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鮎つかみと鮎料理 平成7年8月24日附於香嵐渓ーの谷

巻頭 11:::1 
MIJ支部長 山 田 史 郎

この fî初めてハンガリーを訪れたが、その地の大地の恵の~かさ に鰐く

と共に 、 I~I 然のままの昧党の索n，~' らしさをあらためて認識させられた。ま

た、問 じヨーロッパ内でも国により食にたいする泣いがまったく異なるこ

とも認識した。ラインの流れを越えわずか10数キロ離れたフランスのシュ

トラスプールでは本来ドイツの食べ物が比た11は閉じでも、 全く洗練され

た昧には、現在言われているEUは、本当にこれ以上の統合が進むであろう

かとふと感じるほど梨な ったものであった。フランスが核兵日誌に対して認識が保守的であり、 .*1秋

祁国でも保守勢力 (旧共産党)が再び勢力を盛り返し、u:1i主七段、宗教戦争に近い各国現状を比

ると 、世界は必ずしも常に新しいものでなく 、振り子のように動いている様に感じられる。

我々の世界に目を転じてみると 、今川訪問したハイデルベルク大学的学部病院は索118ーらし く、見

初うべきものが多々あった。一方、相Ii紛診療室では学生診療というリスクを抵価絡という形で忠者

が受け入れている現実は、はっきりとした受益者負担の原則が生きており 、それを認l識したJ'.での

医療を受ける姿勢が伺えた。円本では、世列ーの制度とされる同民科保険のもとに不当に押さえら

れた診療報酬点数と、現在の診療報酬が決して安いとは考えておらず、低医療費のままでより ，.百度

で、アメ ニティーのおい医療を追い求めている国民との1mの認織の去はいかんともしがたいものが

ある。このギャップを我々が日常の|如来の場で忠者教育をどう行っていくかが、我々医fJl人が安定した

生前が出来るか荷かを決める諜凶であろう。この際、我々歯科医(illiが2:t々 と胸をはれる診派内界の

えi;kを行ってゆくことは言うまでもない。
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各局活動状況

( 渉外 】
・第2回技朋会愛知県支部との懇話会

11 il年:千成 7年 7)~ 1511 (1-，11/11 11 ) 

午後 7ilキー午後 9時

J品 Ji庁:rpll主」

!I'，山行 :技IVI会愛知県支部

支部長 " i 刈1JE 1: 

i~ll 支 部長 勝 目f 進

I_.'{務 理 2ド ti 1隊十・犬

.flli・JH組織) 川本，，:起

f11!.~日(学術) 鈴 木弘 ~fì

同窓会愛知県支部

ぶ古1;長 佐 Ji際 ジム ?1

114務理 事 加1 J雌 j'j I以

'';ir; ~:ガ(渉外) 令 i事俊文

常務(，γ-術) 小川同点

参与 }jll )燦 11'1:彦

昨年に')1き続き、 卜".1.e'A!::)itiにて愛知'下院大7・

山科技 |い1/-1"]学校同窓会愛知県支部との恕話

会をIlf.]似 しました。

技JVl会愛知県支却は昨年先;{したばかりで、

引作品Il織作りに))を注いでいるとのことです。

今1"1は組織について、また乍術論iiii咋今後ど

のような点で|お力し合えるかの 2)，'，':について協

議しました。

( 組織局 】
・平成7年度第 1回班長会

11 il、?:平成 7年 7月811 (i:l 18: 00-

場所 :米山会館;

イド年度初めての班長会が、J'"iL11 f"¥Iこて行わ

れました。

l以卜u;1j文部長の開会の併に就き、 iJc・際立古liJえ

が「ますます拡大しつつある|日l窓会を思いやり

のある知的な%同にしていきたL、。」旨の投拶を

され、さらに大品常任顧問、小付教技 ら挨拶を
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されま した。

加藤'，Ii-，f-J5JII!.‘J';によるlW役員の紹介、れ.pJEJ.去の

白己tJi介ならびに.pJEの近況報告、本音1;代議H会

報公、谷川より今後の ・J';業7・定が報告された後、

各委11会報;与がii'われました。

引き就き「ブロック別懇談合」について協議

致しました。

まず組織!寸よリ「従長k2年で 1クール1iって

いた懇談会を今年度より 1年で1クールにして、

各庇より の参加lも3-"名から 2:?'，.f!，¥に減らし

たい。また会11の，な凡を11IJく機会が減るようで

あれば、r，.f1f会に支古1;役員をH子んで1[1川咋をし

てTtiiきたL、。」行の;見"JIがされ、こi.lに対してい

ろいろなぷ凡をffiきました。

また、同窓会11の所属地区、 相互扶J1)Jシステ

ム、Ilil試の成松吋:について、多数の班長からい

ろいろな質川や江凡をTl1きました。市先なご;H

U~ありがとうございました。

午後 7il.'i過ぎ、)df-日IJ文部長のjU:]会の併をも

って会はい ったん必を閉じた後、懇親会へと会

場を移しました。f)E:b長会の時とは打って変わり、

背リラ ックスした頗となり 、話に花を咲かせて

いました。tJrたな交流の拾が広がったようです。

お忙しい小、，'I'，);'(;J買いた先生方、誠にありがと

う ござい ました。 紙同i を iiI りて術JtL~I~ し」てげま

す。
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学術局】

安城税 丹羽 修 (llllll生)

7日911、尚ー学部同窓会愛知県支持|けよ俄のf;t

8匝1"大学品庄の初介と小排出会H が楠元三j三合

*111綴ポi説室にて I~~J1Il¥されました。今11'1は矯iE学

講座が~ばれました。

まず飯塚哲夫教授による「前科矯正学の教育

と;1犬i}(.J とj出して講iiiiがありました。その，'，で

td近の研究テーマおよび研究成果が先ぶされま

した。特に礼的タIJJUIの反対岐合は、永久愉'YIIに

なっても臼然治癒する ;1川合がかなリ iL~~ 、とのこ

とでした。忠者及び父兄に正しくアドバイスす

る必史;性を強く!~主 じました。

次に"，村II({二講師による rll交合が|刻 tl-する全

身症状の診断と治療について」と起して、実に

熱っぽい排出がありました。まず中村 ~P，:r.llj (j:、

「人Il¥Jは 1-1JI空内にイスを持っているということ

です。」と三われ、安定した生理的11交合を 4本の

iiが!日lじ長さの安定したイスにたとえられまし

た。つまり不安定な~1， / 1 : .fl...ll的H交令は、 " --1，;の足

が同じでない不安定なイスということです。

この不安定さを引き起こす原因として①下切

の三J大正的偏位、②H交9j[F渉、③下顎の足並i)J制

限、 ④11交イトifI心の不調和、…等があり 、H交令関

連'IiEとして、顎閑tm症、日iti怖、 肩こ リ、日の疲

れ、耳なり 、ぜんそく、 …等の全身症状があら

われることがあるとのことです。多数のスライ

ドで示されました。

----

iri保としては、 H交子干の安定をはかることですが、

そのjji去は、まず 456のうち少なくとも左右 2

.'.~I:の対岐接触が同時:にあること(すなわち 4*

の足)、そして、そのIh'1"'、前指針lに{':iifI負担がな

いことだそうです。

これからの我々の 11市臨床には、'，i;:;にH交合の

交えi::を念頭において?fi'lttし、まちがってら全身

1iEtkをひきおこすようなクラウン、インレ一等、.

セッ トしないよう 心がけたいものです。

愛歯東三会、

愛知県支部共催学術講演会

山川m:内藤 久典 (18同生)

・Î)反7年 8月21111(村、盟椛ホテル向担にて、

愛惜米三会、愛知1m支部共{在学術総iiii会がrJNか

れました。本年度は、愛知学院大中橋jE学教室

~11':Mj" ，村 IIg二先生に「的が|見l辿する令身症状の

診断と治棟、およびそれに伴う析しい11定合概念

( Eゾーン治療)J とL寸演題で、約411刊行にわ

た り こ~ifllιi"i をしてf(iきました。

参加l省は81r.で米三会以外の他地|メの先生)j

が2 1 r， 参加l して fji き 、 i l~ 々他地1:><:の先生方の参

/111がふえてきました。

，'，村先生は11交イト|民J.i1Q，'I': (宮iI刻印出やiiJi痛、Jri 

こり 、Uの彼れ、上|ーなり 、ぜんそくなどの暗合

|央Jjf出状)についてのお話しで、これらを_bJF

とした忠者さんに対 して.fljl:t!:!1I交{""}を作るので主

〈、本米健常者がもっノ|モ担H交合を!日HUさせるこ

とをして いること、 そして 、 病(I~Hfl:状誘発l攻合

|よ1r (①下mの ジ大Jじ的自首位、②11交介|二渉、③

ドす1lの運動制限、 ④H交合重心のイ"l1liJ，fIl)および

。δ
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|見1rl!1刈チ(①IIIlu1ff械、②舌械、③不良委勢、elc)

の診断に従った?fi療法が必要であること、そし

てこれらの.也おーさんを治療する場令に rEゾー

ンJ(岐令重心) という 11支介城がllkも人・切であり、

この rEゾーン治療」を実践する手段としてBS

Splint (Bio-Seclional Splint)を使J11しておら

tlることを、弘主例をj並じてわかり易く講演して

庁iきました。

また、議[iii会終 n炎、恕税全が1lf.Jかれ和やか

なうちにii文会となりました。

( 厚生福祉局 】
[本年度の厚生事業について}

1 • ドラゴンズ'I役チケットフ。レセfント

8月3LI (榊ナブヤ球場

.-jdf'.むドラゴンズIj役チケットフレゼントに多

数御!応接いただき、誠にありがとうございまし

た。残念ながら、十111選にもれた)j々 には大変'"

し訳ございませんでした。

ぷ千干の方は延長戦までもつれこみましたが、

惜しくも 3- . 1 でべイスターズに!!~れました。

例によってなが~いゲームでした。終 f後ドラ

ゴンズの川又、広:~I午、 仁村、 立浪、 '1 '村、脱品、
キク山旧、的イトの 8t，のjJi手を.iiliえて、懇親会

を出し、参加fiは一般に選手と楽しい1I;y.を過ご

すがができました。

2 .鮎つかみと弘'irl・.lW.

8日2411附芥jJ{i史 ・ーの谷

鮎つかみには75れという多数の参加lをいただ

きました。昨年とはうってかわ って水批が極め

て多く 、またノピ肢にら JU まれ rlJI~たちら大存び

でした。舛食には~i料埋をいただき 、 その後ビ

ンゴゲームをして楽しみました。

3 . 家h~~そろ っ て r (峰狩り

9JI]01l(l1) 大附 ・繊桜山ぶどう岡

1':峠狩りには96人の参加をいただきました。

お天気も品川、ぶどうも間作でおなかいっぱい

ぶどうを食べた後は、まさがしをして楽しいー

11年をすごしました。

.1.ゴルフ大会

9 )-12811 (村オールドレイク cc
快:11，';-. 1放1!J1のMコンディションのなか、 61'(， 

の参加を í~: て、ダブルへリア )j式で、 競技が行

われました。 lji-スコア続出のなか優勝は安光'1:.
第2f立(;i阿知lil主光'1・、第 3f立{おl制点先生でした。

レディース第ー位はIIIIJ光州の!匙掠の奈忠夫椛

でした。|仮 1'.品1I支部長、大r.:j'，:;:; f口証W:Jの技拶に

あtき表彰式が行われ、 外人、人1't、 11Ht賞品そ

うでない人は参加立をもら って楽しい ー11を終

えて帰路に折きました。

また、会uのf，什;(<で厚生・JiJ~について j，'tIJ芯; 比、

御希望がございましたら、作成長または!H文書1I

役11までお11lIかせ下さい。

[人材セ ンタ ー]

ボ人、 ;Jt臓のご史望を受け1.1けています。

平成 7年度 9)l"fミU現干1:
求人 6 1'1二

ょド 職 2 1'1'-

[弔慰活動・供花の要請]

作斑長へは、 F-netで辿給しています。会瑚E

l付会以への市町j1i~の御協 )J は従米j邑りよろし

くお既[~、致します。

向、休 I1守;で113支部に辿給できない場令は、

r {υl~J さん(瑞相区)に辿給 1; さいます般おl似し、

放します。

T E L 052-832-8446 (F A Xむ|司じ)

[弔慰報告](千成 7年10H1011.fjt化)

平成7年

(j.16 8同情 山田問之君(守111地)ご尊父逝よー

G.16 3Ji11'巨 大竹Jl券tVC;(i羽[ jτ) ごむj堂逝よ

(j .17 10阿'1: AJt一成君(次以)ご1.'1'.父逝L

6.22 1-1同情 大塚英1113ねー(I十j I>{) ご尊父逝L

7. 6 4回生 以IH正夫:t_¥"(瀬 Ii) ご尊父逝去

- 4 一
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7. 6 11凶生以川ぷMt芯(北 医)ご部父逝去

7. 9 '1 回 ' I~ 11 1 川史民IWi(ì'~1i 戸)ごI:):';;t逝去

7.19 18阿佐 山由主f.'i'j煮(名東I>D こ討:父逝去

7.26 2 回生小品邦-Yj;;(4' (附 崎)ご IJ~I};t:逝去

7.28 5同生 法佐芯版科(守11 1M) ご I~t ，j~逝去

8. 2 18回やよ川J:{.己iボ(岡崎)ご尊父逝去

8. 3 41旦l乍近 藤 i児科(盟 Hl)1
}こ'J1父逝去

111旦|生近l終処lリl君(盟日I)J 

8. 8 6回生 1'111谷純一 -科 (熱田区)ご nJ:~止逝去

8.14 1'11!!1生手i)1: 学:g'(愛盟)ご\~:父逝去

8.23 6田小 川村lilti-君(知l 多)ごは父逝去

9. 1 20 1!!1 生伊藤点信.:{~.(愛出)ご時父逝去

9. 8 211111 / 1~ ノk~r'修:君(知 多)ご的:父逝去

9.12 8[i]生杉;riUl文君 (~2 )1 1)ご~~'.父逝去

9.21 121旦l乍熊谷総I~~-{o\' (天下l区)ご1:]堂逝去ー

10. 3 81f.lJ'1:: ，kJj反利行宥(三号 r*-j)ご必:父逝去

10. " 151百1'1: I!:{げ'111次.f¥'(犬 iJ 1)ごl:j:';;t逝去

10. 8 61[11'1:: Illnl忠彦お(春日井) ごろ:父逝去

11JY んで、 ご~.~ .r)111; をお祈り申 し_I'.げます。

* * ~買*
ドラゴンズ試合を見て

愛盟班小q・，1{ド 加藤世太 (iInl生加藤 111:-先'U~労)

8 )-J 3日木11/11110 lIi'ih。その 11は、"111ファ

ンのボクにと って{ぷちに待った肝球観戦11でし

た。夏休みに入ってからずっとIlj'fればかりなの

で悶の心配はしませんでしたが、お父さんは、

「くそ暑いぞ。」と 点っていました。ぽくの席は

パックホームのまうしろで満員でした。ヒッチャ

ー落イヤ英二で試合が始ま りました。 11111ぷに 2

".IX入れられ、 51111に I点入れたと思ったらすぐ

l 点とられ、 71111で同点に追いつきました。延

長10回残念ながら、 1点横浜にとられそのまま

ゲームセットでした。 4 対 3 で ~~I 11はfi.けまし

た。ぽく(;:1:， ./1ミ懸命応えんして，!iがかれてし

まいました。

試合終Ti去、11111の選手とのこんしん今があ

りました。 8人の選手が「かにJ草梨」に米てく

れて一緒に食'J¥.をしま した。全t1、球場で見る

よりずっと大きくて、びっくりしました。ぽく

は、仁村選手の大ファンです。そのイ:十JA予が

ぼくのとなりにすわってくれました。 ドキドキ

して，!iが1'1'，ませんが、おもいきって、 「あ く手

をして |てさし、。」と言ったら、r7J:ん年生?J と

聞かれ、 r4 "Vたです。」と答えたら、「私の子供

む，1$ I~ノ I~で女の子だよ。」と ， iわれ、なんだかま

すます好きになりました。選手速は、カニをす

ごく食べていました。ぼくも、将-*プロ野球の

選手にな りたいので、ガンバって、た くさん食

べようと思いました。それから、質問とか、 サ

インとか、写r~.などをと っ てもらい、返さしく過

ごしました。復おそ くなったけど、最'"Jの 111 

でした。 また、米{I三もあったらいいなぁと思い

ました。こう いうことを与えてくれたお父さん

の|口l窓会の人速に感しゃします。ありがとうご

ざいました。

鮎つかみと鮎料理

世情j記美岐I 佐々木秀佳 (20[i]':!::J

・nぷ7年度、 2 何 U のm文部]'!-~t卒業「鮎つ

かみと ~iitlJII!. J が 8 Jl2LI nに存jぷ渓で開催され

ました。

P
D
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、1'111は、まだまだ政件きびしい中、約70r，の

参加がありました。

(-供述は 1--からjたした弘liをつかむのに必死で

大人ら無邪気につかまえていました。そして食

べきれない程の鮎料開を烈しみ、久しぷリに会

うI.il級'1ミ、先輩、後検 との会ぷもはずみ、慌況

のうちに終わ りま した。

まだ・!主もこの1-J(~・ ) '/' 1 : 'I ~::tに参加された '1c 

のない先生)j も、是非参加されてみては~IIHで・

しょうか。

fゴルフ大会jに参加して

刈谷川 三輪田岡IJ (161111'1:) 

:_!lfインターからが11JI'インタ一、 19~;・ ~~Jl を

杭て、 もう少しで岐I'I¥.!Uか、というところにあ

るオールド レイク ccまで、はるばるメIJ谷から

"il窓会愛知県支i郊のゴルフ大会に参加させてい

ただきました。刈谷別にいる、県支部のある役

Llから下ば強制的に"先われて、初めて|おl窓会の

)'/'1: 'l i.J~に参加l しました。 行ってみるとむかし

のや11川やliil級ノ1:に会えたりして栄しいものでし

た。 ゴルフの)jはというと、ノ〈れもよく、コー

スコンディションら l(if~'，'j で十?とワイワイ楽しく

フレーする ことカずできました。スコア{ままあま

あでしたが、ダフ.ルへ 1)ア)j式のおかげで、役

び引からも ì~úれました。 ただアウト ・ イン "iJ ス

コアということでひとつ余，t1.，二社品がL、ただけ

たのは 'tfいでした。

とにかく華麗で'1二どんな -11でした。

『家族そろって巨m筆狩りJに参加して

T-Hdメ州 北村恒康 (16 1111'1~ ) 

「パノ¥おいしいね。」チ供たちの飲Jliが、 1111

こえます。Lる 9} J 1011同窓会主{Il:のぶどう狩

リに参加lしました。

I;~f生11人l はぶどう HIIIが低いので、 )1要を少しかが

めて歩きます。以 トーの'1-:いJ支った応の川から人

る光{立、まだ以の 11X:しです。体をまっすぐに

して、集のIlIJから棚の 卜.に 1-1をやると、延々と

*，kの純監がJ.L~がっ ています。 かなりの人 lれがあ

るのですが、結の!長船の下にH'iえてしま って、

とても的かです。 -)j}ごとに、i'1 ~、紙袋に包ま

れて卜.:1峰が鈴なリにノ1:っています。その協会号の

色イい、が、実に日 に鮮やかです。

rJ分で採ったぶどうのl山手、給月IJです。食べ

bi.題ということで、とてら楽しみにしていまし

た。 子供に叉-けIIiL と j~~ を持たせて、ぶどう の と

ころまで抱き卜.げます。

切ったj主端[こ小さ な交けJlIlから、ぶどうが転

げ務ちそうになり、 思わず[-iJ~の )jをi混として

しまいました

宝さがしで裂しんだ後、お i二段にぶど うをい

っぱいnって州路に.{j'きました。ツクヅクポウ

シが、iiの終わりをつくづく.mい、とu，t)l 、てい

ました。家|付が、'Mりに・式「お'ぶでは、食べ

!iX!辺ではあり ませんより

幹事の光州)j、米政みんなが栄しめる合同を

どうらありがとうございました。

- 6 -
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A
S
A
 

計局

平井;は会iMlJにご協)J鍛きありがとうござい

ます。このけがお手えに開 く頃には、はや{I'.J主

の半分が過ぎてしまう時JUIだと思います。 IIH'.

に引き就き「念11:強化 JIIIlIJ を実施して談、"，.fJ[

の焼以、役Liの先生ブiに御協力をお願いいたし

てお りますが、二道Uと，:ぅ・れもあってか、い

まひとつ、J去、Iiの先生方に念all-に切り伴えて鋭

いておりません。当Jiの説明不足、努力不足は

汗めませんが、お手元に念，!?の入 った.N~Îjを班

長光'1-:より叉;(tJ[えられた先生におかれましては

l'fJ主御-与・紋き、手続きを1[えって戴き、*11'.J主

平成7年度会費納入率・念書セントラル回収率

からの公的納入の業務官j時化に、ぜひ、結1'thI，}) 

裁きますよ う、 重ねてお願いq，しJてげます。

また、!日前に入会された先生JjにらIIII様のお

阪!~、をいたしておりますので、よ ろしくお刷L 、

いた します。

ちなみに、千成 7.{1三9JI2511引任までの公的

人令I"J択をi向l知合させていただきます。

5 {I二Ji分 101人 168，00011J 

6 {I '. J~分 106人 1，272，0001'j 

7 {I'.J文ぅ〉 1，434人 17，208，0001'1 

8 {ドJi分 l人 12，0001'1 

{品I、 1，555人 18，660，0001' j 

'I"J}，(: i 11' 9 ) I 2511 J)l (" 

現E1ミ 会H数 全費納入荷量 % ~ト.・ ι1s2: セントラル 。。 Hf: ~う 会H数 全費納入者及 。。 ノ・~、・ 8 1J 4 セントラル % 
千回~ 1ズ. 65 39 60 25 ， :~ 23 17 13 。;)( 

r. ~t 1:><: 53 i2 cl6 6cl ~k 13 19 ~~ 12 。2H 

止と 1:><: .13 29 67 25 。5H l己 Jじ 51 33 65 27 5:; 

~It |メ. 66 0101 67 39 60 )( 111 21 19 90 17 。HO 

':J' 111 JI!! 76 016 til 10 5，1 I}可イ宇11)1: .18 38 79 29 5 71 

IJlj 1:><: 69 11 6，1 39 58 同l 多 95 66 6¥) 50 10 (i:{ 

中村 1>< 95 53 56 35 2 :{9 iut 5，1 29 5.1 20 39 

1:><: 125 5:~ 012 33 2 28 49 36 31 (;5 

i{; 1:><: 4:~ 31 72 24 58 愛 l、f'，t' 69 39 57 26 39 

II{{手111メ: 60 22 37 9 20 12紛i!U~ 79 55 70 38 

ノミ (1 1:><. 51 :n 69 33 |品l 由々 113 6~ ー:i7 ~6 4 11 

総 rl'.Iベ 18 26 38 ，、st，t• I!I 70 53 76 3~ .l ユ6

~.'!\. 111 1:><: 35 18 31 Icl I:l 知 12 9 75 ， 。58 

小 JI!1ズ 60 19 82 46 78 1止 JJ.並 :36 2~ 67 21 。58 

1:><: ，18 35 n 30 69 メ'J 谷 35 28 80 22 

結 1:><: 56 31 :);) 21 3 I:l J，efr t 20 13 65 3 。25 

rι. ・¥' 92 63 68 53 61 州l己申請以 28 21 (;) 16 。.)( 

i頼 62 :31 55 26 11 A'SIt乙t 111 111 66 :)9 3.1 15 トl

111 6'1 .16 72 42 2 6!) /8品1、 111 2.288 1，，1，17 6:{ 1，073 !):l 51 

イ手 l' )1 96 65 68 4'1 11 57 

(書 記局】

秋もi来まり多忙であった 1{I'，ら残り少なくな

ってしまいました。 ~'<:々凡~[同 む役 1 1会の川

滑な巡れや、議 oJ~誌のw型咋に励んでおりま

す。 又 、)j~{f J主に向けて合判iのよ り光%を Iì!'

るため検川をいたし てお ります。|お1~窓会合 it

の符牒からの航倒的な御肢がiをお15ちしており

ます。

1 ， ~ 3， '1、 5 1口|の役u会のIlllllli と J義・J~Hの

(p}~。

2 ， f~il会だよ り の発送。

3.会総53~}の先f'l と崩集会議。

- 7 -
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(役員会議 事録 )

平成7年度 第 3回愛知県支部役員会

日 時:平成 7'.1'. 7川5日(水1 午後 7:30-

場所:I_[I LI: 

1 . IJ日会の M

2.氏名点呼

3.支持111針先拶

4 .本部報公

5. '，!if)5報 告

6. れJ"j.委!1会、彼氏とー予定

7. :府議 ~H ISi 

1 )フ ロ yク別fiE恕談会の件

8. 協議 ~JJ Jfi 

(斜l織J"j)

] )手術排出会の('1: ( ~f; lf.I J"j ) 

2) 1μl窓会愛知県立::rI120J，'iJ年の件('，IHMIII'Jn

9.そ の 他

1 0 . 取引所.!r~

11.閉会の，Ii'f:

平成7年度 第 4回愛知県支部役員会

日 時:平成 7'.j'. 9川6II(水) 午後 7:45-

場所 :楠jλ亡tγ.'ヲ.1予j

I卜. Il附j別刊会 の計

2.氏名点目子

3.支持11長扶妙

4 .本持11判iitJ 

5.れJ"j'委L1会報(i?と子定

6. 1市 議事 rti

1) I-!"'i 6 1111愛知IVμ車r";:;同窓会懇話会の('1'

w歩j長よ 夕外トり) 

2) ~めti 1 1ド川H川}リ|フブ'Uツ グ}日別)1川lリl凶幼庇:恕談会のF件ド(仰手剥l出凶凶i削tりJ，日J'Jωiリ) 

3 ) 苧h成比 7 'r年!ドt汁l皮丘丈，♂乍.下戸μh郁術ド“仏附f，以 ，1品i刊!

i. t6~ J災事 ISi

1 )出 21nl. 31111フロック別斑懇談会、

第 2InlfiE 1A会11引の件 (組織J"j)

8.その他

1) N~";と行1135r.~J年の対1，芯の 「ド (専務f盟市J~) 

9 . ~~主 'J~ Iりf比

] O.閉 会の 帥

平成7年度 第 5回愛知県支部役員会

日 時:判戊 71-1:'10円 4I-I(本) 午後 7:45-

場所:~~i)L:・-;::~令部 2 会議室

1 . 1例会の計

2.氏 名 .r.I，i.呼

3.支部長按詑j

4.本計1I事日 :ξ

5田作J"j.委;U会報告とー予定

6. .品:，~~ ' J ~ rtr 
J)出21111ブロ ック日IJfiU!J.t炎会の件陥凶U"j)

2 )愛知県支持1120刷年記念'Jc業企画委11会の

('1: (込1務理事)

3 )本市1I代議μの件

8.協，!災 'Jcrfi 

(リn克11M・Jq

I )愛主IIV，~支出1120周年記念事業について

(専務理'Jq

9.そ の 他

10. \~:i 'J ~ IIJf .!r~ 

11. 1'/-1会の 計

- 8 一



氏 名

現{主所

勤務先

卒業後の

日各 Jf，ι ，に

主})銘に

対す る

希望条件

歯科医師求職申込書 受 付 年 月 日

年l立学

市u 型.川j 

11M r I 

アルノ〈イト IIMII 

IIMII 

告白 *:1 '，~i~' 劫

勤務地、条件等に対する希望

名占l云fli千紐区愉7じP1fl-!00

愛知l学院大学歯";::I~I)同窓会

愛知県支持1;
屯話 (052)763-2182 (11'(i!f!) 

II，J)= _ 

11.¥' -

11，¥= -

|述絡先
合 (

戸l生

11キ IIMII 11寺~ 時

11、i: 11M口 II.'i - 11キ

11.')= IIMII 11寺~ 時

Pl アルノfイ卜 円/11寺間

人材センター用



有三 歯科医師求人申込書 受付年月 日

名 称、

所在地

地区 会 (

管理者名
連絡先

合 ( 凶生

歯科医 名 歯科衛生士 名 技工士 の f也 名

状 j兄

治療、台数 4口南 技工の処理 l、院内処理 2、校工所委託 3、 1+ 2 

I1制jfi.専門 経JS食~p;x ( 年)

給料(税込) チE司l' *~ 
行三 同

円程度

1t lzje 豆 ヶ月分 賞 与; 冬 ヶ月分

ノ弘E、 f牛
アルノfイ卜料 円/時間

手当(交通貨) 円 手当( 円

円 円

勤務時間 厚生施設

会報求人案内側 掲載希望 有 ・ 無

保用人数

Jf寺 WI 

育5 自邑

その f也

l、至急 2、随 H寺

1、常 勤

2、アルノ〈イ ト

名古屋市千鶴区補元日Tl-I00

愛知):手-院大学歯学部同窓会

愛 知県 支 部

地活 (052)763-2182 (iu通)

H起臼

P/tl日

名

3、 年 月より 4、その他

時~ 時、 P/，l臼 Jfキ~ 11キ

日寺~ 時、 Pl，l日 11与~ 11寺

人材センタ一間



〔子成 711'-11}J) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 (0 53り〕

委 員会報告

時局対策委員会

1. JI寺同九!取委11会規約の-{ili変記

第 3粂(機|民D

1 )本委員会は次の役1-1を置く

(ロ)，'，¥IJ委員長 l名

4 

(ロ)I，¥IJ委員長若干-名

卜Jじの1111く改定する。

阿.tJ!iJ 2.-1正規約は、 ‘le}))(: 7 iF-6)J 7 FJよ

り胞1j・する。

2 . 会報第52 1，;- にに・|設し まし た JL~:J"j 対策委il

に、 7 1111'1:三愉此-川沼(北区)のJ山政もれが

ありましたので訂正いたします。

〉歯科医療問題研究委員会 〈

安Ll長 天野恵一

.平成7年度第 1回委員会

11 JI，~': ・ 千!反 7 '.ド6汁2211付¥) PM6: 00-

場所 :かっぱ|世|来館(米1.)(:泉 1) 

1 .支部長 より二I::竹説明

2.委[11毛より前1i)1方針発ぷ及ひ。委L1紺介

.平成7年度第2回委員会

I:lI時:・1<成 7午 7月2711附 PM5:00-

場所:愛知学院大学楠J乙:手合 第三会議室

1.小委Ll全編成

〔小委Ll会名簿〕

第|小委員会

。後泌氏a 山山 "‘)1と ノJ，肝秀樹

石川 f‘Y W.々木秀イii" 主

第 2小委員会

@:jI'1 qll 伯 Aln f、t・1t 1 r 柏木干H~'，'.[ 

石川 1;糸川 松IH )b"ii 

第 3小委員会

。竹内 1、L、L二 11，居 J{p川1'.一-ー- /)11)隊道l'ix
佐々木I&t:i 長rj正 lリl

〔諮問::hJ長〕

第|小委員会

株I科 におけるインフォームドコンセン トに

ついて

的不|における PLi去の彩斡について

第 2小委員会

前科大~?の現在のカリキュラムに対し、おf

Llの数は光分とヨ52えられるか?

2 年間の!f. 11~:後研修は~!t.が初当するか?

第 3小委員会

.W~住所における j主J長崎科医を必業|去なみに

レベルアップする均{こ?

・ J~業所前.f'1検診を同窓会レベルで行え ない

か?

法的にi産業歯科医を認めさせるにはやIfをす

るべきか?

2.フ リート ーク

休11.夜111]のl渇科診療について

.平成7年度第3回委員会

1111、干:平成 7年9H28日附

場ー所 :愛知学院大学楠元学合 第三会議室

1. 小委員会会議

2.フ リー トーク

収入をあげて いる医院、はやっている医院

は他といI処が異なるか。

〉相互扶助システム委員会 〈.r相互扶助システム」規定改定の件

司平λ!成ぷ 6 年!位皮え立.首節~ 2 阿4相相11.υJバl
おいて、以下の とおリに規定を改本するよう決

議欽しましたので、規定第ll~に~，~づき、役只

会のJJ"，訟を求めたく宇lU;欽 します。→役員会Jj'<JI!. 

①第5条〈診f従業J去の依頼〉

r 1 会LlはlさlらのIl'71古 ・淡がjによ り、 その

歯科診t従業務を行うこ とができなくな 「

- 9 -
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た場介には、委11会を杭山 して|お)11創刊i • r会誌J 9号編集委員

に対 して診桜業務を依頼する ことができ

る。」

のあとに、

rfllし、本人死亡時におい て〕長務は終 fす

る。」

という 一文を追加する。

②第 7粂

を、

「・・・ ・従Ijijの?fi械の後始末れu支を 11処 とす

る。J

r，…・ー・・従Ijijの治械の縦絞れl主を H処とす

る。」

に改定する。

ドHWJ

1.木規約は、平成 7{ド 9)-1 6 11を以って施

行されるものとする。

〉 会誌編集委員会 〈

• r会誌J 9号発刊に際して

愛知学院大乍t街中古111日l窓会愛知県支部では

「会誌」を 2午にーj支先行しております。「会誌」

は会iHI1立の 1'111:1なj!iを発表する重要な場であ

ると与えております。 より多く の会員の仔絞)j

に読んでT;Iける維誌を 11mし制:!tを行し、たいと

考えております。

今年度は、内容に「特集」 を加えました。特

集は “卒広後の歯科!日f， J，j~研修に明むこと " と致

しました。 小浜市後の{有利|実師を駆って研修を

実際に行 っておられる先生方、千:業直後よリ前

科医院でωf修をした )j、大学に技った1j、的ー院

の前科 flJ住外科で研修 した経験咋々それぞれの

立場、年齢を j曲した芯;比をお寄せI良き今:';~ il'(後

の臨床研修の川組点 と、若い的科医師をfiてる

良い日f修環境とは何であるかを」??えてみたいと

，也っております。

作様}jの，Iu傾(I(jな参加1(投.fi~i)をお願い い た

します。

渇f 名 |可生 氏 t. 
委 il.L毛 i頓 )-1 4 IIIIU ~nll 

高11委i1長 ノ( J' 1 r~: 6 木 下 1I({it'; 

/1 メIJ t'- 6 ノj、L_!j 13~1 J'f 

委 J.! 瑞iA'Jt区 4 古111 .I[司

持 区 13 |人l川 秀 雄

1;: Jhx 13 石川 f，azt ミ

jJ4イドn=)1" 13 小)11 ~~')J 

知| 多 14 l f~) 11 ïf'(~宝

H，j. 20 長谷川千吟

区 21 心:Jイミ ，辿ifi

目 的j桜美 21 (IIJ将11 刊iはt 

'b..: 城 21 :l!J'，H' 1I，'iJ1よ-

区 23 i平~'i)' l明リ;

大ザ:支部 26 イiUI

4砂会 誌編集委員会規約

第 l粂(私利;)

本委員会は愛知l学院大学1~在学部同窓会愛

知県文部会誌制集委11会と;的、する。

第2粂(11 (I(j) 

本委員会は会誌の先 I'fJ に より会L-1の~JL II告

及び、 1'tr科|天下の向上先桜につ とめ、以て

1:上校及び1'，j:1乍日111日l窓会の発展に寄り-するこ

とを lヰ的 とする。

出3条 (事 業)

本会は第 2条の 口(I(jをj主成するため、 次

の 'J~業を行な う 。

1. 会誌の制集発行

2.その(也、 FI的j主成のため必要 と認め ら

ilる・J>;J!l

第 45R (機 |日.J)

本委員会{土次の役ilを間く

1.イ)委il.L毛 1名

ロ)品IJ委 i lJ~ 2 ~う うち " ~f:1，阿川 11ぅ

ハ)委il 20~以内 うち 』!?記抗、11安

flォ'，:1 二 %、 会，II'~1 1_当委il若干名 を ，;1;:

く。

ニ)参 tjff干名

- 10 -
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2.委LiH(立、)ii'lIlIE会員より JL訓il<が安

時五する。

3.委11は文部Ii:会11より安111えが委似す

る。

4.副委i1.L毛及び。11:記 ・会，U'，j1[、1'1委11は42
員長が委11のうちより委制する。

;) .委11の{壬JUJは愛知県立日Ji規約13条にiVl

ずる。

出5粂(委11会)

l.委Li会は委i1J之が招集するものとする。

2 . 臨 11.\'，委 11会は~11長が必要と認めた11年

こ れをIl~J <。ぷ、安[1総数の13以ト.の要

望のあ ったH年安Hl之は安Li会をすみやか

にmlliしなければならない。

3.委L1会の議H(ま安[1長がこれを読める。

4.委Li会は委ilをも ってt位)J，比する。(11，し、

参 'j-(j.随H加J'，!出して忍;比を述べることが

できるが、評決に加わることはできない。

第6粂(決品)

決議(j:IJ'，!市委11の過半数以卜.の{}e併をむ

って決定する。fe併|百l数の11年は，議長が決屯

する。ノく委11上えは決議事引をすみやかに主

部長に宇li;つしなければならなL、。

部 7条 (会，iIー)

本委H会の続的は愛知県支部より拠11'，す

るものとする。

第8粂 CW.約改正)

規約改正においては愛知県 JdflíJlll 'I~会の

決議メ LtJ};"認を 1~トる 'l~を裂する。

(附J!ll)

;j~)，lH;~J (立、 'IL)え7ij'.3 JJ 1 11を以って施

行されるむのとする。
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平成7年度 同窓会愛知県支部

学術講演会のご案内

↑fi.f列の愛知県文古IVj::術講i出会を、今年 らIlfl!在することになりました。

今阿は、山崎氏!!I¥先生に「拘1，';J・岐イ'i". tlfi絹治療を成功させるための臨床的~，PV;J を泌題に

Lてお話 ししてJtiきます。先生}jの多数のご参加をおi，'，:ちしております。

.U 11キ・ILIlx 7 '01'-11 Ji 26 11 (11) 

午liij1011小~午後 4''''j・

-場所 愛知l'下院k.乍楠ョγ?合

第 ]，， 11~~'ír::ti 

-講 r，iii 山崎 jω11 光'1:

.~ii-i ;1出 向1，';'1 . 11克介 ・ 補綴~fì械を成J)) ;さ

せるための臨床(I(J)，HI¥

.会的知I.f: 1"1・

※食堂をオーフンしますのでご，fIJJ 1Iください。

※匂円1iJF修カードをこ'持参下さ い。

必(:lli田谷)!怜，

111山市 民日11(やまざさ まさお)

1 94 5 'o 1~ lHHYI:まJ.L

1970"1'. 点以歯科大学卒業

1974il'. 1J;(~行デンタ lレオフィス Il日院

S. J. C. D.会Ll

(汗 ，In
臨床向!日Mi紺(1) 第一階科/1'，)以 199011'. 

臨床的問tili紛(2) 第一地科11'，版 1992{1~ 
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⑧⑧⑧⑧⑨⑧⑧⑧⑧⑧@  
'1' >r~は 、 愛院i'~司愛知I)( ，(， :j会にご )-111解ご Itl，)JをT(iきまして誠にありがとうございます。

本年度10rJ2011現:(1:の会'/!1納入状況です。全世未納の坑のf¥::J，::幹事の先生(こは、 1しく納入の紅

お刷ぃ致します。

平成7年会費納入状況 H7. 4. 1 ~ 

月E 名 ~il. 開業 人 f企 巧f 名 tλttLu 4 開業 人 金

千村|孟 65 40 7年度似込39 一- .g仁二・'-， ー 92 65 7 "1'.)主振込58

手ノ~ .Mt 区 74 44 7"H支似込36 i*，i 62 30 71.1'.1文振込22 1日lX:i:.'n3

~~ |亙 43 33 H.I 64 45 7 i-!'-).:t振込35

Ir;]立川2 セントラル6 イ手 11 サ1: 96 72 7 {ドl主振込50

-It l>i 66 49 7 'F.)，ij長込42 h『dt 23 21 

守111・}也 76 56 1，.1ぷJ1・20 ヰ文 43 32 7 1f三j主-th.~込28

凶 医 69 51 7年度111<込20 j己 」 51 39 同泊':~， ln8 セントラlレ13

1]'十l1孟 95 00 7年度振込3 1，;]江川2 jよ 11， 21 20 7 1 1~J主桜込16

区. l25 72 71'!".1主似込44 ，'4イ手11JI: 48 43 7 '1三J!Uhi込35

(}JニーJ l>i 43 26 If.]ぷ，1::23 ~;II 多 95 69 7イ1:.1主振込60

II({ .fll [亙 60 34 7年度振込30 if止 百li 54 39 7年度f4i込12 1，;]な，IH2

X 1'1区 54 42 IJJ 49 37 7 '1'-1主-t!N込38

J;品 f.~( 1三 48 31 収柿i民英 79 57 

非!¥山岳; 35 19 セントラル10 |前l 由lt 113 79 7 {I'-J!.t似込75

'1'川 区 60 5] 7 {I三J主振込] l、"E'l- J '1 70 47 

lri]な，'::43 セントラル l 知l 、1 12 10 同五;，11.7

市 区 48 37 1，;J.o1: ，':=20 セントラル2 !ム: ]J}j. 36 27 7 iH主ih.i込29

|亙 56 43 メ1] 人T、r 35 26 

愛 ムH!止t 69 44 6 '1'-)主nu込21 JイfよI 市 20 16 7 "!'-I主振込17

7 'f)主振込26 ，'41己申請豆 28 25 7年度iM込22

!日 ]'(!，:，Jn60 ~ぅ セントラル321'，
Hh，l・tー IU 111 89 

イ十 計 2288 1615 

TJ1柿 ・坂長、 11川はJ也|乏で・(1'(抜:納入

点illHJHi 党主|ー1，支I，i'i (111;:)納1166916 愛院前愛知大品会 代表 (主総弘J1

-歯科医師求人案内・

|宍)応1止会 大野歯科医院
iiY水 武藤(181111'1:)

医療法人 スワン会どんこ歯科
鈴木純二 (161WU

小島歯科
小品波応 (9IiWU

r， 1'，屋川j-It区大出f-Illr3 -27-3 

TEL 052-912-8888 

?ノ'1片屋市港区土i'r1"r1 -59 
TEL 052-384-6332 

42川市平火.iJl1111r6ー l

TEL 0565-34-1991 

《

Y】



〔平成 7I1ニ11け〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 53 ~-} ) 

『相互扶助システム』のご加入のおすすめ

H与として病丸やケガあるいは，也いもかけぬことで心ならずも診療所を閉めなくてはな ら

ないことがあります。そんな時、 代 診 制 度 により緊2、に診療所をみてもらえることがで

きたら、忠才;さんにも家族にも述f告をかけず、安心してご自身の治械に専念することがで

きる怖です。このシステムを利川する ことにより、会11は、いざという H寺にと1-，委11会を続

出 して代診医を派遣して L らう ・ I ~ができます。 (派遣期間はーか月以外l とします。)つまり、

たったn額60JjI'Jの所作tl lìfft保険にご加入される よれによって 1か月間の代:~'会医 を確保する

'1";ができるわけです。

-入会条件

(1) 愛知:芋院大学歯:ヰザlíI日i窓会愛知県支部正会員のうち 、 現在、 健康で正常に，-.会掠に従.LI~

している会μで夏-知県|人lに診療所を開設されていること。

(2) "iJ窓会愛知県支部相互扶助システム委H会を窓口とする休業をi則自する保険(所得flli

11''(保険 基本契約保険金額月館60万)に加入すること。

砂 『相互扶助システム』 に関するお問い合わせは・・・

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部『相互扶助システム』係

T E L (052) 7 6 3 -2 1 8 2 

または、安田火災海上保険株式会社名古屋企業営業部

担当/ネ'1'野 ・青木 T E L (052) 9 5 3 -3 8 6 2 
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倍強l 平成7年度 同窓会愛知県支部

、名ダ地区学術講演会(予定)

(i.!"¥ 53←勾〕

担当 :岡崎知立安城 刈谷

碧南西尾幡豆 豊田

.JI 11.'，' 、1<11父8iY. 2 ) J 18 J I (IIIIM LI ) 

午後 III.'J'-IJ 11.'" 

..tM liJi. 愛知学院jcY:楠ノ亡、(:合 ~~~ 1 ，i昨J主主

・訓 (:lli 点以I~科]'，キI科大学子|りi尚科アー

助教技ぷ 村 WJJ::.先生

.{1メ?rri)，起j 人 IIIJ を ~t!. ていない砂川ごれの械

-会 t'( ~!\~ H 

※訂後111は後 11ζ楽内"1し 1..げます。

-編集後記
大変きびしい暑さの瓦もすぎ、秋もめ っきり深くなって まいりました。食べ物も大変においしい

季節です。なにかと食べすぎの傾向があり 、{本.ili:式|に乗るのが恐怖です。[liJ窓生のギ号機もよく帥き 、

よく遊び、よく食べて技り少ない今年も頑張りましょう。 また会幸Ilに対するご意見やご要望をお待

ちしてお ります。今後とも 、同窓会印刷にご支段、 ζtt!IJ)Jよろしくお願いします。

発 行所 r.i51.31市千H!区ttliJじPITI-IOO
愛知1学院大学歯学日liI口l窓会

愛知県支部

1・EL(052) 7 6 3 -2 1 8 2 

FAX (052) 7 6 3ー 21 8 2 

題 字放岡 本清綾 先生

編集兼発行人 魯Ke局
if:i仏 ili失 松本 I1基平

長以 1I}f 大隊敏鍛
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印 刷

1'. rlil.:lnli千机l又松'1¥]'-1トIj-5
やl'~H f.1l刷工業株式会社


