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同窓会活動について

副支部長 梶 原 忠嘉

同窓会会務迎'i;~. に|務し特徴のご|ぬノJ ごJlllWf{こ!長rM 'i' し上げます。

本:{I'- '伝には381111 /1~が卒業し問窓会愛知県支部は26931'，の会只を機するまでになりました。 そのう

ち20001'，近くが愛知川(- Wi科医師会の会i-1でもあります。 愛知は-I， ~I*I科医師会に携わる人達は部員地区

担まで総勢900人近くいます。そのうち 8'，'IIJが愛知凶斗淀のl，iJ窓生でしめています。県歯の会長から

理l~Jiの役職は27人 '1 '1 3人、地 1 :>(文部長は46人 '1 ' 36人が同窓生です。 地区歯科医師会では90数%の|日j

窓生がI訂版しています。
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l¥::々 は入学したH主点からその)j向は決まり II;Jじl政柿l際業です おい、おまえ、先'/，1，:後'Nl.のI1iJ和jだ

からこそ十111r:扶助も成、i:し幼いのです。II;J窓会前回jはいつも'}:H:iと槻11供といわれて米ていますがIJiJ

窓会的動もここまでの会11数を抱えるようになってきますと会の内にも、外にも kきなJií~，.~i)JをJ、?

つこと に成ります。 30年 lìíj にはIJfJ~脱制が激しく、愛知県 1:で数の多い愛・~1I"f: 1淀卒業'1:は析胤IJfJ~

に汗しんだものです。 そこで~I， ~I*i地 |え I*i科阪刷会に川窓生が人りこまねばと、そしていずれはザ:1ほ

が制人も川窓会も灼く立織し念願悲願でした

同窓会とm科医師会の日指すがJui1i動はII;Jじではありません むしろ川窓会だから/1'，;j~ないこと

も、またしては成らないこともあります。 しかし的.fll~ r.llj会とはスタンスは辿っても 11 折すものは

l，iJじという場師、出動はあります。それは川窓生がみなI，;Jじl除染だからです。

会のJ...~ に役にたつから、勝てそうなら応援するが1m ちめが.f!!f，さそうならl-を 11'. さないというので

はなく、，ιをもってなつ 行があれば同窓生が瓦愛の心を.t.¥=って川窓'1:.を立援する これはごくi'I然

なことではないでしょうか。またそのことが版本ではないでしょうか Jえが同窓'1:.に:人も I "I ~'; ，溝

口がいるというのは全1"1のI，;J窓生の作れでした またり校にとってもイi形.f!!f， Jr~の!ιむがあったと思

われますn そして 叶ill.Jj.;J窓会が支援活動を行ったことにはいささかもJ:IJ;主いは般かったと低いして

います

皆I，;Jじ}jli，Jを凡ているうちは|司窓会のijfi動指針もiJとめやすいのですが、イ1:校生の/1'，身を制ますと

りよ#1会i.!の 8'，I~Jが I，;J~'~うという H与代も jhlカ、らず米るでし ょう そして1*1科医師会もJI'会uのI，;J窓:'1:.

が従々ふえてくることでしょう。いずれにしてもII;J窓'1:.どうしのぶつかり介いも多くなってきます

同窓会も悩み多く 、決しがたい場Iuiが多くなるでしょう

会只の特級の縫々のご他I])JとごiO"YMをお祈り"1し1'.げます

愛知学院大学歯学部同窓会 愛知県支部

臨時代議員会議事録

日時 :平成16年 9月25日出 19:00-
場所 :愛知学院大学楠元学舎基礎教育室第 1講義室

1. 閉会の舵 (似JJ;("i'J支部長)

2. ft議1.1氏名l.r:呼合計531，1j1

/I'，]，i(，'371， 委任状911 欠席 711

3.支部長扶妙 (科川女;注目長)

4. ;lCri挨1a:i

~ 1: I'jIUI 本百111 ， ;J3窓会

岡本?引力[111'iht di議会議1-i

5.議長 .MIJ ，~語長選/1\

議長 :Jl'b北…Ijl村日上嗣代議日

副議長:阿l三…'HIlJE行代議員

6. ;議・M語学(・1，人 選/1¥

千純区....11:村恒J，!i代議以

名*1玄・・・飯川l点。'i:L七代議u

7. fI( ;11' 

1 )立川長判i;り (必川立;部長)

2 )咋務 (鈴木作幼)

3) IL¥=}"J対策委11会 (悦b;{委u長)

4) I*l -l'・1・ 1~4J.~川題研究委1.1会 (記リL/，îlJ安lHU

8. ，1搾 'J ~

1) r次JYJ愛Jiml，Wl科医師会会長似filn行1ff:ll!t

の('1・」 …全1.1併下にてJf.<，i2，

9.その他

10. I~J 会の昨 (八木1.îIJ文 /;il長)

円
，
ム
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......111.......111.....111.......111 選挙管理委員会からのお知らせ e ω

.*"1:は支部長、監事の改選のイl'に当っています。会報の誌1Mをお{!?りして告示 1号、 2りにてj盟

小の~ーなiをお女"らせいたします。

!日l窓会愛知H'，¥支部

選挙管理委11会 告示 l号 ド附J

変愛.知λ守学'f:応院:u大〈ぐJ学.戸;~1歯泊学;剖部|日川i日|伊同百可l窓会愛知L県県日県.支古剖部|日: 
選挙包任:四血!委lμi会

支部長 ・監事選挙について

任期満了にwう文部長、 1，:~:i:J ~の選糸を支部選挙脱J.!リ第 4 条]にl~づき次の要項に従い行う

ので告示する。

1.立候補者は選挙規則第8条1-5に必づき不備のない織にして附けwること。

2. H 1侍 平成]7イl'2)J 3 " (~.;) ]3:00-14:00 
場所 〒464-8650 r， i!.i尿ili千秘|ぎ楠元IIrf1 -100 

愛知l学院大学]':I!f学部|付 愛知学院大学歯学部l'iJ窓会愛知県支部 (同窓会室)

3.受理者 愛知県支部選不作J][委11会
仁川県1:1平成17年2)J17"附 13・00

|司窓会愛知県支出11
選挙管理委只会 告示 2号 州剛山1日

愛j;，， ~詳|比大午: Ill;f学部同窓会愛知県支部

選挙代理1[委11会
りよ文部選挙規則第 7条6にjみづく支部長及び監事の選2詳述助からJ支出までの!順守事項を告

不する。

J .立候補辞退について

-選挙規則第 8条 5に基づいて行うが選挙公報及びJ支出川紙の先送後は認めない。

2.選挙運動のWJJIIJ
-立候補届受.E1Il後より IJf.J~'，'~ 11の前11までとする。

3.選挙運動に閲する取扱い

-文台にl刻する検認と数の制IU!を行う。

-立候補者は本委11会の桁定する立会uif説会に11-¥'，'(，' し、その所{，~;を述べる責務を負うも
のとする。 ただし、りり~1I1ì者が11¥ /1i;で-きないl侍は、代J11[人でもliJとする。

4.投票及び送付先

-投票は同規則第11条 lに法づき 1名]票とし、支部長 1r，・l昨lF2名の記名方式とし、

郵便 (封)!:・)により名，'il守{-<j，:111 !lil¥似)"j局留において平成17年 2)-J 17日正午の到指分ま

でを有効裂として1111収する。

5. 1川県期日及び場所

-平成17年2)-J1711 午後 1II~ をも って愛知l学院大学 I~日勺.~IIJ ， iJ 窓会室にて行う 。

6.立会人の選出について

-選挙人公錦名簿より立蚊補者ー 1~，につき 2 名の割合で'1Îi常者を必集する。
希望者なき場合は本委11会より委嘱する。

7.当選人の決定

-選挙規WJtfH3条1、 2 に l，~づき決定し同窓会主に ji'í ちに公ぶし当選人に告知するもの
とする。

8 . 選挙事務所の設i.~について

- 選挙事務所を設iiJ~する立候補者はその場所と責任者ーを本委μ会に!日iけること 。 以 上

q
J
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ぐ一 彦 タL一一〉
平成16年度十三校会

1111.¥' :平成16年 7n 24 11 UJ 18: 00-

場所:W:京都ーホテル~:i: 3 I~:~ ドルチェ

幹'F校 ・。;リJU大学的年:出1)同窓会愛知県支部

平成16年度十三校会が7川2411出朝日大午:

m学部同窓会愛知県支部の';咋・Fにて*京都-ホ

テルでi)}.J1Hiされました。

総会の協議として次11 1 1の I:!~~IJi.校はむ手医科大

学的学部作l窓会愛知礼liL支部と拠羽大学:歯学部I[;J

窓会愛知県支部にi;Ji:まりました。 2校となった

.fJl山は1M校共会員数が少ない為でした。その後、

愛知県歯科医師会会長の山村先生の時局講演会

がI)}.Jかれました。場所を 21併に移しての懇税会

では愛知県佐i科医師会弦楽介炎111 のi1if奏の I.I~ 、

13校のム怖を更に涼めました。

技朋会愛知県支部との懇談会

liiJ窓会愛知県支部と的利技工専門学校愛知山

支部 (技JJ)J会) とのII回11となる懇談会が8)-:1

2] 11 tりに1¥'区丸の内にある日明9JbJにおいて

IJH1mされま した。

I~司科技工専門学校の愛知県支部が発足してか

ら何年1)}.JfH¥されているものです。

愛知県支部より森山支部長、山111副支部長、

鈴木専務、背木常務、 f色:)U'Il ~Jiが 11¥ J市しました。

技JJJJ会は今季役員が変わったとの引で長保支部

長、W，liJi制支部長、加藤専務、鈴木常務が出席

されました。

愛知山支部主催の誹ii.ii会 (11)-J14日 :黒川紀

市議自iliによる「共生者IlilJj)等にも、出席を呼

びかけました。

今後とも学術講演会等術接に辿絡をとり令い

ましようという引で1~1会となりました。

品~f~抑制特例制争骨骨4例鈴争伶骨骨骨鈴秘

く一 組 織局 〉

平成16年度第 1回班長会報告

111I.j": :、1-:成16年 7n 1011ω 19:00-

場J肝 :ローズコート ホテ1レ

‘|勺反16年度第 11"1班長会が 卜j己の日程にて行

われました。各方!のJJE1毛先'1:には、お忙しいと

ころl川市していただきましでありがとうござい

ました。

促JJ;(副支部長のI)(.J会の併に始まり、支部長か

らはいろいろな班からの!長引、 t:f:比を待て!日l窓

会愛知県文部の'11に'1:かしていきたいとの扶拶

がありました。また、公務多忙の1¥'、ご臨J，'I'，'¥，、

ただいた来賓の lìúJ本 '1'(f t，!j:~〆'1 ，'i)j{ di会議員より技

fJiをfti就いたしました。

続いて各班の近況判1Fiが行われました。本年

度から 4班の班長先生が交代されましたので、

1' 1 しよ利介を兼ねて、 i~iJ iHF.のiえ:)1:先生 (201証1)、

よ|土川 JJEの ~I~I先生 (161H() 、 ìl!:):HIEの杉本先生 ( ]7 

1"1 )、小牧w:の丹羽先生 (9 1111)から班近況制

作をしていただきました。本I'11;報告で1ま381111生

のいl家試験結果 (私立では令l'il!t2位)、本部

liiJ窓会の会費未納者の扱い、大午:報告で、は楽学

部の 1m設を申~I'í l:jlなどのキ1i:17がありました。名

川幸IH';'では各局の平成16{1:}立与党:す|ー国iについて

のJ見IYJがあ りました。

作腕からの要望事項では、 11*1豆油ーより次)U，

愛知は13L歯科医師会会長候補を班の中から擁立し

たいとの~:見がありました。 さらに一宮班、出

-4 -
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北腕、が11JUJE、刈谷班、安城腕より I，il窓'1:の

会長候補をJ.lU¥1:してほしいとの些明がありまし

た |川崎焼からはもし会長候補を縦立するのな

ら l人の{政相IHこしてほしい。 また、 if，j:iil;JJF.から

は I ， il窓会が会長候補を 1ffi}J!~するのであるならば

全会uに}，'，HII徹成することが必要であり、きち

んとした下続きをしてほ しい。'1'川Ix:m:からは

会長似品Iìに ~W服 される人がいればできるだけ い

く脱会でビジョンを語ってほしい。以 上、み:JYI

愛知県品川'1-1公印li会の会長選挙に附する説明'J~.f(i 

が多くありました。 これに対して、必川よ部長

は'，'，ζ'.(こ候補貯を選定するために、公 ' I~公 11': な

千itを)IJ¥，.、て対応することを約点されました

協議'JD1iでは 「会只の種別問題と会~~J のf'I:

について協議が行われ、今後の検討"JI:jjiとして、

I，il ' ;1針~'~JYÍ" I)、l で会~~をJムわれている会uに対し

て会資の減'i<<iを与・えることになりました。

その他の問題として、一山政Eから‘|勺必)7"n主
より ililll]"村イrlJI:により班員の移動をどのように

対Lιしたらよいのか質問がありました。 このIllJ

組に対しては、「名]列.の弔問に合わせて、作J~F.

で決めていただきたし、。支部からの制約はあり

ません Jと|川作がありましたの

以後は本付1，¥11主部長による閉会の併により .I!!fi

'jf.終 fとなりました。

、'i11班長会に11\}，'{I していただいた腕以光州ご1'6~

}J ありがとうございま した。 ， I~: I(IIをおflfりして

お礼11
'
し 卜.げます

く 局二〉，u...r， 
づι 術

平成16年度 愛知学院大学歯学部同窓会

東三会愛知県支部共催学術講学会

世情i1i~美 JJj )') JI:)j ，'"'， (271Ii] ' I~) 

点 ミ会のa恒例行、Fとなり ました、正予;/'f:術排

出会が今年も ド記のようにれわれました。

1111.¥' :、I~!&:16年8n 2211(日)

J"JMi' ~~: if.~グランドホテル

，;，vtfllli :愛知学院大学的ヴ:部付制病院長

的利 i~~イ子学部 3 議州教授 出f'l1俊英先'-1:

iiif題 :I\l:i同病1)~~Ji の:l~lìíj線

~ I 1)陀の健康と全身の他J，Jiを 11fl1して~

ilk近では、臨床において、 l別}，'ilifi械を'1'心と

して、予防医学が重要視され、 ・般の}j々 にも

|刻心がもたれている '1 ' で、 |邸JA~家の・人として、

大変興味深く、参考・にさせていただく・J~ができ

た誹iii(でした。

I~:ì日H，~と全身扶忠とのかかわり 。 #[}，'，:I 病をfJI:

発しやすい全身疾忠、このような捕らえ}jは、

良くありますが、逆にÎ\l:i j，'，1~1~がイ(イ1 :する・J~によ

り、起こる全身疾忠があるということ。 どの綴

にI¥l:lm仇=が起き、また、全身に;話料をワ・えてい

くのか。そのような'1'での、 I¥l:i}，'i! i台械のアプロ

ーチのイI:}j。など、 iiif:起にもありますように、

11腕の他!，Jiと、全身の世tt1Jiとの、 'ff，:抜な関係を

分かりやすく御~lYtìli(f!'iきました。

学生時代、野1-)先生の講義を受けてきた私で

すが、久しぶりに先生の排出をIlHき、講義を受

けているような懐かしさがありました。先:'1:に

は、 :恕親会から、 二次会までもごII'，}市mき、 非

常に裂しいH剖:uを過ごさせていただきました。

愛知学院大学歯学会・同窓会

共催学術講演会

1-111.¥': : '11.成16イnon3 11(11) 13:00-]6:00 

会場:以久手111]"文化の家

排卵li:l)愛知学院大学的学部 内科学講座

zd 
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組 教授松原述lI{j 先'1:
全身疾忠を(_';'fjf:する!と才;・のl~:j干;1 治療

-Jl立近の);11見について一

2 )愛知ド1:院大学l古学部m利焔Ir学識I.M

講師寺1十11 敏引先fトー

iJtイ~\岩手リ!日lの焔 lト:m利治政

瀬戸腕 i長JI:成・ (2011'1'1:J

、1-:成16{rlon 3 l::l(日)愛知県長久手町・・文化の

家" で、愛知子:1比大学1~:1学会 ・ Jl:11i\の学術論ì~f会

がIJf.Hmされました。

JI\~ 山 li に 1)吋~:I 学，hVt出*~Jf，(述lI{j数段、焔 If.学排出

'; ;'111敏夫講師をお迎え しました。

松川(救綬より、全身労Jjt をイ';'fJ!:する j心，~.のがi

干lifi棋にあたり、 11本術i.[Ci出学会からのil立近の

ガイドラインより 、主主々 なf1f.Ci:.I.¥の講iiifをいた

だきました。

また、 れ川 端r:lIiからは、iJt介 N:jダIJ!YJの矯 ilj~{i

干l治般のとらえ )J、考占え)}を、永久liij1~:lHjj n 'dYJ 

の杭例を.iiliしてぶしていただきました。

11持iiii後は、活発なf'illrJが行なわれ、t'lllfJに刈

しでも分かりやすく、ていねいに終えていただ

きました。松以教授、れII1 .11'刊li、ご多忙qlにも

かかわらず、お越しいただきまして本、liにあり

がとうございました。

また、排出会IJfJ1mにあたりまして、ご以力を

いただきましたI'J，J係作位の先住)jに)1/くiill札11'

し|・げます。

く 一〉厚生 福祉 局

平成16年度厚生福祉局事業報告

1 ，ナゴヤ ドーム野球制ij没

平成16イle8 JJ 111(11) 15:00-19:49 

・ナゴヤ ドーム q~ I::l VSヤクルト

iヒU200t，分会費徴収

'.J:介は、 1(人をクピになり、 '1'11に人卜tlし

た川1111人j針千 (39)が、延長1111112化・

.);れこイUJでな場。左i也えにサヨナラ'ム:-H

を欣ち、 '1'11の述l肢を r3Jで11-.めた好ゲ

ームでした。

あ うけがh

2，制IVJ川ニジマスつかみどりとデイキャンプ

バーベキュ一

平成16イle8川2611附 10:00-15:00 

・グリーンランドあさけ (:-j市民~ : if( m;js:，Wf 

111]' T・，';':kJI:)

-参JJII人数75t，(大人38名、ノl、'[:'1:.24~九、 I~ìl

y~ 1 3~今、 19家族)

-参JJII1"1'1:. 4 -26問中

-川遊び、つり、ニジマスつかみ取りのあと、

決iJliのせせらぎを聞きながらバーベキュー

ハウスでボリュームたっぷりの炭火バーベ

キューを裂しみました。

「野球観戦」

~"n半I班小林，1:人 (23 1"1 ' 1=.)

8 ) J 1 11 に)1ιlミキ両信1:同事業のナゴヤドーム町

球toli般に初めて参加させて頂きました 11̂1人的

にドームにはらl野監将のl時にはよく誘われてい

- 6 -
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きましたが、 1IIIIIYi;，:'併の1"¥は全く誘われません

でしたので 3年ぶりでした (笑)0 "1 11は部介

航行・年目で 8) J ] 11制作立々の前位。 この11

の試合は 3仙.のヤクルトキ11下にナント延長1111I1 

点2予ヒから巨人をクビ?になったリストラ"1{I: 

児川相がサヨナラ安打で勝つという 1.1111ファン

if~~延ゲームでした。 今 1"1 こ のような大宇l'iJ窓会

のlhl生事業企阿にはじめて参加させていただき

I!μk福祉担当の光市先生)jのご尽力には!必訓Ijl

し 卜.げます。火・札ながら昨年腕長になるまでは

|日l窓会に|均して全く虫11らないことばかりでした

が、 :F来;参加lによ ってIIlkと親交を丙IJflなんて

こともあると思います。 ちなみに、今刺この以

杭の催促の屯話をいただき1たって告ーきましたが、

9 )1271=1現在のH本プロ野球界はパリ ーグ球I.J1

{j-fjj:問題に端を先し火焔れに折れて挙句の史卜.

初のストライキを杭てライブドアと楽天のfJ<I.JI

新設さ11い其っ織りです。せっかく落合ドラゴン

ズ怯:勝マジックついたのにマスコミ兆H¥IT社

長ばかり、 li'スポだけの落合監督。技念/

「朝明川ニジマスつかみどりと

デイキ ャンプバーベキューJ

k\:JU~JH 111下孝司 (23WI'IJ 
8 J:J 261:1 (本11M11) r~OJIYlJ II ニ ジマスつかみ

どりとデイキャンプBB QJに参加させていた

だきました。

今年の夏は、御存じの通り大変な拡!x-でした

が、当円はあいにくの公り明、まあ、持すぎず

大人にとってはちょうどliいかなという感じで

したが、 ニT供述には川の水がちょっと冷たすぎ

る縦でした。

10時に、現地に集合し、参加者のほとんどが

集まったと ころで、ニジマスつかみどりゲーム

の始まりです。

lTi初のうちは、ニジマスもとても元気が良く、

なかなか捕まりません。

1'1分たちが捕った分が家族の食べられる分と

， iわれ (実際にはjsいますが)子供述も必必で

した。

沼iめ池の水が少しずつ政かれ、魚、たちのj己主L

も少しずつ無くなり始めると、小さなイ・供述で

も捕まえる ことができ 、「とった一。Jとj己主Lな

f6.:ri子カTあちこちで科きました。

捕った魚は、れ1'1でわたを抜き 、11時、1".ばiか

らバーベキューの火がつけ始められ食べ切れな

い科の峯・勢な食材を 11時間半柱、楽しみました。

今|可は、ビー ルも本給的で、タンクで'1:.ピー

ルが川1まされこれもまた絡別でした。 ]11キ30分

頃から、子供述のお裂しみ、ビンゴゲームの始

まりです。令uの分のiJtAllが川意されていまし

たが、皆、おけ、liての以品があり、 一人がビン

ゴすると、他の子は北川を」ょっめ、 ドキ ドキと

いう感じで した。

ビンゴゲームが終わると、自由H寺間でマス釣

りをされる方、川辺で.1](遊びをする方、ずーと

飲んでおられる))、 それぞれに楽しみましたが、

この頃になると明はきれいにIIj'liれ始め、気jilliも

あがり水がとても気持ち良く !必じられる微にな

りました。

毎回そうなのですが、今回も何からやIJまでで

れり尽くせりで、ここまでやっていただくには

厚生の委員の先生)jには、大変な ご苦労があっ

たと思われます。大生ありがとうござし、ました。

また、これからもいろいろ な企jilljを了(しくお

Wiい致します。家紋JC々 、楽しみにしています。

平成16年度弔意報告

6.11 18岡Lle 瀬 }I 加藤千博君 ごfF父娘逝去

6.16 7回生名点|ズ 奥村光雄君 ご時父級逝よ-

6.21 14IJJI生|司附 榊/J;( 一彦君 ご令:車線逝去

6.24 7 iJJl生愛 lE 政迫龍彦i/1 ごf，<:父t~逝t

6.27 10回生岡 崎 本多 誠君 ごf:.t堂級逝L

6.30 16iJJ1生 天内区 111111 M弘話 ご*父線逝去

7.12 18回生 Ijl川|ベ 波追いく子さんごH':t~総逝L

7.12 2回生 Ijl村Ix: liIlI 孝重君 I ご f:，t~:q，~逝去
51口l生熱川1/ ，Iilll 定夫君

7 .15 18凶生 Ijl川Ix tl ~ 11 1 龍彦君 ごり1:tfru逝去

7 .19 6回生 Ijl村|旦 I;村敏IlIJ君 こ:~.t全線逝L

7 .20 6回生 :1‘・28 • 11~f'美恵子さん ご f:):堂線逝去

7.24 6回生 iyJ Ix: J~I，'i 徹君 ごI:.t-::t線逝去

- 7 -
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8.21 13阿生 盟臨握美本ド i下~~ ご尊父様逝去 平成16年度会費納入率

8.23 7!i11生 計Ezt校JJlimi ïEじ~t ごi手立桜逝去

8 .25 24"'1 ~1:. 商務日nil'i.g!j' '1百 :~t ごe~父線逝去

9.21 81日|生小牧 111崎山口IW ごり堂様逝L

9 .27 17111性一宮 機部隊IPW ごl手堂様逝去

10.6 91nl生京区 水谷茂樹)~ ご尊父様逝去

謹んでごj

※お願い

愛知県支部では、規約に北づき供花を出して

います。(木古1¥・支部で-対)

お手数ですが、弔7A;のI~~には、 ~JI:務局迄ごj主

申告 fさい。

同窓会愛知県支部事務局

・・………岱・ Ft0<052-763-2182 

尚、{本Hで事務局に辿給不IIfiiEな|時は、直接

花魁さんへ述給して |、・さし、。

花松(はなしよう)

…8 ・FAX052-832-8446 

劫僻e争@争@争僻~， ，~屯~~~i

ぐ一 会 計 局 〉
‘ I ~ぷは同窓会活動にご協力]Jiきありがとうご

ざいます。

さて、ご承知のとおり l，iJ窓会の事業はすべて

特桜の会費により Jtfjわれています。 HドI~ と比較

しますと開業されている会1-1の納入率が若干低

1"しております。自動引き務としによる納入の

方々はすでに納入いただいておりおますが、銀

行娠り込みで未納の方にはN位、 10月に振り込

み川紙を郵送いたしましたので納入していただ

くようおI，mい申し上げます。

また、新規|創業等でりよ凶に新入会された方ゃ

まだ銀行振り込みによる会費納入の方には、業

務削業化のためと皆様の振り込み科の負担を.Inr，
くすためにも自動引き務としにしていただくよ

う役1-1又は班長から制別に辿給してお願いして

おります。

jit気の厳しき折ではございますが、ご理解い

ただき会費の納入に今後ともご協力し、ただきま

すようお願い申し上げます。

J1E 1'， 

l H( 12{ 
4汚点 |豆

* 12{ Jヒ 1え

二i:1I1 1天

IJy 1メ.

IJ' f.]' 1ズ

|メ

i佐 Iメ.

11(1 fl川メ:

k fl [2{ 

J市松区

熱 11川メ:

IJ' J11 1ズ

IY-i 12{ 

早~i:* 12{ 
，t仁J-1一'ー

瀬 r' 
‘ド 111 

イ五 11 .)1: 

I，~ 

牧

J~ Jヒ
よ; 111 

lJlj1手11)1 

~〆' 

711正

I:，~ 

~ι '. :‘11"t ー

Ji似 j也

lf怖ikt6た
li司 ~t.f 
，、1ι" JII 

.)L 

y_: 城

刈 谷

J，4山t 

jJljJi~~豆
，hI1d1 4 111 

{f 
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全体数
全f~

納全(%入体中) 
1*1業者 I~I業 納l(E%入lit)不e 

納入Z 政 納入者

115 48 41.7 62 40 64.5 

88 61 69.3 62 58 93.5 

52 35 67.3 41 29 70.7 

81 59 72.8 64 56 87.5 

60 33 55.0 37 30 81.1 

68 51 75.0 54 48 

101 51 50.5 68 45 66.2 

112 50 44.6 75 43 57.3 

41 31 75.6 31 27 87.1 

75 33 44.0 49 28 57.1 

70 41 58.6 49 37 75.5 

59 29 49.2 3<1 25 73.5 

35 23 65.7 26 22 84.6 

80 60 75.0 63 58 92. ] 

46 40 87.0 38 37 97.4 

70 43 6]4 62 39 62.9 

115 71 61.7 88 70 79.5 

69 40 58.0 47 33 70.2 

75 54 72.0 58 50 86.2 

108 84 77.8 87 80 92.0 

26 21 80.8 20 19 95.0 

50 23 46.0 39 22 56.4 

70 38 54.3 51 37 72.5 

21 20 95.2 18 18 100.。
54 38 70.4 40 36 90.0 

]05 76 72.4 85 72 84.7 

60 39 65.0 48 36 75.0 

53 43 81.1 41 39 95.1 

77 46 59.7 60 43 71. 7 

32 22 68.8 28 18 64.3 

111 77 69.4 77 65 83.3 

124 73 58.9 97 68 70.1 

78 53 67.9 57 49 86.0 

19 ]3 68.4 16 11 68.8 

43 31 72.1 35 31 88.6 

40 31 77.5 32 30 93.8 

27 ]7 63.0 18 14 77.8 

37 27 73.0 27 22 81.5 

146 84 57.5 110 78 70.9 

2693 1709 63.5 1995 1563 78.3 

(、JL成]6(.1~ 10月 11ヨ現在)
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ております。

〔第 80 ~n 

く 室田 記 局

早いもので今期成り任期、いよいよ数ヶ月と

数えるぞII~になりました。 他局とは拠なり書記局

はこの伐り後半に1_1::jI:が集中しており、今後と

も以後まで気を緩めることなく局μ-メしとなっ

て今後頑張って参りたいと存じます。

今後共、会員皆様ブiのご耳目解ご協力よろしく

おI~jiい 11 ' し上げます。

尚、|司窓生の会以の特様方の投杭もお待ちし

委員会報告

⑨第 1回時局対策委員会⑨

日時:千成16年 8月28H(封 19:30 

場所:摘元学舎都 3会議室

~~ !:組

1 )次WJ愛知県歯科|夫師会会長選不への、同

窓生立候補について

2 )その他

⑨歯科医療問題研究委員会⑨

第 1回 委員会

日H年:平成16年 5月2811(:t) 17:00-

場所:名古屋金谷ホテル 第 2ルーム

山j市:21名

内谷:略談会 (座長 山川委μ長)

1 )忠者の視点から見たl山不十医療改革

r ~r，t 1逝相談窓11における相談事項の分析

をもとに考える」

2 ) 次回委員会IJ~J1mH程 ・内容について

3 )報告書作成編集小委員会のメンパー選定

について (節 l則)

第 2回委員会

日H与.、IL成16年 8}'l21 Uω 18:00-

> 1. tlj:月の役H会の開催、資料の作成、議事録

の作成

2. r役員だより」の作成と各班長への発送

3. r会報」の発flJ

4 .占記局会議のIJH11fi

愛知県支部同窓会事務局メールアドレス

shiba@sdent.aichi-gakuin.ac.jp 

場所:楠元学合法礎教育椋 節 2会議室

11¥1市:16名

内符:諮問会議 (議長 1m川委日長)

諮問 1: r同窓会の愛知県歯科医師会と

の|刻わりについて」

諮問 2: r思想とする愛知県歯科医ilin会

会長{象についてj

※J二記諮問について、支部長あての答申告を作

1&:， 8月31円1).止出。

提自

愛知l学院大学幽宇部同窓会愛知県支部

文 部 長 森rn 仁

w守科医療111]:，出研究委員会委UK 西川 仰)

はじめに、

今般、愛知県支部に於いては、班長会て、の裂

望を受け、愛知県歯科医師会次期会長候補を推

関するかどうか、また、その被4flJ何者はどのよ

うな人物が適当であるかを討論する:IJi.となった。

H与局対策委員会、前科医療問題研究委員会の答

11
'
を受け、今後、我々が考えるべき指針をここ

に 「提言Jとして制，1夜したいと思う 。

愛知県歯科医師会は社団法人であり、公益に

寄与する事を円的に組織された同体である。つ

-9 -
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まり、 1;Ji1民 (地域住民)の利益に具する公益事

業活動として、地域における良質な医療・保健

サービスを提供する役;刊を担っている。また、

社工1(会U)の大半は前科医師の'j't務や倫理II観

に基づき、プライマリーケアの担いTーとして、

また歯科医業の事業経件者として保|検診療とい

う統制経済の"1で競争を強いられながら従ギし

てきた。

公議事業活動は社会存イ上で、あり、 'Jî.;r~を flf:進

するためには会員の経営d，~般の安定が必須条件

となる。この一見矛!円した日的を達成するため

には明維な戦略を示すことが出来るJ11[念や尖行

力を有する会長が求められる。明(i{I[なii攻略とは

11<1民 (地域{_tj_( ) の利従にJ~する公従事業活動

が経常法官接の安定につながり、その前!fYJが国民

に理解が仰られる方策であり、さらに、コンブ

ライアンス (法令遵守) をi~重要制した Jj法論

のことである。

今包|のー辿の不祥!Ji.により歯科医r，IIi会の社会

的信頼を J!!fi くした -1，J~への会μの怒りが曲-科医師

会再生のための行動に結びつくのか、愛知県歯

科医rHli会に対して大きな拶科力を持つ愛知学院

大学歯学部Ilil窓会の動IIlJが注目されている。こ

の機会にい!窓会が歯科医師会再生に向けて積桜

的に行動すべきとする;GJLと、 一万では社会的

に注目される111で、派閥や'宇:1測の在り )jにも批

判的なこの11寺JUJに、i!lEi科医師会内部の分裂を避

け協力体制を椛築すべきとの考え方もある。

この-l:Ji-を念頭に世き論ずる場合、長期lにわた

る宮下前会長による執行からの改革をけ桁した

符村現会長の執行体制や執行状況、及び日歯辿

'MI:に端を発した愛知lPAにおける選挙!l収~MI:

咋に言及し、一般論にとどまらず、 今後の愛知

県歯科医Olli会について論ずる必要がある。J失言

すれば、現状分析をもとにして、 JJi={I:かかえて

いる謀題を示し、さらに、その解決の方向性を

抗言 したいと思う 。

従って、今恒lの提言は収、執行部の批判をする

ことではな く、今後、識が会長となり執行した

にせよ、その桁針をポす」工場から考えた物であ

り 、 たとえ Ilil 窓会が会長紋術者をff(~脱したとし

ても、会t!のj1J1.ìÌ~や選択に|刻わる基本(t'~ な!とl 由

の権.手1Iを Iql~I;: しない こ とは?守う までもない

抗言 1il訂l窓会の1愛知県的科医師会との|見lわり

について」

同窓会のイ1:り)jについてはザ:術と会uの親|陸

トtl体であるという基本的な概念と、国会議只2

i'1を輩出し、大きく政治に|則わってきたことや

111*j ・ W~I~ìの会長選挙に協)J してきた今 11 まで

の旅史的経緋および現実に、多くの課題や矛盾

が|人l包されている。 そして 、 これらの諜~lliや矛

!行l立、そのH与の会長 ・執行;'';1¥が方向性をぶすこ

とにより l王、lj化され進められてきた。このこと

が会員の|日j窓会についての認識を多様化してい

る一つの~・ 1 ).:1である 。

愛知学院大学的学部同窓会は一般の同窓会と

は兇なり、年業生が同ーの峨業に従事している

という特殊性を持つ。 同じ職業に従、J~ し、 Ilil じ

11的立識を持って、公共の利採に貢献する中は

屯大な!'J:I味を持ち、そのLI的に向かつて通進す

るためには、ある程度のJ~ ill1乙，1fょを持ち介うすL

が屯~である。 |吋窓会の ìill'討に当 た っ て、併|人

によって)~~比が与もなることは当然の.1cJi.であるが、

立見が興なる場合において、すべての立比を取

り入れる引は不可能であり、 会員の大多数の立

比が一致するJ肝を見いだし、 |一分にli射性できる

縦拠を持って少数意見を持つ会員に同fJ:しても

らう事に努力しなければならない。

現在、愛知|学院大学#Ilr~ 日1\ I ， il 窓会は組織する

会只が泊inl~ Olliで・あることから、 会1，1の多くは

愛知県歯科|宍師会に所属している。愛知県歯科

医師会の運'j;?に|刻して対応する事は、 Ilil窓会と

して社会fl献するための有川な手段であり 、愛

知県1*J科医向li会が社団法人であり公必に伶:ワーす

る'jf.がLI(10である ~J~を考えれば、 目 的としても

I，il .税出来る。愛知県前科医師会と協訓し、 bl

(10を来たす努))が必要である。

今般、愛知11，~Wi科灰師会会長を選IIJする ・Fに

|刻して、Ilil窓会が関与する・Jfの是非が1111組とな

っ ているが、愛知県歯科|実nHi会に多くの会L~が

所以するl'iJi窓会愛知県支部として、その"1に優

- 10 -
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れた人材が存在し、その人が愛知県的科医印li会

会長と して適任であるとすれば、同窓生を会長

候補として1fU!~する'Ji.に些かのIliJ題 も無いと与

える。

また、今回のー述の r11的述事件jにおいて、

会日の中からj主主Ii{';.を11¥したため、同窓会とし

ての対応を白J却する引を喰む;lfもあるが、愛知

県歯科医師会会長候怖を擁立する事は、 .jfの

'J i-(!j:とは |訂! 窓会愛知県支i'iI\は ð!!~関係のIJi作jで、あ

り、信頼回復を |支| るよ.で Ijl_ J切に改112に ~Yi: =f.II\ 米

るよう に対応するwの方が重要である。

以上により、愛知学院大学歯学部同窓会は|古l

窓生の共通意識の椛築を 1=1指して、民主的な手

j去を則いて、干'j'(僅的な対応をする事が望ましい

と考える。

提言 2 r珪!氾!とする愛知~，~liH科医師会会長像に

ついてJ

下記のような川題点に対して、 u撃にi限り剣l

む事ができる人材が愛知県歯科医師会会長とし

て適当であると考・えている。

] )コンブライアンス (法令遵守)の重悦

愛9;1I1~ 1古手1.医 f:lli会は地区歯科医f:11i会の集

合体であり、迎合主I l織である芽i から、 11~j(

公約数的な芯;見集約のもと|主|民に理解され、

信頼される歯科|宍nili会を椛築していくべき

である。

利議誘導引の体質を改善するとともに、

会長自身および執行に脱わる人々にはコン

ブライアンス(法令遵守)を重視し、 1'1己

'iT任を取れる資質が'tt求されている。

2 )愛知県歯科医(ljli会と愛知県幽科医師ijA¥P.lの

会員に対する会長としての立任

愛知県歯科医師会と愛知県歯科医f:lli述iP.l

は表裏一体の組織である。会を構成する会

員は問ーであり、長1:同法人として政治前助

が制限されているため組織されたのが愛知

県歯科医mliilil日lで、ある。前衆議院議μ背川

幸弘氏、愛知県的利!医日ili;iill盟会長三輪泌氏

が公職選挙法述J;(符疑で逮捕されたが、=モ

輸康氏は愛知IY，~l宙科医 nili会連照会長 ・ 古 IJI

幸弘氏選対目Ji.務長であり 、愛知県的手|・阪自IIi

会長により任命された。

問題となる，1.1.(は愛知県歯科阪自ili会会長の

任命立任と会l.lの犯罪行為に対する倫JIIl脱

定に基づく :J&i.とである。社団法人である愛

知県歯科医師会と愛~IHÇt歯科医日ili :ìili\Y.lの峻

別は会長を，lldlしない引のみでなく、組織

白体1えび・Ji.;距1)，1作が峻別されなければなら

ない。このことをIYJ目立に会員に示す必裂が

ある。

3 )述出規約のイゆiiiと辿11lの.m*f{開示

述!担規約のイ哨jは当初より 指摘されてき

た。政治的動そのものが裏の活動として資

金の流れが会μに示されないまま|度l床にさ

れてきたことが今1111の不祥事のJAL点であり、

会員の不伝悼を制り、さらに、歯科医械そ

のものに対する社会的批判を受ける状削に

至った。

この機会にj去を遵守 した連盟をfi'lt築する

ためには、まず述111焼約の不備を是正する

勇気と努)Jが必要である。特に会計につい

ては会長以下数名しか資金の流れがわから

ないなどというのは許語道断であり、役l.l

とりわけ枇究役 (ll!日事)の責任は虫いと，i 

える。

資金のiAiれがlti，'，可決議機関であるIlf，議l.l

会で帳簿諸去にJLづいて、明確に示される

ような会計規約 (規H!J)が必要である。

政治活動そのものは民主主義のト|本国家

において組織が1-1的達成のために位川する

手段である以上、1ff定されるものではない。

法を~f!!HJI した行為に問題があり、 j，UH il..~ 

は、徹底的な排除と反省が必要である。

4 )危機管理!と↑if報IJfJ示

現状を正しく認論し、危機管耳目体制が公

正に機能することが虫袈であり、ド1己保身

のため会只をj吹く行為は厳に諮まなければ

ならない。今凶の.!.Ji.i!l:で会員に対し正しく

情報開示されていない現笑がある。ijj討を

持って:::jT突を伝えることが会長の立務であ

る。

-
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I
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5) ，UMfllとバランス!$12

会の.tJi-業はlM~lの例人プレーではなく、

jÆ;:i~:すべき人と 、 組織と組織が良好な|具l係

を構築していかなければならない。そこで、

会長としてのluも庶民な資釘は調和とバラ

ンス1&<;:(1:である。また、 l人H刊に対しては人

を育て、人を生かし、人のために努力する

ことができる素長が求められる。

6引)1向~:別:ì川干訓宍自印削帥iI耐li会機椛 . 組織のU改文，1"下l'許"

l判1正H州~I' I~阪ミ R印郎附iI市lî会機thW仇梢F品的v月可J. . 組織の改 Jltにあたっ て

は下務機構の合}11l化 ・ 役 J~の選任方法 ・ 会

，iI・の透明化 ・l政作機能の強化等があるが、

会長にはね:1司法人愛知IV，Uii利|実印li会を l'f'l=.

しようとするな欲と1'1l念が必裂である。こ

のことは会長の例人総IU~の分散とトップダ

ウン体jJ;1jの是正を立l床し、;f1-、利私欲を指て

去るが;~t!~が必要である。

7 )似|倹診出報酬に対する対J，i:;

保険診療報酬はJJ~J~I災である会員にと っ

ては正に経背恭継である。ギJoc14(2002) 

'0 1:第 13阿 1.1-1 1宍協医療続出)~態調炎によ り .f!!f，

l永ー般診療所と11，占|人mfl診療所を比較する

と、|災業収入では |災宇|はm科の1. 7析、 Ij~

:ttl(川では|左手1.はが・i科の1.6伯、収文完結i

ではl夫科は歯科の].91汗である。このl実利.. 

I'*iヂI'I~行~J:絡差を少しで も j止正するために政

ifii1iff)Jを進めてきたが、 今後は政治力のみ

にがiらない手段とJlll論椛築が必要となる。

会長には社会保1~~:5刈fに j主話の深い人物

が望まれ、会長を '"心に'，I/]"Jグループを編

成し、会員の経併記心との)i政の道筋を示 し

てほしいものである。

8) 11m述-bJi.f'I:と の|見lわり

JJL夜、 ー述のLlI;fi述・Ji.fI:について捜査が

i並行している。)j;が・にも、会長就任後、

'Jげ|ーとの関わりカ'lIiJ:越となるようでは、 i'ii

手'1- 1豆に対する 1;H~jJ II11Uが、 一 Iì"~ 1末!日Itとなる。

次!YJ会長を選ぶ場介は、 三I~'i;~.の事態とは与も

なる・j1.を念頭にiF九、て、 'h1.iliに目的辿'Ji.1'1:

と|刻わりを持たない人物を選ぶ必要がある。

53 平成16年度 地区学術講演会のご案内

AGU 

日 11寺:平成17年2月6日(rl) 1 5 : 00~ 

場所 :同11崎市医師会 公衆衛生センター

前 日Ili:愛知学院大学歯学部補綴学第三講座

助教授橋本手|川圭先生

uif :迎:r生活習慣病と I!IJ川丹J(仮)

※詳細11は、後日ご案内致します。

内
ノ
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近況報 aニ
Eヨ

liij参議院議H

大 島慶 久

~ 
;j'ilJ.愛なる愛知県支部会Hの作品Eには、‘|勺戊 2

::1-'の愛知県参品I~出Iì欠選不叶íj些から、平成16イj'

7 ) J 2511 に ff:JUJ il~j了を迎えるまでの 1111 、 1 4"j'の

iときにわたり、 11<1会議l-iとしての政治的動に刈

し深いご~H併とご文援をl切りまして本当にイ{~m

うござし、ました。紙而をおf!?りして心よりお札

をIjlし1'.げます。

歯科界に|刻するー恒例は予想は/L1..:lミたものの、

]5~うもの i刻係.fí'がj主捕される )flJ ・j;::'Ji 件までに先

出して、 )'/'I ~労働作 ・ 政治lををき込み、 大きな

1， 1 会|問題として |五|民の皆.fjfiに対する );~3~!.~~ は }刻字l

l災f:11i会設_¥i:100イl'の雌史の'1'に大きな汚点を践

す結果となりました。

本年はアテネオリンピックのIJHflilの:Wでもあ

り、その11¥jはメディアの報道も Hを外した!盛も

ありましたが、オリンピック閉会と同H主にN川'1

Jjfの報道はIlj:IJf.Jされ、 111]もなく IJfJ会される臨H、?

11<1会では、このIIU;，出を政J{，J''j.党の攻撃材料とし

て、!]!Y"_;'i:iJ!lIは政治分野で併記しい辿及が行われる

ことが予!日lされます。

今阿の・JH'j:に|則して、誠にj立憾であったのは、

1輸政 1 ， ;1 窓会長がJJt臓のまま j剖IIìと三う JJ~'Xで

す。 il~(抜の作疑は公Jlt&選不法jß反n収で、あるが、

11 M'i辿111からの，'{111 ，jij，議11の令の流れは愛知県

世1~ \P.I.ではなく、 l'l.I.~'j，tのl織域文部である 1 '1 民

党愛'=11~I，~前科医師述111文部であり、 i愉氏の谷

疑も ~I，~ I~H述 111会長としてではなく、 J山f川，j前jí而i臼J議只

のj選立J糸戸.恒!ドL川t務完長としての行為に|凶刻わるものでで、あり、

p県1ムw立.吋iJ!叩1引lは一切|凶刻与なしとの』平判報N出II道があるが、 こ

の係な ~(JJLはJ.'IlWf されないし、云わない )jがい

いと思う ，'iLU前議11をfLに支援するならば、

地方品川に全を配って立扱を取り付ける線な古

HI氏の与えを111]通っているとして成めるべきで

あり、 1' 1 ら~~の運び役とな ったことに閲して|司

窓会長として又県前述間会長としての:輸氏の

点flは側めて重いと去わざるを科ない 又それ

を止めることカ{11'，来なかった側近の)j々 のjι省

を促したし、。

111'*)も11，，*1~1P，1 も山 ，'*1 ~1P.l も会長代J1H を WI~い

て、新'1'.あるいは再'1:.を|立lるべく人変なごJA:労

であるが、 II(長江すぎれば熱さを忘れるとぷうi1i

事にならないよう、十tl¥1J自11も誠心:o&立Jiu'Jkって

欲しいと思うし、会11もそのJJ.X:来のれ!を冷静に

見つめ、米たるべき本終的な執行体flilJの構築に

IÎIJ け て (~ -tf.~に努力をし、 1 11:論に対する1， ¥ 1iiiの阿

複を|立|らねばならないと!41う。

当分の111]、政治を外日11から存在l.!的にはつめな

がら、 f;f;l~と異なった制点から|王11人l外の，H'ii"t'i勢

に11をIIIJけると|司lI.yに、 IJミ療も#j不1.1民総(こ!U!);;j

せず、十|会似I~~制度の・つとして、 IIJ/，\)ムーい観点

に点っ てよ~，，'( し勉強するように心掛けたいと思

っている。今までに作た主11織と人脈の'1'でWi科
持に対して少しでも得Jjできるよう努力をいた

します。今後ともこ、J'/，iu・1'"さるようお1.9Jfいし、た

します。

-14 -
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名古屋市議会調u
岡本 善博

1愛:j;1I'}:院Wi学出1IIIiJ窓会の先・/ド，)jにおかれまし

てはますます御他)j券のこととお;J4びq，し|・.げま

す

また、‘I<b、皆係方には、地域のl羽科医縦の

充実JfL.び公衆1:'i.f'1:.の向上のため、多大なご以))

を陥っており、深く感謝と敬立をぷするもので

ございます

さて、先の 9rJ定例議会では、繁/(E:街などで

の路 卜I拠慨に 2Ji円以下の過半・|を却すことを雌

り込んだ 「安心 ・安全で快適なまちづくり ・な

ごや条例」がIIfiたされました。この条例は、 di

l(の 1 1 '出:'U円・を乱す地域の身近な犯~I\や迷惑行

為を|幼 ぐことを 1=1MJとしており 、'"でも、路 卜.

l拠側禁止が rll二I<，Jとなっております。

払ども、議会では、この条例案を↑11!if(に羽iiti持し

た寺山県、「過料の徴収時期については、 lム:~I( ， 

作党の幼~~を見極めた上で、む，'!if(に決定するこ

と」、「路 1'，禁雌地区の指定にあたっては、道路

に隣接する民イiJ血や公有地fl!IJの協力を仰て、 l 

分なII.JWJをかけてj也|ズ指定を行い、 リi民にわか

りやすい~ffl を j など、(.f';j;:決議をいたしまし

た。議会として、 ilil<:の11線になって、、'i}IIJへ

j i:文をつけたものであります。この1111、在、は議

会運営委日長として、弁会派のな比の調整に努

めさせていただきました0;1(:"1'の「愛・地球t'>>:J

を抑え、 l此投などのポイ抗てを防止し、 di以の

マナー向卜ーに紡ひ‘つけたいものであります。

また、 10)J6 11には、ペモ1~ I初の地 |、'j:1)~H犬運

転となる、 j血f鉄名城線の環状化が完成し、Ilil

11、名古l五駅と金城ふlIfiを24分で結ぶ 「あおな

み総JもIJfJ業いたしました。これにより、名，'i

h~ di内での公共交通機|対による移動が、 ~f.立と

便利になりました。J長年 3)JからIJf，Jililされる

「愛 ・地球l'年」に，訪れる|正|内外の大勢のお特級

に不IJ)nしていただけることはもちろんのこと、

公共交通の利似性を117jめることにより、都心部

への自邸~!'(の過度のi友人を抑HilJ し、広li境負荷の

iL~械を灰|り、，Ï1l(の持機に公共交通機|刈を優先

的利HJするライフスタイルへの転換を似し、名

，'II!U市がけ指す 「環境内自IUの実現に繋がるも

のであります。

終わりに、|百l窓会の先生Hのますますのご他

)j存とご活断!を祈念いたしますとともに、今後と

も変わらぬご指導、 ご支援をl!弘りますようお腕i

い'"し|二げご挨拶とさせていただきます。

尾張l也市市長

谷口 幸治

愛知l'γ:院大学的学音11同窓会愛知県文部の特峨

)jにおかれましては、ますますご山栄のことと

お:，'{ひ:'q，し|二げます。

今年の以は本当にあつい日が続きましたが、

とびっき り熱かったのがスポーツでした まず、

アテネオ リンピック。始まるまではあまり|則心

を持っていませんでしたが、いざ必をIJfJけると

どうでしょう。柔道の谷選手、出f村選手に始ま

ってマラソンの針11 j握手まで述11のメダルラ ッ

シュに 日本"，が沸きかえっていました。みなさ

んもワクワクはらはらしながら応媛してみえた

のではないでしょうか。

いろんなシーンが脳炎に焼き付いていますが、

私のー症は児チ体操|干|体決勝です。id終競技の

鉄.Wでルーマニア、アメ リカの選手がミスを犯

した中で、 11本の 3選手はプレッシャーをもの

ともせず、もてる)Jを十:分に先制しました。

そして、以後の7川11j握手が本、1iにきれいな"乳幼;

をir'liいて済地した|憐IIIJ、思わずやったーと叫ん

でいました。

fJi校野球.も#.11，'1らしい様り 1'，がりをみせてく

p
h
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れました。地元愛知lの中京大'1'ぶは惜しくも

准々決勝で愛媛の済美に逆転nけをきしてしま

いましたが、その済美は決勝戦で'-1ヒ尚道の駒大

戸川、牧と10対13の大熱ij災をiii(じてくれました。

そして催1l)I'加tがはじめてIJI"Jの|刈をいっきに飛

び越え北海道へと波ったのでした。

その日の深伐でした。ふと 11がさめてテ レビ

をつけるとなんと、!1lf'11~千が先日(l'(を Jじってい

るではありませんか。もう自てなんかおれませ

んでした。テレビのI而でガンバレ、ガンバ レと

応援していま した。j孟:t{，と!ほしし、 |・りでラドク

リフ選下やシモン選手など他の選手がI]}i"7存する

Ij'でのあの見事な走り 、いったいあの小柄な休

のどこにあのようなパワーカfあるのでしょう。

ほんとうに驚きました。)1 llii111のIIKかったこと

1I1~かっ たこと 。

アテネオリンピ ックでの1-1本の選手の活断!は

めざま しいものがありました。参加することに

立義があるといった時代もありますが、今の選

7・はi!iiいます。多くの選手がメダルをとるとロ

コします。 4~q:に一度しかないオリンピックで

l需になるためにコーチやスタ ッフ と科学的な

分析を iTi:ね、さらに過酷な糾刊を制み屯ねてい

るのです。その努力には頭がさがる!よh、です。

そして努力といえば、やはりイチローです。

いっけんクールに見えますがそのハー トは誰に

もれけないぐらい然く燃えているのでしょう。

多くの人が例えているように彼のj孔貌、振る邦

いはまるで剣豪宮本武蔵のようです。id多安打

記録262本という大 リーグ!と_j"に成るすばらし

い会'(:併を打ち立ててくれました。イチローは

白己の能)Jを肥Mし、日々の努力の桁みif(ねが

大きな結米につながることを教えて くれました。

しかし、本当に忘れてならないのは判常気象

ともいわれる辿続の真夏日の再さです。 ~l fL .x. ，

n;li:ペーのなかで熱"，症により亡くなられたんも随

分おみえでした。これはH本だけでなく海外で

も1，什革のニュースが報道されていました。そし

て、全1'.11千j也に大きな災害をうえたず?胤の多さ

はどうしたことでしょう 。アメリカでもハリケ

ーンカサI止)~を似る ってい ます。

近年 y~~ '': i~.気象という こ とばをよく上[にするよ

うになりましたが、 j京凶の一端は私たちにある

のではないでしょう か。公与をまき散らかして

お11り1:げてきた物社会の付けがII_IIってきたので

しょうか。私たちが子供の頃、いや数年liijまで

この地)jのiL.のせみはあぶらぜみでした。 しか

し、ここ数年でクマゼミのほうが多くなってき

たような気がします。これもjikl暖化の;iE科で‘し

ょうか。このままどんどんilnU暖化が進んで‘しま

うので しょうか。

ili，U成化ガスの削減目標を定めた京都議定作は

ロシアが批准を1"1際公約したことで、発効への

展塑が!日lけてきま した。 いま、多くの企業や I~I

治体がIS014001の認証をI保持しています。こ

の兵の猛烈!な押さを経験した今こそ、アイドリ

ングストップ、訂版ごみの回収、グ リー ン1!l1;入

など私たち -人ひとりが地球に優しい生日にZ'L

剣にl収り組んでいかなければならないと思って

います。
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システム@))~暴肉
本案内は相JI扶助システム却l人と I，illl;¥'tこ}JII人をする

団体所得補償保険の袋内を兼ねています

『相互扶助システムjご加入のおすすめ

愛知学院大学的学部同窓会愛知県支部の皆織におかれましては、ますますご健勝のこととお皮，

び申しJ'.げます。

さて、 fキ1:1/:;-'扶助システムjがスタートし13!oFが経過しようとしており ます。みなさまからも

ご好評いただいております本システムの革製性をますます隊信し、 多くの同窓生 に加入していた

だきたくご袋内庁Iし上げます。以下に制度の概要と加入手続きについてご裟内しますので、魁行

をご理IUI鮮の上、 j企非ともご力fI入下さいますようお願い申し上げます。

愛知I学院大小歯学部I~I窓会愛知県支持I1
3樹立扶助システム会日会委員長八木.fllm

[『相互扶助システムJの趣旨 羽
r---------------ーーーーーーーーーーーー---------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----・ E ・-ーーーーー一一ーーーーーーーーーー_----ーーーーーーーーーー------・ー・ー・ーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー、

! I時として病気やケガ、あるいは思いもかけぬことで心ならずも .i仰が所を I~Jめなくてはならないこ ともあります。 i
j そんな時、代診制度により緊急に診療所をみてもらえることができたら、忠行さんにも家族にも迷惑を針けず、 i
j安心してこγl身の治療に専念するこ とができるはずです。この 間I'T.扶助システムjを平IJ則することにより、 !
j 会flは、いざという II.~に当委11会を経山して代診医を派ru しても らう こ とができます。(派出!日JlIIJ は l ケ JJ ) i 

. また、 !t，1il災に対する白川は所得補償保険に加l人することにより隊i尽きれていますので安心です ， 

l 『相互扶助システムJの特徴 ヨ1
i < 1 >病気やケガで働けなくなった場介にfUi l欠j~l]Iえにより 、 代Jtl災が派;nされ忠者ーさんや家紋に迷惑を掛
i けることなく安心 してn身の治械に'，1/念できます。
i < 2 >代み|災に対しては入会条1'1として加入する所作hlif1¥保険によ ってよ払われる保険令から 11吋を立;払う

j ので 'l~JIJの心配が必りません。
i < 3 >所得補償保険のIJII人においてはl民的のJ金作はィ、~です。 (日1m ;'; 知 I I~が必~です)
!く 4>i!!Ii 'J~放の際は加|人している所得姉償保険から僚が飲返戻令として保険料の20%が返炭されます

[入会条件 羽
iく 1>愛知学院太子:術学日III"J窓会1愛知県立:mlil':会i!のう ち、現代、他J，IiでiI・，ib-に，診療に従事している会11で!

愛知県内に，i主総JYi'をIm.1Jl:しているこ と。 i 
jく 2>1日l窓会愛知I ~以内|吋1I可扶助システム会11 会を慾 1 1 とする r~r1lHIIì tïl保険 ()，~;;j>:契約保険金)J秘160万I']} i 
i に)JII人すること

jJ 1ui1，OOO円 1+-剛院ヨE沼詰同r~i問団自主~U・
:託会校、 保険料はJJ.ll，にて ご~:T定の

III1iから引き訴とします

空間γ合ヤ竺 E 
|本家削概要を J己紋 したものです。 詳しい内存につきましては、 'I~務局、側代別およひ'jJlf足ジャパンまでおIiJIい合わせ 1;さい。!

・11)1，:扶助システムにl則するおIiJI~ 、合わせ 愛知学|応大学的小部同窓会愛知以文部川1'，:扶助システムJ'IQ古川 jll.・1i J芝;

TEL .052 -763 -2182 P AX .052 -763 -2182 

・所得補償保険に|則するおllifい合わせ 取扱ItJlllfo1i 株式会社ダイマルサービス 11!吋 神野 i 
干460-0017 r"町民di'I'[豆必1);(1-6-13 TEL.052-323-0282 i 
，) I受保険会社 十年式会II:Hl'.';.保険ジャパン 才"片版企業常業部1m.諜 ! 
干460 - 855 1 才'， 8h~ dj ，，' 区)Lの IJ.J3 -22 -21 TEL. 0唱2-953-3894 

|AP'04'0010531 2ゆ04.6.111'1反
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-編集後記

，1味覚の秋を迎え 』公立が台所にÎ;"~ ~、 である と食すのが↑11 しいようなあの香り 出Illid1 1"を立ち込め

て何とも i~羽I~な秋の- n と なる 。

発行所 t'，，'il'l{diTーや[(J;>(tlli元町 1-100 
愛知?{:p"i;)c午前学:j';1I1，iJ窓会

愛知 県支出11

TEL (052) 7 6 3 -2 1 8 2 

FAX(052) 763-2182 

題字放岡本清俊先生

緑集兼発行人 f書記局

長塚 IVJ j，配備ノk古

伊 藤 必 1，( 小}:~ ~1、プじ
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相11111 fll IllIJ 株式会十1:


