永 順平
片山 朋美
茂木 拓郎
柳川 亜美
李
相奇
林
仕雨
崔
鎭旭
蔡
尚佑

耀太

黃

昱嘉

新入会者
井上 真夢
永濵 海友
王
孟銜
喜納 有美
久保田 周
金本 杏南
向井 浩晃
荒木 柊衣
佐藤 拓海
細川 知隆
徐
大信
小峰
到
申
東山
水上 拳太
石井 伸崇
宋
泂俊
村野 英太
大坪 哲之
中野 愛子
長嶺 嘉恒
田中
葵
田中 美紀
嶋津英里子
内田 桃香
冨田翔一朗
方
暄詞
木村 江里
李
霞然
李
炘哲
鈴木 菜月
澤邊 あい
蔡
佩恩

若林

孝明

（42 回・甲）

東京都支部

山野

悟志

（42 回・甲）

大学支部

再入会者
村田

眞

（13 回・甲）

神奈川県支部

大室

博正

（27 回・甲）

神奈川県支部

訃

報

『正会員』
中庭

敏博 （茨城県支部

３回）

2015.02.07

ご逝去

綾塚

千秋 （福岡県支部

３回）

2015.03.04

ご逝去

松本

芳明 （徳島県支部

７回）

2015.03.16

ご逝去

渡辺

勝弘 （東京都支部

19 回）

2015.03.21

ご逝去

石川

昌彦 （愛知県支部

７回）

2015.04.30

ご逝去

☆ 広報委員会 ☆

（任期：平成 27 年 4 月〜平成 30 年 3 月）

◎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／市田 佳子（33）

担当常務理事／岩淵
通（７） 担 当 理 事／小田 博雄（９）
表紙：
（ 皆さん御存知ですよね？かの有名なアニメ、｢イスカン
ダル｣と｢ガミラス」は双子星だってこと。もち知ってま
す♡よ。
「二重連星」は正しい天文用語なのです。｢同
窓会｣と｢神歯大｣はまさしく｢ダブルスター」なのです! ）
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文：岩淵

通（広報常務理事）

変わっていきます。でも私たちの心は忘れません …あの青春の日々を…………

の道 、あちこちにある過去と未来へのトンネル……それぞれの想いを抱いて街は

た）、若松町商店街のアーケードの２階にある殆どの人に知られていないもう１つ

す ）、ヨゼフ病院のワキの小森にひっそりとたたずむ神社（ 小さなトトロがいまし

おなじみの店、汐入から中央駅付近まで続く、山の尾根伝いの道（海が見えま

今もある建物、失くなったモノ、青春を語った居酒屋 、コンパで

母校と中央駅から汐入までの近景です。

「タイムスリッフ。～ 望郷と追憶のラビリンス・横須賀 ～ 」

