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愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

第 39 口
方

平成 3年 3月

……………………………一........……………

臨時代議員会(平成3年 2月16日)

左・森田次期支部長 中・宮下和人愛知県歯科医師会会長 右・大島現支部長

ー・手
、- 4失 拶 '，I{.()5.f1 11. ・ I ~ 三輪英則

早いもので， 大 t.~文 ;~llH: より専務を 1 1~ {，iれ、た しま してはや 2 イ1 '.が

過ぎ，残り任JUIらあと lヵJJとなりました.Mもわからず， 人-lb文部

長はじめ会11，役L1の先生に助けられ支え られてやっと今 11までこ

れたことは.ほんとうに符牒のおかげでありがたいことと，也います.

又参議院定);l lj~>p. I .:{Mì欠選挙におきまして， 平成21F-llJ J 411 11 11M I I

にみごと吋泌をはたされ，)(tld参議11j義111こなられたこの11は，f.ね私1ι、の4位2 

才の誕f生1:11とi抗Ti:さな lり)，一f生l主ミわすiれLられないi杭t此必kわ1ω"心心勾"万:jの 1r日1になりました.

皆級のあたたカか、いごF則I!向僻平とご協j力jに.カか、さねて!感ι謝もうしあげます.

さて，数年;Kの懸案でありました，愛知県立日Hの r.j:11lT.扶助システムJ が.je成しました.

J J古ifilOOOI'J全世フラス所得補償保険60)j川
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これで)JII人01<です.t存続はすでに色 と々よ:，iJj.n hli 1ftに入ってみえると思いますので・ ，i，片付l!lilitを

きり変えていただければ.)J制1000jlJ会的だけになりますしこの合切らJJII人会iiが500r.をこえて

くれれば.Alij与しだいで，公的タダにもなりますし所rHlIi償の保険料ら3001うを対象にしておりま

すので引イ，:.はたしかに:'，EfJ，~':j ですが， 500れとか10001うになれば保険料 らグングンと'交くなります.そ

うなれば.全世 タダて.，i}j-nhlìll't をきり変えるだけで司 えll'i:~; 11 r tiEですし， ，i}j-n村i慌の免点1"1数 71111分

とうとj凶 'l~咋が，会ilの先生にこ'負担ねがうことになりますが. これとて述川佼が:I'，l.HntlìJ1}J全い1'，

せます.

それに引イ，:ItiJ)J 1封印liは 21うですが，会ii放がふえれば，ItiJ} J 1~(:Jl iのmliが叶.fiEですし . そうなれ

ばU42、11-¥":だけでなく ，研修や，旅行当;で休診する11，''-:に，み械 11を f'k:(Jして，'1'，かけることらlIf(iEから

しれません.

したがって，TT般の多数のご参加で，すばらしい明みどおりの辺川が/1'，;1と ま す し 全Iftlの他文部

や他人:'，どにらはこれるシステムとして この姶を1ぶげる ことら，'1川えます.

〈お知らせ〉 第14回代議員会・第15固定期総会

11 IIS: ・1>:1ぷ31!，-4 J 114 1'1 (U) 場所 楠j亡-;::合法人本古112附会議本

代議11全 午後]1侍ー

総 会 代議抗会終了後

‘r<幸斗。サ。++4>4>01・+++母。++++<+>.や・+..場0・f:a..-骨山+・'+>+4>++<4。斗。母。+++骨同や4・・←・+・

同窓会愛知県支部選挙管理委員会報告
次JUJ執行部の支部氏、政びに慌寸1';の

決定については集 Eli-で会il諸氏に

はすでにお知|らせいたし ました.

会部 にて l'iJ主お知1(コせいたしま

す.

W.fll~委 ii全のjlli '::~;に、11 って，十E

{:i去のl暖かいご1114よをたまわったこ

とを心から感謝し.今後ますます

孜々の|日!窓会が先凶することを祈

りながら初代 とさせていただきま

す.

113支部I jt\乍:;~:.fl ll委 11会

I~'"J杭仁一 ( 51111乍)

森二三夫 (6I III L~) 

鈴木俊犬(711_'ILt) 

I..J窓会栄知m文ffl，l:I:.~ A 
M 州J11~ 会Lt会 口不 4 守

平成 3{ド 1) 13111 

愛知l学院大'ア:的中部!日j窓会変1;J1!U立方11

選挙作.fll!.委ii会

文部長 ・慌・J';の決定について

引執行方11のfr:JU l i灼 f に ('1;う ， 支部長及び\r.~ tJ~のjj長併

についての行ぷをしたがa米，支部長・森111 iて (1 1111 

11:) ，院・1~ ・ 1肱川 傑( ] 1"1'七)， 111川弘文 (21111'1:). 

の 収怯Miがありました.支部i釜，;ji:mJ!lJ第11粂 4.に従い

1. 文郎j毛・梅川 f ~ (1 IIII~) 

1. I，~~ '1~ ・ 1従川 傑 ( 1 1"1'1:) 

111111弘文(2 1111'佐)

として，次JUI愛知l中院大乍前中古111日l窓会愛知県文部の

支部氏.lfi.びに慌ー1';として決定したことを代ぷする.

以上

2 
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~ 各局活動状況~

渉 外

第 1回 愛知県歯学同窓会懇話会開催

1. 1111年 ‘1;:成 2{1'-I1 ) J 8 11 

PM.6:00-PM.8:30 

2.会場 l' JJI; 

3. ，'1仙 作I， il窓会・校友会の (\::ぷ (:~- '11う)

4 .米'ti 愛知m(>l:r，f=ト医師会
1;1く仁 '1';'; I、・1'11人 光州

名作会1~ ，';， ~長二}・ 光州

1-.起の!m<.愛知県 1;のf守山科大'下 ・山中郊

の川窓会 ・校友会の火iiIUえぴ税H告を深めるため

の懇a1，fj会が.IIHlmされました.

;1<:筑として愛知I!IMH科医向1;会より ，'，';';I、・会長-

Jj派名作会長の|山j先'1:がこ:，'I'，J，'j';してくださ り.

また.)(，r.:j文;'';1;1毛の参議院議Ll、11j謹11'(1炎と ifi:な

り .愁*J!.合におきましてらまことに415.大な:'~:と

なりました.

主lti炎全をj必じて.作l'iJ窓会のiMi)rfli:りや，役

11のtIi介があ り，数多くの資料の交換らありま

した. これ らの資料Tz をさっそく 1~\': ち州リ (キ

J"jに配布させていただき，、11会のiMi))の参与と

させていただきました.

マスコミとの交流

N 象 '1' 11 ~rr lJ[1社会tm
11 11.¥'; ・1'，)ぷ 21ド12)1 8 11 (1・)

PM.6:00-PM.8:30 

J品 J好I'JJI:

テーマ 1. t4~干・1. 1災味料のJjl状

2.今後のt.l.'r科医1，aについて

J-.;.じのj必リ.'1'日新IJU社会部，;じれj'21'，と.愛

知県支部より|以卜'.，'，¥IJ文部長 ・l保JI:}'l'I:}"j1主・i歩

外の 6 t.で. 愁 J炎会を 1IトJml ~ 、た しました.

211年HIJ'j':にわたる恐必で司引イ1:のt4:i科医棋界

で深刻な諜厄!と なっているスタッフ不足や|欠陥

経常の打しさなどは，まだれ:会の人々にはあま

りFI!.併されておらず句逆に誤解されている点が

多くありました.

また.今後の歯科医114については，いま以 1-.

に地域に1キ;.{I"した|歪故体制の充実と，行政とタ

イア ッフした|記1ü (本系の雌立が必・~であるとい

う結"，命にでリました.

この怒"炎で1~/:た的報や知識をむとに，今後の

liil ~窓会)'ill'ì巧に '1-:かして部副していきたいと考え

ています.

組 織 局

0・1;:'ぷ2{j'.Jι 出21"1ブロ ック別班懇談合を去

る1J ) J 24 11. '~~I f，ff， ，n 11;1 :1"1. ) ;\: しゃぶi}~( にて IJfJIHI

放 しました.、"111は111川. '~urf" ikU切Eの忘

年会を派ねていましたので，作}"jのi丙助手IA1I
i:

をij' ¥、ました.

0杓ぷ 3{I:. J IJ3111.本音In.iJ窓会とイ''i-I，iJにて新

平 (- ~i:日・ (25 1" 1 '1:)への同窓会説明会を II~J HlI

放しました.

0・|勺災:3{I・:2) J16 11 . 米 111会航において I~í.:.u寺代

議il会 とお 21"1の班長会. .lf-:ぴに懇親会を1m

HlLiXしました.

学術 局

地区学術担当者の集い

...j.~{j'. ，主の q也I:><: ~;;:術担 、"， r.ーの集い」を千成 2

{I'-ll 1 J 1 J 11 (11)午後.楠Ji.:"{:{tにて行いました.

'l-:ilH {lJf修カードの処理!のi1: )j. lえびljl:(1:の外

地|メ:のマ:術的動の状況 む羽iftしていただきまし

た....j.dl:')主から変わった大・hな'1';は今まで地区

の";::tj:i'I~ :SZに対する媛J1}げたが 1 jjPJより2)j川

に変ぽになったとの 'I~です. 作地1:><: でザー術的1，))

を行った11.]:は";::1f.i}，・1まで持iftして下さい.

qa
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厚生局

第12回 レクリ エーション

止ドt&2 {HlJ J 1811 (11 11M 11) tこnijllllにづ|き就

き， áTt ケ lí'. ボールにて，ポーリング大会をIl~JnH

1文しました.

10時のスタート liijに， 三輪 1，1/.務より r11 J J 4 

H(日)の大仏選挙へのお礼と，これからの愛知県

支部同窓会的制へのごJ1jl解，ご協))をお願い放

します.J との挨妙の後，始球式を行ーいました.

参加者総数85人で，フレ-11'.;1とない幼児j主む組

と一緒に一球一球を投じ，和弘アイアイ の|人lに

無事に大会も終(j文しました.その後，J<;~~ を

兼ねてパー ティを1l~1 き ‘ クジ 'づj川|さ大全で;以iバ止わ山~.七υ.1flJ品'

ちらい楽しいi吋功刷2イ11間l日川iリlを過ごしました.み;ヨ1に岱11:"，
ジVj棋でした.

以-下下卜ド-は大会!ト小-

|矢ド院完Z別lリ巾l打Il反えM志討松f占i 

能;J路平111111宙科|矢院 (I，I;J 由，~Jm

2 f ，'( J)II JJ.'!，H>l:t科|云院 ( 1羽 I~ .FJE)

31.立 ノド聖子ti'r科 I~院 (l，ïíJ 山:'f.F)F.) 

県支部相互扶助システム(旧名称・緊急歯科医

師派遣システム)

本l'm).;J窓会の中IIJ/:扶助システムがスター卜し

て2年が経過放しました.(引イ1:12('1".:!UI人18

I'!'-， !'.~.外 4 ('1'.)、11文，-"111に於いては， fJ，:.1泌MIJ文行11

H:を委li.L毛とし，外ブロックili¥11'.委II(12名)

と}'/'U・.¥tll:I"i ilで桃成するべl;fJW委!i会を，没;;1;:

し ， 数1"1の安11会を îfi:ね，~に， fキJ1f.より 21ノ，

i釜山して放さ.111:人・委11会へj位以し， ‘|ぺ!ぷ 3{I' 

!主スター卜にli.1けて，情的11'でありますので，

ごJ1I[Wf.ご|ぬ)Jのれ，'1":しくおly!iい欽します.

平成 2年度弔慰報告

'1-:11父2{ド

9.27 171111'1: IJII厳 科診:-/¥. (イ利1Jnご惇父

10. 11 8 1111 ' 1 : 本 トー 点八J~IW ( 紙 )ご f:J;':;~:・

10. 17 ノ1:化7:教布教l'X:'"リIIJ¥Il日光ノ1: ごヴ父

10.18 101111'1:治水じ平IW (出北)ご惚父

11. 14 91111'1: 浜川 ，F. (-さん(犬 111)ご惇父

12. 4 6 1111'1: JJII必'，:;r;)d ¥. ( '~~~ 111 )ご1:ド;::

12.24 第 l 解i'il]"?f;(宗教授大!JIf'~布l 先'1: ご''>j:父

・1-:/1父31ド

11占|人成主Ii l. 7 111111'1:全記長 ir'í' -/~ 0:11 ~) ご 1:J: I:;~・

優勝 Ni.lTI見弘 (201111'1:，lil;J附坑) 2. 4 141111'1: i.lUIこ ええ J七-/~ ( ，ム JJ占)ご I:t':~:

2 (，'1: 加総広一(l4IuILt，，材|豆斑) 2.13 211111'1: 1前JJ i ~fu't-/'; (知l ~)ご怜:父

3 f-:( ノド1i-秀樹 (101111'1::. 1川崎J~f.) 2.14 4 1111ノ1:11111 )!(¥'リ1-/'; (知l 多)ご1:):':;:.:

その他

第 9回班対抗ゴルフ・ コンペ

‘1>:成 2{I~ 7月1211 t制に・|ミ F~C . C . にて|井JUH欽

しました.16J~L 及びllL支部役iL 総人数64r， 
の参加lを裁き.ダブル ・へリア)j式にて1J' ~、ま

しfこ

人材センター (平成 3年 1月末現在)

;)<:人 1741'1' 

;J<:峨 591'1 

(ヂIi文21Hi 18fl-) 

(‘1-:'ぷ21!'-J.!t 1 1'1・)

的利技よ 1:川窓会とコンタクトをJ[l(り，技 L

1-:のボ人についても行っています.

弔意活動

作班の~f.長に I ， i) 窓会 ~tl\ 1'1の述給制を駆使 し

て)主給iiühの~!'.f，い様にしていますので，作J1E

の11f.1，七のごItf，))をおl釘i~、 1文します.

A
S
A
 

計局

日頃は).i)窓会治則にごIhfl))JlMわり ，}'I-くお礼

1)1し1"げます.お桜込みトーさいました全iU付Jf，

1'1肋引必しさせていただきました会iUIi光州に
おかhまして!i.，ibXにありがとうございました.

念Jλ!:をを，従J山|ハ1していただいていない合iμl(符守付{い，'(に

{はまふ. 品似;込T-数判 月如別lりlでlロ2.0∞0ω01い川Iリlをを'止点-(~討泌h毎I酢上瓜創飢4日t行t覚 |正山:汁111

J之正“ω)，川，i川i

いますよう .よろしくお附1~、1) 1 し 1'，げます.

II{{利57年度総会におきまして l・ ~~ 6札会，11'.

第28粂 合的ぶ納1.'のJf足り .j'J.A~、 liij 年度合'{'{ぷ

納1.'(Iiij年度 3 JJ31IiIJl{l:) は， 江第'~ 3 "口ぷ;江':r ，)ド~J，来~J

のii汀川1，日川F円rd到肋M肋iリi)Jの_'イ引11仏川1.円.'j:i

のみとする.なおliij{I:.J丸、"111:，J主会'{'{納入にて

- " -
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i前f訴;並到肋iJJの一11 ，'時，~制i

り迎j応必されております.63年度会Tl~;j(納の作会

ili'キf:(におかれましては，24， OOOrJ を卜'.~è ・ J.fi

ihj銀行までご納入くださるよう ，よろしくお闘

い11
'
しト.げます.

平成 2年度会費納入率・念書回収率

Ijij年度よ り的利|矢印1;会に入会しておられない

先生，あるいは前科|奈川i会よりの [::11'))引必しを

11
'
し込まれていない先生についても待先生のゆj'

干{しておられる銀行 IJ肢からの 白到j引落 しのシ

ステムを1Jf.1~fì ~、たしました. 今までの振込みの

T数が行けると j，illlキに振込手数料も不安となり

ますのでえ:JIミご利用1、・さい.11
'
し込み川紙，)j 

j去については.'I~務 }"j までご述給下さい.

向， fキJ~r:における納入状況は別紙のようでご

ざいます. よりー府の御協力をお阪[~、します.

書記局

臨 時代議員会

II II，~': ・|勺此 3イド 2H 16F1 (J:) 

場所・ 米山合目白

1. 1)トj会の昨

2 . 代 j.J~ii氏名点呼

3.支部長挨拶

4.米貿挨拶

5.議長 ・副議長，選，'1'，

6.議事録将名人選1-1'，
7.判4 公

1 )次!日11日l窓会愛知県支部支部長の件

2 )愛知県参議院選収支決算のf'I".

3 )次期妥:~"m前科医師会会長選挙の件

8 . 議・I~

]) k';k_lj)_E分'，lillの件

2) ~:"h扶助システムのi'I"'

9.その他

10. I~.I会の昨

結T)E分'，111]については，平成 3"F-4 )-1 1 11より

結成と愛'~~.flEに分'，'.'11されることになりました.

又， ~:I IJï.扶助システムについては， 6fl l ll よ

り正式先比することになりました.

1~ F. ?ぅ

千栴|迂

~ Jlt 1)( 

見〈 |メ:

J仁 lズ.

111 

j'y li 

'1'十t 1ぎ

15て

H~ |メ:

IIl{ 利l 医

ノ三 1'1 li 

f出総 t(

非!¥ 111 1)( 

'1' 川区

12<: 

*"k 

一 "，1. 

;~Ji 

‘ド 111 

{千 n ")1: 

牧

Jr!:: ;It 

}に t.lJ 

1'4 {~ 11 )1二

知l $ 

il，j 書11

目的 iがまi

lii;J liJ?f 

1、1a，lF }II 

知l 立

!ぇ JJi虫

メIJ 才子

J4Jf・1 l将

i'4 }己申請 '.i.
』、，e2t• 111 

{'入2 

- 5 -

'[<1反3.2 . 19~見イt:

会11数 会t'i % 2: ，~(七ント % 納入者f( ラルモ企む)

53 31 58 23 43 

59 36 61 26 44 

36 28 78 20 56 

58 40 69 31 53 

67 46 69 35 52 

57 39 68 29 51 

96 49 51 28 30 

106 49 46 30 29 

34 26 76 21 62 

42 17 40 7 17 

40 27 68 15 38 

49 30 61 11 22 

33 22 67 13 39 

58 41 71 28 49 

45 31 69 17 37 

101 68 67 :38 38 

83 57 69 48 58 

42 30 71 2'1 57 

61 51 84 30 49 

75 60 80 39 53 

22 18 82 13 54 

37 20 54 9 25 

44 33 75 22 51 

22 16 73 13 59 

45 33 73 29 64 

81 65 80 49 60 

45 30 67 11 25 

36 29 81 22 59 

64 43 67 29 45 

99 49 49 35 35 

60 44 73 24 40 

12 10 83 7 64 

31 23 74 17 55 

34 24 71 20 59 

13 11 85 4 3L 

24 18 75 12 52 

98 59' 60 40 40 

1，962 1.303 66 869 44 



('1'1反3{ド3)1) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 (~ 39り〕

委員会報告

時局対策委員会 報 告

II.H以.t策委ii会委iiJ.ミ |以1--降d!IJ

第 1回時局対策委員会

日時 杓反 21ド6)J 12 1 1ω 

午1&8・00-9:45

場所 柚Jじ・(合 :江n会議前

協議題 次期愛知!I，lt，釘科1'i~(lIIi合会長改選にむけ

て，愛知!Uk: i~11 と してのJ[iZリ mみ )jに

ついて

第 2回時局対策委員会

日 時 ・1<'反2"1'-9 J J 11 1 1閃

午後8:00-9:30

場所 楠)(-;::-;7- ・ 第 3 会，ll~i~

協議題 次郎l愛知県向科医師会会長改選にli'lけ

て，愛知県支出11としての取り去ILみ )jに

ついて

第 3回時局対策委員会

日 時・|ι成 2"1'-10川811()J)

!1"-1&8:00-9:30 

場所 楠)[:'-;::合 :~~ 2会;崎市

協議題 愛知県参議院hli欠選小に於ける大，r.:j)立

久脱却Ii:k控{本HiIJについて

大向j変久支tHI-l~が，::，本参議院議ilの突然のタビ

Lにíl う参議院愛j;1 1 選挙|メー ~11ì欠 ili市 lこ 1 ' 11 1 1 民主

党公認として注似fllìする ・ J ~が決忘した・J';'により

hi]窓会愛知111文部としてどのようにJ[j(り手ILむか

を協議した.

1 )同窓会から般的状を，'1'，す.

2 )資イi';:!Rめをhう.

3) "Í':愛知 1";市γ炉げてのj草学 i本Hil] を f~ミるべ く

，f.: ;411川窓会にItlJ)j)jおWJiいをする.

以 lを決議し符1['した.

第 4回時局対策委員会

日 時 白1<1& 2 " I~ 12 J 11111 ('}j 

午1&8:00-9:30 

6 

場所 楠Jじア:合 :~~ 1会議本

協識題 ①次期i愛知Il'，~ l'A~不l-I~(:iIî会会長改選に於

いて、 1Jiドねl人光ノHW胞について

l け1-1本又i陶!山山4利=j-)大〈ぐ.、'{:i:[:以);11!以l日3支古剖部|日i校友合J集l定5 
山て全;公::-1長とカか、ら1山:与，;1ドJヰ刷利11 人呪会長のf俄(f佐{主~J的[.:，お!5依

車彬刺I良lカがずJ米i長ぐたこ とにI対Jして，;ト汁.Jj;議義を行つ

た，IIS:)"j対策委ii合としては，諸般

の・h1'，';をJ7えるとIJlIIS:.'.'，':では， V山，;1卜、

4刷和11 人払引!全i長主をt推i佐主ωd的5する ，]ド4ゆカがf愛知i山"日I，~文

白川泌11にと つ て i以1泣~þ良込 てで忌あるとの品'J九t

しi渦li同的:日均t品l品易場;一子欽k て，寸-tft Jì.的I!.~，均'~，}する こ とに決定

した.

②ソ-({.:j隆久参議院議i1を支i-Zi:する会か

について

卜-JUの会を作ることには，、吋l竹1委iμi 
全としてその必2史要tE:ン干市e↑f性fドF

で設、ι工にf伐そわJ成災した.設j;'，:-)j法等につ

いては.-'.'[1"]家の芯;比を取り入れ役

ii会の五-:li，J(こ沿って組織づくりを行

う様rfljlした.

歯科医師求人案内

-瑞穂小児歯科診療所〈小児科，矯

正歯科) (1 1"1ノト: 忠則じ禿)

T E L 052-853-1182 

j好イI'_j'也 れ"山1diP，M.f'J(1メ昨日や'J(jili3-34

大iltビノレ 2附

-下候歯科医院 (5 1"1ノ1: ド(1集長彦)

T E L 052-531-1768 

，i(f-{I'_j也?う ，'，Ndi IJljl><j't!. IJ -]8-]9 

-近藤歯科医院 (5 1"1'1:近必俊彦)

T E L 052-801 -160 1 

，iJj-(I:.t~ r， ，'，lil di k J' 11メ::JJ日1-2301
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役員会議事録

平成 2年度

第 6回愛知県支部役員会

日時:・1;'1ぷ21HUJ6 II(刈午後8:00-

場 所:ロイヤルホテル弁天IUI

1. 1例会の併

2 . 1'\:1〆~.'.'.(u'y 

3.文月IU毛m拶

4. -+:古IlflH'i'

5. i守)"j拘ifi;

6. 立J43と役

7 l'ii~判iJr.!n'. 

平成 2年度

第 7回愛知県支部役員会

日 時:・1<1反2iド12月 411 (必午後8:00-

場所:MiJé.-"{:合 : 法人.tj~古112 附会議室

1. Ilト|会のli¥'

2.氏名点目、F

3 支部l毛tt拶

4. 4~剖1 f.ll{';

5. 0.-)"j何iftと千定

6 . 得議 'I~fti

1) m:長会U私zのH二(組織川)

7 . 協議'l~f1'f

8.その他

9 .1泣 ・I~J好>~

10. I~.l会の古t

平成 2年度

第 8回愛知県支部役員会

日 時:千成 3年 1) 1 8 11 (刈午1&8:00-

場所:Mi;じ，"t合法人本古112附会議室

1. IJf.1会のfit

2. 1(: 千名〆う勺'わυ.'点 '

3. 文古剤部IIJ民毛討f技丈J妙2多: 

- 7 -

4. .-t、部幹if，
5. (刊，j報71?と(.定

6 . 務，1~~I';JJ[

1 )ブロック}j1lm:愁談会の件(主IHt&)"j)

2 )地l丘学術，Wii出会の1'1:(学術)"j)

3 )代議H会・総会11科の件 U::，lc)"j)

4 )次期愛知JU1>1H+阪t，lli会会長引ti)i.:lの('1二

(1仮ー卜ーiIrl1文;mJ長)

7. Itll議事rj(

l)平成 3イHえrw案の{午 (会;i!'!..j) 

2 )相.li.扶助システムの概要(仏:雌日IJ支部

長)

8.その他

9. I，~~ ・Iqi好>G

10.開会の昨

平成 2年度

第 9回愛知県支部役員会

日 時:平成 3{I" 2 ) J 5 11 (必 午後8:00一
場所:楠Jl:";::合 ・法人本部 2附会治不

1. Ilfl会のhi"

2 .氏名.'.'.. :11千

3.支部長候w
4.木古11羽ifla

5. I'作干刊刊)"川'

6. 'iff;J長引rJf

1 )代議H会 ・総会llNの件('，'::，le}"j)

2 ) 予成 3{ I'- I支 r訂:'~の ('1二(会，lI')"j )

3 )相IJT扶助システムの('1二(I't'.JIJ長委W {:)

7. Itll?lH¥fti 

1 )班長会 ・liM，II.¥'，(¥:，1義i1会のn.(k:ll*f，~ . ，
'
:: 

Jじj寸)

8.その他

9. 'lKi ・l~所>~

10. 1~1 て会の，f，\"
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「相互扶助システム」準備委員会

「相互扶助システム」の発足及び本システムご利用のおすすめ

さて，懸案の「中11/，:扶助システム」がいよい

よ本年6J-J 1 11より スター 卜します.このシス

テムは，愛知県支部会11のために新たにスター

トするものです.

以 f， 本システムのH旺~と力u入手続きについ

てご~-S I"1放しますので，迎行ご理解の 1 '" 多数

こ加l人下さ いますようおWiiいIjlしJ'，げます.

「相互扶助システム」の趣旨

11々， 1矢'Jj，~業務を進行される 11 1 で， JI、iとじて

州れやケガあるいは，也いもかけぬことで心なら

ずも診'l.l.t所を I!.!~めなくてはならないこ とがあり

ます.

そんなJI寺，診依!りiを診てもらう ことが，'1川とた

ら.忠才iーさんにも述必をかけず，交心 してifi械

にI¥I{念する ことができる許です.

愛知県支部では，会L1のためのお将IJJ'!'I:のよ

り - }';1 の充実を|ヌ|るため，本 {I~ 6 J J ] 11より r.j'1I

JIJ人JJ)Jシステム」をスター卜することを決半し

〉学術コーナー 〈

ました.

このシステムを利川することにより，会Hは，

いざという JI年に!tt，)Jしてもらうことができるわ

けです.

入会条件

( 1) 支文古部111け正ド:

封保そに i従;~'Jド4している会L此iでで.変愛.知l叫l日!1)内人付、すlに診蹴所を

11附;持別Hよ品設j支tされていること.

(2) liiJ窓会愛知県支部中117，:扶助システム委11会

を窓いとする休業を fA~附する保険(所得~lìfl\

f~~険: JJ制60)jjTJ)に加入すること.

会 費

J-J前i].0001' J 

以J-.ですが，詳細は叫lIi(扶助システム ・ハ

ンドブックJ で御覧ください.

1'1
1句，ィ、lり!な.'.1，1:は県支fmか月E1去さん， れ委11に

お ，.I~_I;'. ね卜.さい .

スイス・イギリス歯周病学会記

第 3保存学教室 稲垣 幸司 (16回生)

リスの的J，'，H!Àj"r:会に参加する機会を 1~1~ ， f_!，:干の

はじめ に 的J，'iJiIりに|見lする矢11比を伺しサ:11ることができまし

111 :今のI~ぜ間的にI~Jする研究は 11 を比はるもの たので，，fl.J，Lをまじえながらドltfつさせていただ

があり ，その病1);1は2、iliに説きlリiかされようと きたいとおもいます.

しています. しかしながら，その病l.klがたとえ

解明されたとしても ， はたして我々の 11 市!日f， IÅ~

における的同病ìfì械の I~叫f~性は同じように解決

されるでしょうか.そのようなi'II'{の念にから

れながらも，今1111]990イ1:，9J-Jスイスおよびイギ

スイスにて

学会liij11の 9J J 20 11に.N.iJ，'o']Mi紛の可能性に

ついてのシンポジウムが行われ，翌21・2211に

かけて第201111 スイスl'~~ );'~ ~Ikl'‘ ;::会の年次総会が.

- 8 -
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チューリッヒのインターナショナルホテルにお

いてIJfIIWされました.近隣消1"1を伶めたが)500t. 
Nの]'~~J，'d ilkj '.'，l門|矢や的利下r~r/ l : +:が参 /)11 していま

した.H、は支とjたに11;j;:人としては11(1:，ーの参加

行でした.スイスはご存知lのように， ドイツJ!?

|を|はドイツJlt，フランス，;!日割はフランス討し他

1"1人は英語というようにそれぞれの/!}I"I ~!fでの

先ぷであり，英語だけでむJ11!.併{こ 出しむ私にと

ってはたいへん辛い氾!いをしました.それと同

11年に，どんなバ訟でもj必川する会Ll.lti氏の賢lリl

さには感服するばかりでした.まず Ijij11の前

1，'，'1 flll *Jiシンポジウムでは，チューリッ ヒ大午:の

Scharer教授(以前大阪大"?:に市イ1:しており .本

"1・9) Jの1"1際的利 Mi級学会のシンポジス トのひ

とりでもある)の歯間相Ii総に|民lする.f=I"'j::(I")なら

びに I~M， )Å((ド)~~~についての ，私iíi'iに始まり ， t.ol-1I，¥'1 

7:(1~)悦}，'，I: およびhll総予(I~) t.見}.I.~ からそれぞれの専

門医による考察が述べらhました. さらに，イ

ンフラントの適応についてまとめられー以後に

れ:.Tlli:;)ぷ|災によるケースフレゼ「ンテーションカず

なされ. その治故方針吋;について iM~な議論が

かわさJ.'lました.的)，'，'1十iIi*Jiは，健全な愉INJ.6;ば2・

1幾 (ì~'ド1:- 市美七1 : を 可1祝 した ifì出，nplilが明まれ，

hlì純物の ~:f'j:として，プラークのf.1打 しにく い，

11 )f'1ii，'i-1-，'}) 1 J共の到達，，[能なことが盟;1とされてい

ました.作シンポジストの先ぷ(j:，いずれも論

Jl I[(I~ )であり ，すばらしい抗ぷがされていました.

スイスといえば，パーゼル大マ:のRaleilschak

教授Akらによる歯周病乍のカラーア トラス

(Colar Atlas of Dental iVledicinel. Perio・

dontology， Thieme Medical PlIblishers， 2nd 

ed，1989，)は， 1986!. 1~' にアメ リ カのい:γ: ji守にお け

る名作ある1'tを受nしたW:界的にも認められた

名著ですが. ノトワ完全て"の~，i:例提示法がどれも .

Iljj快でわかリやすく彼らのア トラスができあが

った レ ベルの刈 さをいl い~" る こと ができまし

た. 次に，イ~" ~~:会においては ， ス イ ス |五1 1人iでは，

ベルン 大マ:の Lang教授， パ ー ゼ ル 大 中 の

Rateitschak. PllIss先生，チュ ー リッ ヒ大中の

LlItz教授， Saxer教佼， ジュ ネー ブ大中の

Cimason i教民・ 111;;が~I~ iíi'iされました. また . デン

マークのKarring教佼，スウェーデンのNyman

教授，Wennsll・6m教授， アメリカから

Schallhorn光州， Langer夫主がWf:¥oiii'i名-として

端抗 されました.jIt終 11には，Muhlemann'Hに

ちなんでず'，'TfrW先行による基礎的研究が 4凶発

表 され，Karring， Wennstromら審査委IIによ

る厳絡な質脱が行われ，その応答についても'!W

Ttの対象となりました.学会Ij'十lの夜には，会

長 umのパーティがわが1EIの有IlJ焼の;必斜・をう

けたマイセンの家において盛大に行われまし

た

イギリスにて

9 n 2811ロン ドンのロイヤル会館において

は，第1431"1イギ リス]'A:{同病学会の秋李総会がIlf.J

似されました.本会においては，K(.) 4 "1二Ijij;f:づ 111:

話になったグラスゴ_..'{:のJenkinsにあうこと

ができました.午Ijij'l'は，W i I frecl1'tをめざして

研究発ぷがなされていました.午後は，ウィル

ス学と t.ol-~I，'Mム4.}文l内科技忠 と歯同病，ii'i化日持政

忠 とt4.q)，'，'1 ~Ij;jに ついての講iíiíが行われていまし

た.ウィルス"とでは，エイズによるも片岡炎や的

問炎がt~~1，'，'J;}，i.jの分知として加えられ，その病態

- 9 -
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がぶされました.ぷ 3に，ロンドンのEastman

Dental I l ospi ta lの Ne\\"man教J受の分~fiをぶし

ました，III V， Perio-dontitisとして仰山づ けら

れています，I山内科やii'j化総領岐との!日J.;遣につ

いてらJ??;ぎされました.

まとめ

今1111.1 1<1↑ffの J'，~ なるスイス ・ イギリスでの(~~

l刷I;'j" ;:;に |民lするほんの一部を!日jい J~I ることがで

きました， 4'->1とであれば，第 41111111防汀村J削Ikj";::
会(トルコ. イスタンブール)において先ぷ f

><>< :><><><><: 

本でしたが. "，ボ ・I~仙の影響でとりやめ，この

ようなおもいがけない午:会に参加する ことがで

きました.また. 4~~::i杉山をII.~': (2 ) 1 1'.旬)にら，

2 )1のシカゴにおけるミッドウインタ 一学会で

先ぷすべ〈準的を進めておりましたが，同椛の

・ I~↑lYで ÎI thiすることにしました.人知はみずか

らの知jt;により ，I併aをつくりあげたようでい

て， λ:は，ォリ百のくりかえしの1ftモ3とであ ったよ

うにおらえます.いろいろななl対立で， h;i.'，~，: にも

どる必裂があるようです.

第3回、大学教室と同窓会員との懇談。

'11.1ぷ2~1'.1 1) 111 11 (H)午後 111.1:より3111111の恥J.::'戸教本と l，iJ窓会!tとの憩J炎会ν がIJf.JB);さ

れました. 今年j主は第 2 前科tilì総学校本(全日IIIÂ~'{~Nif中~1'. ~'，)か ら IJ!{ 古1111 :じ桃山IÎ. 小 型f' 柿

』桃山1;，森 除ぃl消印1;の 3先生が，'I'，I，'i';され，大..;:・における 3つの，1+. すなわち敦子J，研究お

よび!日:，1，木ーについて， f守先ノ1:からそれぞれの分肝を代ぶしてご排出いただきました.

ホ教育について、

小野手1't，i，'ltlli)i 

第 2前科l1Ii組中教烹は 3年'1;:に首Ii綴♂;:;総I;j命.

4 1f'l: (こ全部IÂ( 義的..;::の講義と実i'~ ， 5・6if 

' 1ミに臨~IÂ( f'備およしピ臨~JkÆil'l を1Jl当さJ.lて L、ま

す，MiiW;::総J命では，全般的なが桝を. また1:

i~líJ.本義的.，;~:では義的の作製に 1~4.ifする 1，:âfr↑'I't'f.~~

を交えた，Wt義.悦110!主;1'1では，できるだけlriJー

のf長引を完成させることを IJ標として全部jぷ義

的の裂作と岐イ::-JA(， II~I人トレーの作製が課題と

のこと です. リブデント FB-30陶的と既製の法

陀JA';-， スへースゲージの使川で良い結果を得て

お られるそうです l~l~IÂ(実 ÎI~ では Ijíj 平が 7 迎.

1灸下が 3 .ì並l と~'.~ ~、 ので比較的l~JUI II\Jを~する Mì

組では|・分な!反米ーを行られなかったので， ‘I1.Jぷ

3 '.ド J!.tからは (A~イバl と t'llì縦利 がk:llむこ とで仰の

JUI川を使ってliM，lkj_;;刊の必IJ;，t!‘を乍げるように労

)J '1'と のことです，JUIiSしたいものです.教京

では卒業したばかり のliW.ぶ研修阪の レベルが低

ドしたことに対して.教宅独fIのカリキュラム

を剥lみlλl手話のある守-後教育をされているとのこ

と です. 教i'~で{立教 fiこそが私予の最ヨi~日~l起

だと のよti認にたってお られるそうで. 1付谷のあ

る教Tiは勿論として，十:後の研修にら役。:つ教

本でありたいと のことで した.

- 10 -
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ホ金属アレルギーについて、、

服部正巳;州i

< -~ 

第2(~:i科 Mì総・-;::数千:で1i"われている研究iti品}J

についての概要が説lI)jされました.第2~Iì主(1'-;::

孜前の研究{こ対するう徒勢は1・1象がどんなことで

ら.7itに臨床を考慮に入札て行われるとのこと

です.

ノト1111は数ある研究テーマの'1'より， jlk近とく

に抗j也となっているアレルギーにl刈jiliした川組

として， 51;長にがif科制岐に|県l係のi来いイ'ft};11，アレル

ギーについての，il'ltuiiがありました.われわJ.l1H
flの I)Wぷに íìí; ・J~ し ている ~'としては. IEしい知l

ぷを持つことと.1~:Hl} 1l イ'(i:1t1!，材料 についての 11 :

しい比併を持つべきであることが桁jfさされまし

た

"I'ltiii'illl， l'引特11干引'，;(にこが拘キ干科:千}り川j川川lリjイ令b肘'ftlit:，瓜4として(使史川4釘狐正浜iI皮主のAω"万:， i 

いt此tイ令?託制'ft);り叫};凶I瓜比のAuやPd(にこむ!感占 {刊1~ さ jれlている，4.t也止

いるとのことで.われわれとしてはどのように

刈処していいむのか考えさせられました.今後

の(r}f'先がJYli，~，されます.

ホスプリントについてホ

:f~ 隆司"削11;

年々.~;，:"h・j'l;t:.~ムj院の ~IIほ~Hlで与も . いわゆる

加l則自・í~，'I: と診断される.也 Jうさんの 数が1\;"1Jl1する

傾向にあり .その対"与に:"1'1.&しているとのこ と

を IlU ~ 、ています. そこで，私述一般I~~~ ，..jç l災の|対

心が1::'いスプリン ト却をは;について，第 2i'*fll，Mi 
総学教:十i~~l 1'-1の考え)jと製作j去を'1'心に解，況を

お国iJiいしました.

スフリントの製作に際しては，まず干屯々な診

断や検ffを行って~I'I:状と岐イ?との|刻j曜を制ftす

ることが極めて沢民であること，またH交イヤ!な.

妹にH交Jiú似合{立の機íìiUI~) な交えi::を第ーの 11 (1'.)と

してスプリン トを拡Ji:するので. 1，'1:例や:)，'1::1}:;に

よってはもi:状jj'j浴後のするtlli組処;;1，:7)'11111必とな

り幼いために，スプリントの製作と使川にあた

っては以終的な hlì総虫色 ì;/，~を卜分に配1.&する必要

があることなどを . 臨)..j~例を II ~/Jえして J!， f1~(I~) (こ

両手J見されま Lた.

以後に， ;IU史!首iやそのJ，'~ IJ~組織 ・ {aifïç に 1111 ら

かのl'1 'Jt(I~Jな不快川:状をイiする.也おさんをす'íil則

前'j~li : として同ーがjに従えることなく ， 病人であ

るiJ.1..;うさん 11~1 々について111 下の身になって守え

るそ~:V，~で娘することが組;1犬の緩解にとってM: ら

大切なことと 与えていますと結ぼれています.

以 上，第 2]'4.1科1t1i*lY;::数本の救ff.(r}f'::i'e. I~M， 

lぶについて件減(:11;より [本な説明があり. ..W'，;;r; 

にイi立荘な、子11を過ごす'J';ができました.

一 11 -
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班だよ り ; 
、U平包坦包E電車，宮MX!...a;p...竃X!'iX!匂島匂砂割!-c(!，匂X!匂X!'W..e官坦宅島定f.!eI・.，....oX・‘息"''W宅X!.'W...........ea匂酢日告をX!r.X!'i)(!亙I!;!>匂理官予s'

.小牧班

歯 科 界

小牧住人

111:の '1 ' ，ノト受験シーズンのJ~.~t111である.'1び

判新IlfIに"を泌すと.子予約~の 1'， ljíjが，紙 l(Jj い

つはL、をj.!llめ.多くの7:校 ・..;::部があるのに驚

いている. ~'<:々のlI.ntには ， 114校f;~いの受験で

あったのが，今は八校{立い受験するのが一般的

であるそうだ.fllfとらお IIf笑しい11;刊にである.

受験のゐの.t~川が. 30)jから50)jも掛かるそう

で. 叉-験J;(~;l3 )j々 必である.それに引符.孜々

の向手lWの以j誌はどうしたものか.物flHj卜'.-1'-:こ
対 して.iL~ ~、 と ↑n り を感じる科!の点数改lF.，忠

れ・放の減少， その他色々 J出条件ばかりで全く i刈

った・li-である. iì~J~ L l {1M保にいたっては，jltた

るもので， どこの的利I'J~院でも llIiを桁めている

1::1組であろうとE.います.これらの忠条件をfnf

とかHTVJiしなけhばと .色々~，・ えを jg らしては

みるが.11;':.L!の)jW，下段はどうしてら浮かん

でこないのが引状である . 併さんは守正.~ ~ 、考 え

カ{fllfか;'(.かんでいますか.

1O ~) :'ljíîは良かったと . よく Url きますが. 10年

後はどうなっているのだろうと思うと .今一度

引状を47え.fllfか下を.Hたねばならないと前jt;lJ 

に!出じます.卜tl体として1j'μjを}~こすものは，

的利|火山)i会を '1'心 とした出品i))をJUJí.~ーするとし

て 司 fl~1 人で行える fllfかを '1'. く 凡い ，' )'， し ， それを

'j.;; lilRする ・ l ~で，将 )j~nのある歯科持を 11; らなけ

れば、.Q~、後継 れ を "(i てる ーl ~ ら できません. flAI 

人で1iえるいIかとは，それぞれ作fl̂1によ って述

うであろうと思われます. 符さんのMl~のiufか

を'1'.く比つけて l、ーさい.

11M人の小さなう1)J を継続する ~Fで . ~li:々の"

~.~である 問かな必のあるT~材:げよを築こ うではあ

りませんか.

rJlJj兵はまず11券って1Mる後に'ilJi.いをよ1<む』

係".

-中島班

中島班学術講習会と忘年会

加納 源 (121111乍)

12111311(村に，!I，!. \'O ê: ~的li.j院の柿本ìfì 先'1:( 8 

1"1ノu稲川dil.J亡病院の 日トー枚係先ノ1:(8 1111ノ1:)

をお迎えして II}陀外手:1のザ:術論門会を稲iJ-!di以

梢院にて 1l~lnll しました . o_L，l '1' f.!jJ:)f.にと って 111.j病

院は. 2 次|夫総の~n介先として ífi:~な病院で

あり .1，I，j光州とのコミ ュニケーシ ョンをらてる

坊 として.このm:σ)iMi))は我 1々lf.J::t1宍にとって

たいへんあ りがた く思 って います.ilI:l.就けて

いる"比例会のためl山j光'1:!こは講演内作などの選

択に修1I:，'，'-)，が多いと思いますが，これかららよ

ろしくおJ~J[¥、いた します.

"，'I~ ;"1会終 門会，jb'jJi)iを変え，Ilhj先ノ1:とIIII窓会

m 点目1; より ，'J'，m;~ 、 ただいた鈴木先1 1 : を IJtjんでの

忘年会とな り ました. その1mで次fド j主のi~Ll改

j]1¥をおこない. ~:.ej fi，;J )主光ノI~に引 き就き f~f.1去をし

ていただくことを全il一致で決定しま した.
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こころをもとめて.. • 

市をと っている担イ1:.( 1 J-J HI)).れii.i~II¥Q /f'が

とうとうはじま ってしまった.、11初jの短JUlj決.li

の hllll を j~ 切り， J~ JU I化の掠~I I をみせはじめて

いる . 多H，I路市は . 武出だけでなく作戦~1'lllil に

むハイテク機慌を将人している.しかしながら，

長い開史に組ざした民族問題や物'h'こ対する4・

え )jに ， どんなM:$}i~JLの兵出 も j曲川は しないの

ではないだろうか.'I'.ll.oi攻守1をうと-機として， Ilil 

内外で時々な|!!日起点が検討されているが，人Jifi

が**のこころをJ(えりらどさないかぎり， J'.[.の

決Ji:はつかないであろう .平和l'1'1山という人

~jiの事とは災)jUに$くの人命の炭火と環境破j災

は避けられないようである.1i投/f'・からはなにも

うまれてはこないであろう .現代十|会において，

ヒトとヒトとの人HHI民j係やヒトと社会邸境との

~1I 11:1民l係のうえで，こころのTをみや山泌が内な

るl淡いを次々とうみだしているのである.

ここ ろとは，- f~なにものであり，どこに{{:

{I:してきたのであろうか.約6000{l'-liijのエジプ

ト 1 : ';0 ]11年{~の，心n~ ，l見や， k{.J4000イ1~ liíjのノ〈ビロニ

ア1:IJ，III年代の!IF臓，況などの記鉢がおぼろげなが

ら伐っているようである.こころのよ りどころ

を脳にもとめたのは，ギリシャ1時代のヒポクラ

テスであった.

「人は， )lil，によってのみ，喜びら，裂しみも.

笑いも. )L~炎ら， ，またまた， 1嘆きも. :々しみも，

悲しみも， i反のでることも知らねばならない.

われわれは， !Iil，あるが欣に，思考 し， 兄IJrJし，

美醜を知リ， iq::起を判断し，快不快を覚えるの

である・…・・.Jとしるされている.また，広静林

(三γi';JE-昭和1711'.版)によれば，こころとは，

からだに対するもので.1.立織， 2.おもい，

3.かんがえ， 4. たま しい， 5.おもいやり，

6.きもち，7.あだしごころ.8.たくらみ.

9.むなさき，10.いみ， 11. ふぜいと記，1戊さ

第 3保存学教室 稲垣 幸司 (16回生)

れている.われわれ{ふこころをjillして， 思い

そ7え.11年には思いやり ，また，iJ，'i介lこ!必じては

よからぬことを企んだりしている.iftく美しい

こころであったり，雌くゴニんだこころであった

りする"変かいこころの持ち主といわれたり，

冷たいこころを持った人といわれることもあ

る.こころは，制度感党をもつようだ.32大で

大きいこころであったり，こころが扶〈 小さい

こともある.こころはひろカずりをもつよう fご.

また，こころは，傷ついたり， 1)'~んだりする .

1I.y.に， くさることもある.しかしながら，その

ようなすさんだこころも， .~~正大でおおらかなこ

ころのliijに，;t，徐々にいやされるはずである.

こころは， 1111るかったり， 11青かった り，強いこ

ともあれば.44いこ ともある.こころには，強

弱やlりl附があるようである.すなわち，こころ

は，このよ うに「ワク」というか「カタチ」を

もっている. しかしながら，われわれは，この

ここ ろを比たり，触ったりしておおよその大き

さを実感できるわけではない.そのためではあ

るまいが，いにしえより，このすばらしいここ

ろにまつわることばが;liりつカずれてきている.

前述のjぶ昨林か ら，印象深いことばをひろって

みた

こころいれ :主lをつくること， (.主立

こころう つり:ここ ろがわ り

こころぎも :柏村

こころづ「くし:こころをつくすこと

こころな ぐ :こころカずやわらぐ

ここ ろにくし :奥ゆかし くおもう

こころのあき :こころのさびしいこと

こころのあめ :こころのはれやらぬこと

こころのあや :いりくんだ心1('

こころのいつ'み :こころに浮かぶおらい

こころのいろ :ここ ろのさま

一 13-
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こころのうみ :J文批のひろいこと

こころのくら:こころのまよい

こころのたけ :おらいのかぎり

こころのとも:よくここ ろを知り合うぷ

こころのはる:こころのどかなること

こころのみず :こころのi.'í' ì~J守:を水にたとえて

L、7
こころのゆめ :おもいまどいて夢路をたどる心

地のする こと

こころばしり :こころさわぎ

こころばえ :こころのおもむき

これらは，どれをとっても脈問あるこ とばばか

りである.

さて，このつかみどころのないこころを掠る

のは，われわれの脳であり.そのJJi誌がやどるの

は，われわれのからだである.昨今のめまぐる

しい社会経済情勢の変~や栄公 ・ |突出 I(IÎの先版

( ? )は.あまりにも2、述に凶手IJさ快適さ ・能

;t.ltl:をili求 しすぎてはいなかっただろうか.こ

ころを，なおざりにして昨実にモノは解明され，

j1s出してきた.コンビューターがどんどん，わ

れわれに按近してきている.その-)jで.われ

われ1'1身が機械化 してしまい，ここ ろの(f..(tを

炭火しはじめているようである.激変してしま

った社会邸境のなかにあって，われわれのここ

ろとからだの111fT 1刻係の1111路が引いはじめてい

るのである.!Jl(1::社会において，こころしらず，

こころないこ と{ぎが村げTし.-1，，*のここ ろのJ!f~~

ffiが失われつつある . ここ ろのJ.~失によって ，

われわれは.どんなミサイルよりも，どんなに

切れるメスよりら京大なダメージを被ってしま

う.いま，われわれひとりひとりが， -1"米のj瓜

Vfあるこころを，とりもどす必要があろう .

愛知県参議院補欠選挙における大島先生に対する援助金の御礼

愛知，}:院1術学部hi]窓会設立.以米初めての1"1会議i1が，1日l窓会Llの心からのご文躍により

誕生いたしました.ひとえに会itの仔様)jの物，じ‘1.I，jI (IÎ にわたるご 1tI，)J の版物と !~;;.qf してお

ります.この紙I(IIを持ちまして御礼)j々 ，抜山させて般きます.

.編集後記

37I1Eより

文古11役11より

{也大中

11前会長選余点1]全

手IJ

J十

(， 
.，ニμ

1 3 . 0 0 6.0 0 OI'J 

1 . 3 3 0 . 0 0 OI'J 

5 5 0 . 0 0 OI'J 

1 . 1 8 1 ，0 2 71'J 

35.808J1J 

16.102.835J1J 

任期l1iH去の合戦となりました.この 2{I:.IIHで34-39 \;ーまで1Il、11 させて政き者I.F.・J~~~flJすることがで

きま した rJ~Eだより」 では，符班のfa付設のご Itl，)J を NJ. きまして誠にイiり日mうございました.また，

特に保イf・，，;!:絞首;:(l~H'，Hj.í";::教官)の稲川先'1 :には，長い IIIJ シリーズで';::1，1可制|にご校制'yb: きまして11

くお礼1]'しLげます..j11.、"，J..jとしましては.nulとるだ(tlll'(_みやすい紙I(IIづくりを心がけたつむりで

すが，不備な点 ら多々あ っ たかと ，也いますがお ，i~: し抜きたいと思います. 1，i1&(こ.この 211'川のご

愛読を!出訓いた します.
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