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組織を考える

副支部長金津俊文

春暖の候、同窓生の皆様にはご健勝のこととお慶び巾し上げます。阪上新執行部のもとで、もう

すぐ A 年が過ぎようとしています。同窓会活動執行にあたり、本来の目的である『会員十日!Lの親睦

と福祉及び学術の研鈴の場jという原点に立ち民り、いきいきとした明るい同窓会を目指したいと

の大号令のもと、役員ム同頑張ってまいりました。x.、同窓会と前科医師会とは存在日的が異なる

集まりであり一線を画すべきだとも言及しています。しかし大多数の同窓生が開業歯科医という単

ム同業種の集団であり、殆どが歯科医師会の会員でもあるという特殊性から、県・地区・班等での

様々な立場において、どこで一線を引けば良いのか簡単に答えが出せるものでもありません。一昨

年の世間を騒がせた日歯連事件も漸く終息に|同かい、最近では建築業界や IT関連業界による事件

がマスコミを賑わしています。どの件においても共通していえることは、 牟香迷惑しているのは被

害者のみならず、それぞれの業界の I~I で汗通に真面目に商売や事業をしている大部分の|叶業者だと

思われます。連盟においては事件後かなりの退会者が出ました。果たして退会することが将米の問

題解決に繋がるのでしょうか。現在の日本の社会構造は、どの様な業界であれ変革或いは是正を望

んだ場合、個人でいくら声高に叫んでも無意味で、あり、団体或いは組織として国民全体に訴えるな

り、凶もしくは地方の行政の場に訴えるという仕組みになっています。この様な訴えを実現させる

為に個人でできること又、しなければならないことは、その所属する同体或いは組織の組織本を向

上させることではないでしょうか。先づは同窓生Ii'iJ志子と子を取り合って前へ進もうではありませ

んか。今後とも同窓会活動に対し、ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
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各 局活動状況

穆

第16回愛知県歯学同窓会懇話会

H時:平成17年11月5日比)18: 30~ 

場所:名山岸クラウンホテル

恒例となりました愛知県商学同窓会懇話会が、

上記日程にて開催されました。今年度で16凶日

を迎えることとなり、総勢77名のご参加を頂き

ましたc 来賓として、愛知県歯科医師会々長の

宮村一弘先生をお迎えしました。ご挨拶の巾で、

2年半の県歯運営についての報告と、現在の歯

科界の抱える諸問題について、述べられました。

続いて、各校同窓会役員の紹介を行い、懇親

会に移りました。終始、和気あいあいとした雰

囲気のなか会は進み、本会の日的である親睦も

大いに深めることができました。来年度も本校

が幹事校を務めさせて頂くことを決定して、会

を閉じました。
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新入会員説明会

l::Ill寺:平成17年12月13日(刈16: OO~ 

場所:楠元学舎 図書室 4F 大教室

来春の字業予定者に対して同窓会愛知県支部

の入会案内の説明会が行われました。愛知県支

部より鈴村常務が出席しました。事務的内容と

しては①勤務先、住所の届出、②弔意の届出、

③会費の納入、④相互扶助システム、⑤会員名

簿等の説明を行いました。

また組織の説明としては、愛知県支部は全国

の1，，]窓会支部の中でも特殊性のある地区である

こと、|叶窓牛会のための学術活動と親躍を深める

組織であることを説明しました。

そして、同窓会本部と愛知県支部の組織とし

ての違い、最近の卒業直後の同窓生の研修・就

職状況なども説明し、勤務先・住所変更があっ

た時は愛知県支部事務局まで届出をしてもらう

ようにお願いしました。
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平成17年度愛知学院大学歯学部歯学会・

同窓会共催学術講演会

刈谷班久田和明 (16回生)

刈谷班の会場設定、設営のもと下記のように

おこなわれました。

日時:平成17年10月30日(日)

場所:刈谷産業振興センター 605号室

講師:愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座

教授有地築一郎先生

『最近の話題J

愛知学院大学歯学部薬理学講座

講師新井通次先生

『有病者の歯科治療を薬理学から考えるJ

有地教授からは、最近の話題ということで、

解りにくい放射線の話を、学生の講義と同様な

ユニークなスライドを取り混ぜて、お話を進め

ていただきました。なかでも放射線を被爆線量

の観点から解説して頂き、新聞紙上で話題の石

原産業のフエロシルトをめぐる問題とか、 トロ

ン温泉にちなんだ事柄とか、自然放射線被爆量

の内容などを、ご自分の出身と研究歴におりま

ぜてわかり易く解説して]頁きました。また、愛

知学院大学歯学部附属病院の放射線講座の最新

の設備も症例とともに丁寧に説明していただき

ました。

新井講師からは、有病者の歯科治療の投薬時

に注意すべき薬の副作用、相乗効果などを、個々

の全身疾患にあてはめて順番に丁寧に解説して

頂きました。忘れがちな薬理作用、代謝、排i世

の原理をもう一度復習しながら、狭心症、心筋

梗塞の患者:不整脈:心不全:高血圧:糖尿

病:気管支瑞息:高尿酸血症:うつ病:不眠

症:てんかん:消化性潰湯:甲状腺機能低下・

克進:腎臓病:肝機能障害と多岐にわたり薬物

投与に関する一般的注意事項をお話して頂きま

した。

両先生ともたくさんの質疑応答が活発になさ

れ、その後の懇親会へも出席して頂き、非常に

楽しい時間をすごさせてj頁きました。

平成17年度 同窓会愛知県支部学術講演会

日時:平成18年 1月29日(日)10: 00~12 : 30 

場所:愛知学院大学楠元学舎基礎棟2階

第 2講義室

熱田区班本多隆保 (16回生)

本日、新潟大学大学院医歯学総合研究科免疫

学・医動物学教授の安保 徹先生をお招きして

「歯科医に役立つ免疫学一歯周病など感染症の

発症メカニズムー」と題してご講演を賜りまし

た。

今年は、例年になく寒波厳しく、講演当日の

天候を心配していましたが、当日は、好天に恵

まれ、約140名の受講生に来場していただき、

大変盛り上がりました。先生は、青森県のお生

まれで、東北計七りの温かみのある語り口で、

時々発するユーモアもとても好感の持てるもの

でした。

講演は、 10:00開演で、途中10分のブレイク

をはさんで、約 2時間おこなわれました。その

ポイントとして

1 )心と体はつながっている。つなげているも

のは自律神経であり、交感神経と副交感神経
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のリズム、バランスが崩れると、感染症、腫

蕩、アレルギーなどの発症を診る。

2 )頼粒球、リンパ球、マクロファジーの分布

割合が、健康体でいるために非常に大切である。

3 )歯周病の炎症も白血球レベルを捉え、単に

細菌感染の問題と捉えるのではなく、ストレ

スの問題も考えないと、正確な病態把握はで

きない。ストレス、つまり、交感神経緊張状

態が継続すると、交感神経支配を受けている

頼粒球の増加(頼粒球増多)が起こり、過剰

になった頼粒球は、常在菌と反応して、組織

破壊の炎症や化膿性の炎症を引き起こすと考

えられる。

その他にも、内科の臨床医としての豊富な

知見と科学者としてのエビデンスを元にお話を

していただきました。

免疫学というと、難解だ、取っつきにくい、

できれば避けて通りたいと思っていましたが、

とても判りやすいと受講生にも好評でした。

5 

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

厚生福祉事業

「男川ゃなそば打ち体験と炭焼きノtーベキュー」

に参加して

昭和区班服部束 (26回生)

前回 8月25日が台風接近によって中止延期に

なり、天候のみが心配でしたが、幸い絶好のバ

ーベキュー口和の晴天になりました。男川ヤナ

のおばちゃん自慢の100%額田町産の挽きたて

の新そば粉を使って、そば打ちを行いました。

学生時代の実習のようなおばちゃんの指導もあ

り、手をそば粉だらけにし、それなりにそばが

できあがりました。自ら打ったのと空腹が重な

り、「マイウーjでした。

バーベキューです。当初予定になかったヤナ

での鮎取りが出来ると聞き、子供たちは大はし

ゃぎです。準備が始まったのを見て、網の上の

おいしそうな肉たちをそっちのけで、靴と靴ード

をぬぎズボンの裾をまくりヤナに突進です。取

った鮎はさっそく塩焼きです。焼き上がった鮎

はテレビの旅行番組のように背骨だけがスルツ

と抜け、子供には内臓が苦かったみたいですが、

よいお味でした。

子供たちお待ちかねのビンゴです。娘は狙い



〔平成18年3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 84号〕

通りで笑顔、息子は涙でした。恐れていたとお ※お願い

り帰りの車内は、運転手を残し家族は爆睡でし 愛知県支部では、規約に基づき供花を出して

た。最後に、今回のイベントを企画運営してい います。(同窓会本部・愛知県支部で一対)

ただいた役員の先生方に感謝します。 お手数ですが、弔意の際には事務局迄ご連絡

下さい。

平成17年度弔意報告 同窓会愛知県支部…8 ・Fax052-763-2182 

平成17年 尚、休日で事務局に連絡不可能な時は直接花

10.17 半田 18回生 藤(保聡彦君 ご尊父様逝去 屋さんへ連絡して下さい。

10.21 微生物学 教授 吉村文信先生ご母堂様逝去 花松(はなしょう)…企・ Fax052-832-8446 

10.28 歯科放射線 1助7教回生授 内藤宗孝君 ご尊父様逝去

三会主
10.28 名東区 7回生 奥村光雄君 ご母堂様逝去

10.30 豊川 8回生 鈴木立子さんご尊父様逝去
会費納入は自動引き落としで/

豊川 13回生 小林裕子さん

11. 8 瑞穂区 10回生 佐藤田専君 ご尊父様逝去

11. 9 東区 10回生 佐々木隆君 ご尊父様逝去 日ごろは会費の納入にご協力頂き誠にありが

11.12 愛豊 16回生 鈴木純二君 ご尊父様逝去 とうございます。

11.14 解剤学第l前教授 酒井琢郎先生ご本人様逝去 自動引き落としによる納入の先生はすでに納

11.18 知多 34回生 早川尚久君 ご尊父様逝去 入国いておりますが、銀行振り込みで未納の方

11. 23 緑区 18回生 宮下稔康君 ご尊父様逝去 には再度、 2月に振込用紙を郵送いたしました

11. 25 半田 12回生 関 均君 ご母堂If逝去 ので、納入して頂きますようお願いいたします。

11. 30 守山区 13回生 出原康男君 ご尊父様逝去 尚、事務局においては振込用紙発送の郵送料

12. 2 東区 6回生 猪飼俊彦君 ご母堂様逝去 の節減、先生方におかれましでも振込み時の手

12.13 豊川 17回生 丸山勝君 ご尊父様逝去 聞と手数料の節約のためにも県歯に入会の先生

12.21 熱田区 6回生 大西昌明君 ご尊父様逝去 には自動引き落としの }J法をご利用いただきま

12.22 東区 4回生 社本昇弘君 ご尊父様逝去 すようお願いいたします。

守山区 8回生 社本貴久雄君 毎回振込用紙にて納入いただいている先生に

12.24 中川区 12回生 押村進君 ご母堂様逝去 は、今年度から自動引き落としにする念書を同

平成18年 封しております。多くの方がすでに自動引きに

l.4 岡崎 16回生 横田守広君 ご尊父様逝去 してみえますが、念書に必要事項を記入し郵送

l.8 豊橋握美 5回生 藤城貞夫君 ご尊父様逝去 していただくだけの簡単な手続きですので是非

l.9 豊橋渥美 7回生 村田格一君 ご母堂様逝去 この機会に自動引き落としによる納入に変更し

l.10 安城 30回生 奥谷 i告和君 ご尊父様逝去 ていただきますようお願いいたします。

l. 20 安城 20回生 中川清人君 ご尊父様逝去 何卒ご理解いただき、会費の納入にご協力頂

l. 26 中川区 1回生 成田洋之君 ご尊父様逝去 きますよう重ねてお願い申し上げます。

l. 27 知多 8回生 村上茂登君 ご尊父様逝去

l. 29 緑区 8回生 土井克紀君 ご母堂様逝去

l. 30 海部 14回生 渡辺静男君 ご尊父様逝去

2.4 中川区 22回生 今枝康至君 ご尊父様逝去

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

6 -
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〈平成17年度会費納入率〉

班名 全体数
全体

納入者

千種区 115 55 

名東区 91 66 

東 区 52 34 

北 区 85 61 

守山区 58 34 
曲ー 区 68 50 

中村区 105 55 

中 区 118 59 

i巷 区 42 29 

昭 和区 77 36 

天白区 69 45 

瑞穂区 59 32 

熱田区 33 23 

中川区 79 61 

南 区 45 38 

緑 区 72 46 
，国~ 117 73 

瀬 戸 75 40 

半 田 77 57 

春l::!)j: 108 85 

i掌 島 25 23 

牧 49 28 

尾 北 73 39 

犬 山 23 19 

西春日井 60 45 

生日
匁つ'一

109 77 

海 音日 62 43 

中 島 55 46 

愛 畳主三主会 79 53 

尾張旭 34 21 

豊橋渥美 112 79 

l両 崎 130 81 

2丘5註L JII 82 59 

知 主L 20 13 

安 城 43 32 

刈 谷 41 35 

碧 南 29 18 

西尾幡豆 38 29 

玉丘三主会 田 147 86 

J仁L1 計 2756 1805 

納全(%入体率) 
開業者 開業

数 納入者

47.8 66 44 

72.5 62 57 

65.4 41 30 

71.8 65 57 

58.6 38 31 

73.5 55 47 

52.4 69 46 

50.0 77 46 

69.0 31 26 

46.8 49 29 

65.2 49 39 

54.2 33 25 

69.7 25 22 

77.2 64 58 

84.4 37 35 

63.9 62 44 

62.4 88 69 

53.3 50 33 

74.0 58 52 

78.7 88 80 

92.0 20 20 

57.1 39 25 

53.4 52 37 

82.6 19 18 

75.0 42 38 

70.6 88 72 

69.4 50 39 

83.6 41 41 

67.1 61 46 

61.8 28 18 

70.5 79 67 

62.3 99 73 

72.0 57 48 

65.0 16 13 

74.4 35 32 

85.4 33 32 

62.1 18 13 

76.3 27 23 

58.5 111 78 

65.5 2022 1603 

納開(%入業率) 

66.7 

91.9 

73.2 

87.7 

81.6 

85.5 

66.7 

59.7 

83.9 

59.2 

79.6 

75.8 

88.0 

90.6 

94.6 

71.0 

78.4 

66.0 

89.7 

90.9 

100.0 

64.1 

71.2 

94.7 

90.5 

81.8 

78.0 

100.0 

75.4 

64.3 

84.8 

73.7 

84.2 

81.3 

91.4 

97.0 

72.2 

85.2 

70.3 

79.3 

阪上執行部になり、一年を迎えようとしてい

ます。また早いものですでに我々の役員の任期

半分を消化し、あと今年度の行事は 4月の代議

員会、定時総会を乗り切るのみとなりました。

また今回は今年度最終号の「会報」となりま

す。次年度の「会報」に対する内容等のご意見

ご要望がございましたらご一報ください。今後

の同窓、牛宇の会員の皆様方からの投稿をお待ちし

ております。

-毎月の役員会の開催、資料の作製、議事録の

作製。

「役員だより jの作製、各班長への発送。

「会報」の発刊。

-書記局会議の開催。

-第29田代議員会、第30凶定時総会の開催

平成18年4月16日(日) 愛知学院大学歯学部

付属病院 7 F (末盛)にて開催予定

愛知県支部間窓会事務局メールアドレス

shiba@sdent緬 Bict説明gA室kuin.ao.jp

(平成18年 1月31日現在)
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平成18年 1月11日側、第 8回役員会終了 )， 5R( 上 l-r L 戸、 予

後、新年会が栄の「烏銀風月」にて午後 8 和やかな雰囲気の中、親睦を深めつつ、午 』

時より開催されました。 後10時頃閉会いたしましたo ~ 

来賓として小出学院長、亀山歯学部長、 炉 / 岬離鍾欝 ? 
同窓会本部の池山専務、岡本市議会議員、 三議会野で …ぶ議繍警 灘鱒襲襲寵議議 長

長保技朋会会長をお迎えし盛大に行われま 〆究一護機構総選韓議嬢機鎗鱒明豊富道 官

した。 _J睡 給湯撃還資務審努験蒋竺毅饗雲蓮・. ~ 

阪上支部長の開会の挨拶に始まり、小山 署圃圃曹 工附糊竹物学冨 3 

学院長にご挨拶いただき、亀山商学部長に 量圃圃i吋議L 必適量謹 a盛も議選議 官

お言葉をいただきました。 調闘. I::(':5:0H ・E遍雇:審議司量習量週・臨 5 
新年会は長保技朋会会長の乾杯の音頭で 開湯量髭野川

...匂--句-ふ~ヘ子八Ii匂..八コ引主心二、J匂ドデミコ.. γミIiゎ--句円入J的主心主 J匂--コイ--心主..主心、三ぷヲ・

日!三戸ペミ主主:日子;乙へパゾミ♂.三塁置望小川冨量バ~垂グハ1量居ペジ運璽=-バジミハ.ジミハ
い λ バリハ宇日ょ川リヘ11 九骨量.;-~手恒-止什円RlC-dIIIIII手....，扇町ヂバ--=噌-か九五九グ:ぺ主川』心何百五引戸ヘコ 3て..い 孟画事長 μ If:::同司，掃ν 主戸~友三 官ー哩 υ ぺ主 ρ 〆ヘいがヘつ円ヘ.K 川九♂--叶ピヂ川..... 院JμηiiiIi句E主的月明干園田JυわけJ 川ぺ心デ川-叶ワa・・-ミλγ-丸山1γ-古川、--小..子三バ--咋〆....五市川--勺ふ匂..♂...引--十五玉川均二..主山4イ且圃

時局対策委員会

平成17年 9月5日に発せられました諮問に対

しまして、平成17年 9月14日に時局対策委員会

を召集し協議した結果、以下の如く答申致しま

す。

記

諮問 1 次期尾張旭市市長選挙(平成17年1]月

20日施行予定)に立候補予定の尾張旭

班 3回生 谷口幸治君推薦について検

討されたい。

答申 推薦に値する

答申理由

1.谷口幸治君は、現職市長として、その功績

を広く市民より認められており、特に歯科

関連の行政においては、顕著で、ある。

2. 谷口幸治君は、愛知県支部尾張旭班の正会

員であり、又、尾張旭班の決議を経て推薦

3. 4年前の市長選挙の折りにも、推薦を認め

ている。

歯科医療問題研究委員会

第 1囲歯科医療問題研究委員会

日 時:平成17年11月初日(日)19: 30~ 

場所:愛知県歯科医師会館303号室

出席者:17名

報告(内堀委員長)

1 )医療構造改革厚労省思案の概要

2 )医療経済実態調査

3 )保険免責制導入について

4 )規制改革・民間開放推進会議 3カ年計

画等のフォローアップ結果

協議(坪井副委員長)

直接審査請求の経緯及び協議の要点

依頼されており、推薦条件を満たしている 第 2回歯科医療問題研究委員会

と認められる。 日 時:平成18年 2月4日出16: OO~ 

-8 
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場所:ローズコートホテル

出席者:16名

同窓会本部合同 中医協委員

登利俊彦先生講演会

司会進行同窓会本部江坂常務

「これからどうなる歯科医療保険」

I 歯科医療を取り巻く環境について

1 )政府の医療費抑制等について

2 )中医協の審議の経緯

3 )次期診療報酬改定の対策について

E 今後の歯科医療保険について考える

1 )歯科と医科格差(無床診療所)の問題

2 )医療機関の平均収入の構成三要素につ

いて

相互扶助システム委員会

日 時:平成17年12月1日制17: 30~ 

場所:楠元学舎第3会議室

平成17年度第 1回相互扶助システム委員会開催。

議題:①会計報告②相互扶助システムの今後

以上 2点について報告並びに協議いたしました。

特に②については平成 3年にシステムの立ち上

げがされて以来、対象となる同窓生の高齢化も

含めた年齢層の拡大、支部同窓会構成人員に対

する加入者の比率の減少、本部同窓会とのシス

テムの重複、損保会社料率等の多くの問題があ

り、今後のシステムのあり方について討論され

ました。

今後、速やかに問題解決を図るよう、慎重協

議を継続することとなりました。

その後、 1年間お世話になった口腔外科第二

講座の皆様と、八事「神戸屋」にて合同懇親会

を開催いたしました。支部同窓会 8名、講座か

らは河合前教授、下郷教授以下多数のご参加を

頂きました。

今後更なる当システムへのご理解こ、協力をお

願いし、閉会いたしました。

9 

出版委員会

第 1回出版委員会

日時.平成17年10月5日。j922: 00~23 : 00 

場所:デニーズ天満通広

第2回出版委員会

日 時:平成17年10月29日出20: 00~22 : 00 

場所:愛知学院大学歯学部楠元学舎

第3会議室

協議内容

①「会誌」の編集方針について

-今回の会誌は30周年記念誌となる。

・以前の周年では、座談会を行った。今回

も座談会形式を「目玉」とする。

-出席者は学長、支部長等あわせて 5人く

らいか。スケジュール、場所をおさえて

おく。

・テーマは従来どおり「臨床・学術JI趣

味JIスタデイーグループJI臨床ワンポ

イントJI書画・写真」等々

②今後のタイムスケジュールにって

-平成18年 2~3 月頃原稿を回収・校正を

行い、秋に発刊予定。

③原稿依頼について

.同窓会報に依頼状を掲載する。

-各委員が 2~3 名を目標に依頼する。

④各委員より原稿依頼の報告

⑤原稿依頼の送付

・依頼者リストにあがっている先生方には

早急に発送する 0

・デジタル入稿についての校正。

⑥座談会について

. 5人程度でどうか。

・メンバーを選出し、日程的にあわない先

生のサブを決めておく。

⑦卒後周年の担当者

③挨拶依頼状
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平成17年度第 6~ 
日時:平成17年11月2日制 19 : 45~ 

場所:楠元学舎第 2会議室

1.開会の辞

2.氏名点呼

3. 支部長挨拶

4. 報告

1 )本部

2 )県歯

3 )専務

4) 各局・委員会

5 )その他

5. 審議事項

1 )支部学術講演会の件(日程・場所)

・・・学術局

6. 協議事項

1 )規約改正の件…・・専務

2 )支部学術講演会の件……学術局

3 )実習を伴う学術講演会の件…学術局

7. その他

8.監事所見

9. 閉会の辞

平成17年度 第 7自愛知県支部役員会

日時:平成17年12月7日制 19 : 45~ 

場所:楠元学舎第 2会議室

1.開会の辞

2.氏名点呼

3. 支部長挨拶

平成17年度 第 8回愛知県支部役員会

日時:平成18年 1月11日制19: 30~ 
場所:烏銀風月

1.開会の辞

2.氏名点呼

3. 支部長挨拶

4.報告

1 )本部

2 )県歯

3 )専務

4 )各局・委員会

5 )その他

5. 審議事項

1 )第 2回班長会の件…・・・組織局

2 )実習を伴う学術講演会の件…学術局

3 )平成18年度予算案の件……会計局

4 )医療懇談会(日時・場所)の件-…渉外

6.協議事項

1 )医療懇談会の件……渉外

2 )愛知県支部創立30周年記念事業の件

・・専務

7 .その他

8.監事所見

9. 閉会の辞

平成17年度 第 9回愛知県支部役員会

日時:平成18年 2月 1日制 19 : 45~ 

場所:法人本部 2F 大会議室

1.閉会の辞

2.氏名点呼

3. 支部長挨拶

4. 報告

1 )本部

2 )県歯

3 )専務

4 )各局・委員会

5 )その他

5. 審議事項

1 )医療懇談会の件……専務

2 )第羽田代議員会 第30固定時総会の
f[t・.....書記局

6.協議事項

1 )愛知県支部創立30周年記念事業の件

・・・専務

7. その他

8. 監事所見

9. 閉会の辞

ハU
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尾張旭市長

谷口幸治

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部の皆様

方におかれましては、ますますご清栄のことと

お喜び申し上げます。

改めて考えてみますと、 4か月毎にこの会報

の原稿を書いていることになりますが、この 4

か月は本当にいろいろな事がありました。

そろそろ万博気分も泊段落してまいり、 11月

20日の二期日の市長選挙に向けて、後援会、支

持者の皆さんに二期日へ向けての方針、抱負を

うったえ、気を引き締めておりました。結果的

には本市として28年ぶりの無投票となりました

が、これは 1期目の私の市政への取り組みにつ

いて多くの市民の皆様から一定の評価をいただ

けたものと思う一方で、「もう一期しっかりや

れ」という叱陀激励ととらえております。

そして12月1日。この日は尾張旭市の市制施

行の日であり、市の文化会館で35周年を祝って

記念式典を行いました。私は、街は市民のもの

であり、市民との協働で街がつくられてきたと

思っています。したがって、これまで「官」の

功績に対して行なってきた表彰の規則を見直し、

この35周年を記念する式典で初めて「民」の功

績に対して市政功労表彰を行なうことができま

した。また、私事ですが、 12月1日は私の誕生

日でも有り、多くの市民に祝ってもらっている

ようで、本当に喜ばしい 1日でした。

しかし、 12月7日。この日は忘れてはならな

い日になりました。市内で母親の虐待により 5

歳の男の子が死亡するという大変悲しい事件が

起こってしまいました。二度とあってはならな

いことであり、今も心が痛みます。毎日のよう

に幼い子どもが犠牲になる事件が報じられてい

ます。私たち日本人は、経済が豊かになり、生

活は楽になりましたが、ますます核家族化が進

み、地域性は薄れ、子どもの育て方や、しかり

方、褒め方なとと家族や地域が持っていた大事会な

ものがどんどんなくなっています。弱肉強食と

いわれる野生動物ですが、親は命をかけて子ど

もを守り育てます。人間は脳が発達し、考えた

り、記憶したりすることができますが、野生動

物のように種を保存するという基本的なことが

遺伝子から欠落してしまったのではと思えてし

まいます。

耐震度偽装事件やライブドア事件など日本人

の良心は何処へ行ってしまったのでしょう。自

分が設計した建物で暮らす人達のことを考える

ことはなかったのでしょうか。株主や社会のこ

とを考えずにまるでゲームのように会社を運営

していたのでしょうか。

私は、歯科医師として文字どおり患者さんと

面と向かつて治療をしてきました。私の治療は

どちらかといえば痛かったと思いますが、それ

でも治療が終わると「ありがとう」と感謝され

ました。仕事をして感謝される。本当にうれし

いものです。なじみの居酒屋の大将もそうです。

「今日の料理、うまいねえ。Jと声をかけると、

うれしそうに笑います。みんな単純なんです。

昔の職人や商売人は商いの規模は小さかった

かもしれませんが、相手の顔がみえる商いをし

ていたと思います。仕事へのこだわりや自信、

誇りそういったものがもっとあったと感じられ

ます。大変悲しいことですが、今の社会では仕

組みや規模が大きく、複雑になりすぎてお客さ

んと向かうことを忘れてしまう人が多すぎるの

でしょうか。

市役所も、市民の増加と多種多様に変化する

ニーズに対応するべく、職員も増加し、仕事の

旬
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仕組みもどんどん複雑になってきました。しか

し、忘れてならないことは、きちんと市民の跡、

を見て仕事をしているかということです。在、は

歯科医師として、誠心誠意患者さんと向き合い、

治療をしてきたという自負があります。何より

患者さんの喜ぶ顔を見るのが好きでした。

市長として二期日に入りましたが、歯科医で

あったときと I，;J様、誠心誠意市民と向き合って

いきたいと思っています。そして、市民との共

同の街づ、くりを進め、尾張旭市を「住んで、よか

った、住みつづけたい、住んでみたい」そう言

われるような街にしたいと決意を新たにしてい

ます。

+++サ0++斗o吟。味。味。味。味。味。サ0++→。サo斗oサo味。味。+味。サ。→0+サo斗o吋0++味。母0+サ。母。→。味。味。味。味。サ0+

名占屋市議会議員

岡本善博

愛知学院大学歯学部同窓会の先生方におかれ

ましてはますますご健勝のこととお慶び申し卜会

げます。

日頃は、歯科医療の現場を始め、市民の歯の

健康を守るさまざまな活動を通して、地域の歯

科医療の充実と公衆衛生の向上のため、多大な

ご尽力を賜っており、深く感謝し敬意を去しま

す。

昨年は、「中部国際空港、セントレアの開港j、

「日本国際博覧会、愛・地球|専問催」の一て大プ

ロジェクトがあり、活気に満ちた年でありまし

たが、今年は、この勢いが失速することなく、

様々な面でこの成果を活かして、名古屋のさら

なる発展につなげていかなければならないと与

えております。

さて、今年度は、介護保険法の基本理念であ

る「自立支援jの観点から、要支援・要介護 1

といった軽度の人に対し、重度化することを防

ぐために新たな予防給付が創設される改正介護

保険法が平成18年 4月からスタート、さらには、

障害者(児)がその能力や適正に応じ、自立し

た日常生活・社会生活を営むことができるよう

な必要な支援を行う「障害者白立支援法」の制

度が開始されます。

また、ご承知のように日本の人口は、既に昨

年から人口減少が始まったと大きく報道されて

おります。「超小f化国」という新しい言葉が

使われ「人口減少社会」が現実となってきた上

に、「超高齢化社会」も日前に迫っています。

日本がこれまで経験したことのない社会を迎え

て、これからの行政は従来の運営の手法や既成

概念にとらわれることなく、新たな発想、で随策

のシフトを進めていかなければならない中で名

古屋市では、小 f化にIi1Jけ「子どもや子育て家

庭に思いやりのあるやさしいまち」を目指し、

次世代育成支援を総合的・機動的に推進する

IIども青少年同Jの設置などが予定されてお

ります。

私も、議員として、そして、歯科医師として

歯科医療充実の為に、最大限努力を払ってまい

る所存でございますので、今後とも変わらぬご

指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。終わりに、同窓会の先生方のますますのご

健勝とご活躍を祈念いたしまして近出報告とさ

せていただきます。

つ十】
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システム@Þ)~察肉
本案内は栢互扶助システム加入と同時に加入をする

団体所得補償保険の案内を義ねています。

f相互扶助システム』ご加入のおすすめ

愛知学院大学歯学部同窓会愛知察支部の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶

び申し上げま

きて、『棺主主扶助システム』がスタートし14年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重姿性をますます穣信し、多くの問窓生に加入していた

だきたくご案内申し上げます。以下に制度の概要と加入手続きについてご案内しますので、趣旨

をご理解の上、是非ともご加入下さいますようお願い申し上げます。

愛知学波大学商学部問主主会愛知県支線
術互扶助システム委長会委員長 A図淳

<1>病気やケガで働けなくなった場合に代診医制度により、 it診医が派遣され患者さんや家族に迷惑を掛

けることなく安心して自身の治療に専念て、きます。

<2>代診医に対しては入会条f!として加入する所得補償保険によって支払われる保険金から日当を支払う

ので費用の心配が要りません。

<;) >所得補償保険の加入においては医師の診査は不安です。(別途告知書が必要です)

<4>無事故の際は加入している所得補償保険から無事故返戻令として保険料の20%がi猛反されます。

※会費、保険料は月払にでご指定の
口座から引き落とします〔

-相互扶助システムに関するお問い合わせ 愛知学院大学歯学部|司窓会愛知県支部門目立扶助システムj事務局担当芝
TEL.052ー 763-2182 FAX.052-763-2182 

副所得補償保険に関するお問い合わせ 取扱代理!古株式会社ダイマルサービス 担当 神野
干460-0017 名古屋市中ば松原1-6 -13 TEL.052 -323 -0282 
引受保険会社 株式会社損害保険ジャパン 名古屋企業常業部第 課

〒460-8551 名古屋市中区丸の内3-22 -21 TEL. 052 -953 -3894 
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-編集後記

今冬の大雪は、日本各地に大きな被害をもたらしました。

雪は、真綿の様に空から降ってきますが、降り積もった雪は自動車程の重さにもなるそうです。

「美しい雪も積もれば脅威です。」

世の中にも数々の事件が頻発し、物騒な現代だけに多くの人々が安心して、暮らすことの出来る生

活を求めていると思う。

発行所名古屋市千種区楠元町 1-100 
愛知学院大学歯学部同窓会

愛知県支部

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

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

題字故岡本清綾先生

編集兼発行人書記局

長塚明 小島弘充

高雲啓 松尾隆昌
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