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九州歯科大学同窓会

地区だより
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銭湯鑓見鑿い申し上げ重す

九州歯科大学同窓会

近畿。北陸地区連合会
会長鳥羽英紀

学術講演会総会開催
ご挨拶

平素は何かと会務運営に御

協力、御支援を賜り有難うござ

います。私、はからずも連合会

長を今期も連投する事になりま

した。よろしくお願い致します。

この度の東日本大震災で被害

に遭われた皆様、そして同窓の

窓会大阪府支部前会長山本克彦先生が八月二十日に

逝去されました。今年四月、岡谷新会長にバトンタッ

チして数ケ月であります。ユニークで楽しい物語を沢山

していかれた克彦先生、とても残念です。謹んでご冥

福をお祈り申し上げます。

去る七月二日近北連合地区学術総会を福井県で

開催しました。北陸地区支部長田中先生はじめ、多く

の役員の先生方の御尽〃により盛会でありましたこと

をご報告させて頂きます。次年度は兵庫支部が当番県

であります。ご期待あれ。

先生方、ご家族が一[｣も早く元の生活に復帰されます

ことを心よりお祈り致します。

ここで悲しいお知らせをしなければなりません。同
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平成23年度第56回役員会九州歯科大学同窓会
近畿。北陸地雇連合会総会議事録

平成２３年７月２日（土）午後３時３０分～､1時
ユアーズホテルフクイ２Ｆ桜の間

西本専務理票

８．議事

第１号議案平成２２年度会計収入支出決算に関し承認芝

求むる件（東会計理事）監査報告（永末監事）挙手多
数にて承認された。

第２号搬案平成２３年度衷業計画に関し承認を求むる件

（谷庶務理事）

第３号議案平成２３年度会計収入支閃予算に関し承認を
求むる件

質問小笠原久明（大学］４期北陸）会計収支で残余金が

相当あるようだが、何か予定しているのか？もう少し使って
もいいのでは？

回答束会計理噺会員燗を狙ってサマー懇親会を開催し

ているが、その予算３０万を計上している。それ以外は

特に考えていない。２号、３号議案は一括上程され、挙

手多数にて承認された。

９．協議題

１）次期当番同窓会について兵庫県同窓会が担当

２）その他特になし

１０．閉会の言葉壺坂副会長

時
場
会

日
会
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開会のことば

挨拶
木部同窒会会長挨拶

柴Ｈ１副会長

鳥羽会長
松延会長

。
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義援金に対するお礼

衛生士学校が終わり、ｕ腔保健学科となった国家試議一昨年

は全国１９位という成繍入学も対策に力を入れ､昨年１０位、
今年は４位に

４．議長選出北陸同窓会田中会長

５．髄事録署名人指名荒井克洋（大学３６期北陸）

、守徳樹（大学３８期北陸）

６．物故者への黙祷

フ．報告

１）駆業庶務報告（谷庶務理駆）２）評議員会報告（岡
谷評識員）３）その他特になし

｜－



近畿北陸地区だより

|襲墨姻刎11歯科大学同窓会迩幾｡北睦地区適合会繼急Ｉ
平成２３年７月２日（土）午後３３０～福井市のユアー

ズホテルフクイ桜の間に於いて､平成２３年度同窓会近畿・

北陸地区連合会総会が執り行われました。５４名の出席者

でした。

西本専務理事の司会で始まり､会に先立ち柴田連合会副

会長の開会の辞､鳥羽連合会会長の挨拶と続きました。

引き続き、遠路はるばるご臨席頂きました、松延同窓会本

部会長に挨拶を頂きました｡挨拶では、先の震災への義援

金に対するお礼､同家試験の成績等に関する事等が述べら

れました。

通例にのっとり、議長には田中北陸同窓会会長、また議

事録署名人には、荒井克洋先生(富山・犬３６期)、田守徳

樹先生（富山・火３８期）が選閃されました｡そして物故者

への黙祷､報告事項へと続きます｡報告事項では､事業庶務

報告(谷庶務理事､評議員会報告(岡谷評議員)が行われま

した｡議事は３つの議案が上程されました。

第１号議案平成２２年度会計収入支出決算に関し承

認を求むる件(東会計理事)監査報告(永末監事）

第２号議案平成２３年度事業計両に関し承認を求む

る件(谷庶務理事）

第３号議案平成２３年度会計収人支川予算に関し承
認を求むる件(東会計理事）

全議案とも挙手多数で承認されました。

続く協議題として、次期当番県が兵庫県に決定した事が

綴告され、最後の壷坂連合会副会長による閉会の辞をもっ

て､近畿・北陸地区連合会総会が終了しました。

文貰（北陸３９期、田紀久】

の患者さんの治療も決して困難ではなかったようです｡持っ

て生まれた形に戻れる環境を作ってあげると、自分で生き

る力を取り戻して行かれるそうです。筒井先生の分析力や

技術はもとより診療，患者さんに対する熱い思いは、ただ

ただ関心するばかりでした。私たちも虫歯の治療だけでな

く患者さんが幸せな人生が送れるようにしてあげたいもの

だと思いました。わたしにはより一層の努力が必要です

が・・・ ◎

講演Iま時間一杯を使い切るほど熱の譲ったものでした。

講演会は高崎（奈良県同窓会）会長の閉会の辞にて終了

となり、引き続き懇親会で食事を交えての楽しい歯科談義

が行われました。
文責(4`1期卒打田吉輝）

学術講演会レポート
近畿･北陸地区連合会
平成２３年７月２日（土曜Ｕ)、午後４時からユアーズ

ホテル福井２階桜の間にて「口腔治癒への道をたどるた

めに私たちがすべきこと～治癒への方程式、崩壊への方

程式～」という演題で包括歯科治療の筒井照子先生（大

１８期)－福岡県ｺﾞﾋ九州市開業一を講師としてお迎えし、

学術講演会が開催されま

したｃ

大乗先生（北陸３７期）

の講師紹介、鳥羽近北連

合会長の挨拶の後、筒井

先生は４０年に及ぶ歯科

臨床の経験を元にお話し

されました。「口腔の治癒

とは」先天性に持って生ま
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とは」先天性に持って生まれた生理的な形に戻すこと－戻

れる環境を作ることだったそうです。今は亡きご主人の昌

秀先生との二人三脚で束られた歯科･臨床では重傷のＴＭＤ
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陸同窓会長の歓迎の挨拶に続き、松延同窓会本部会長に

挨拶を頂きました。御挨拶の巾で、松延会長もこういう各

同窓会総会では懇親会が一番の楽しみである、と言われ

ました。やはり九歯大出身者は皆同じ考えである、と再確

認致しました。

引き続き来賓の紹介が行われました。松延会長、筒井

先龍に続き、武井本部常務理事にもご臨席賜りました。遠

蹄のお越しありがとうございます。

福井県歯科医師会会長も務めてらっしやる、濟藤愛犬先

龍（福井・人２７期）の音頭で乾杯、楽しい宴会が始ま

りました。日本海の海の幸や、山の幸を使った料理に、地

平成23年度九州歯科大学
近畿･北陸同窓会懇親会

筒井先生の講演会終了後、お勉強の後は美味しいお

酒、という訳で本日のメインイベント、懇親会がユアーズ

ホテルフクイ内のレストラン「ボヌール」にて開催されま

した。５９名の参加でした。

中村克宏先生（福井・犬４１期）の司会進行で進めら

れました。まず、柴田連合会副会隆の開宴の辞、田''1北

，
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近畿北陸地区だより

酒も用意され、あちこちで楽しいおしゃべりとともに宴は進

んでいきました。

そして、次期開催県の吉位兵庫県同窓会会長による挨

拶、壷坂連合会副会憧の閉宴の挨拶で中締めとなりまし

た。しかし当然２次会はたまた３次会４次会…(以下略）

と飲み足りない方々は福井の街へと消えて行くのでありま

した。文資（北陸３９期和田紀久）
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１次会、２次会を合わせて７０名以上の参加者がありました。

徳島大学歯学部口腔解剖学教授の測地先生（大２５期)、和歌１１１
県立医科大学口歴外科教授の藤田先生（大２９期)、大阪大学歯学
部歯科麻酔学数室教授の丹羽先生（大３２期）の３名の教授に来
賓としてご参加いただき、学生に向けて貴重なアドバイスをお話い
ただきました。宴会の途中で、大阪府同窓会の11｢木先生（２９期）
によるスライドを使った楽しいクイズと漿品授与もあり、1次会と２

次会で５時間近い宴会も、アッという間に時間が過ぎてしまう賑やか
さで、盛会のうちに終わりました。

文貢（３３期加藤）

２０１１サマー懇親会
８月２０日（土）に、近畿北陸地区連

合会主催、大阪府同窓会共催で、学生

さんとの親睦を図るサマー懇親会が、大

阪のニューミュンヘン本店で開催されま

した。今年で３回目ですが、回を重ねる

ごとに参加肴が増えてきており、今回は
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塁團圖回|麹童|凋圭lｕ 上を占めるとか。仕事以外では扇風機で我慢したいものです。また殴近

起きました朧史的円崗ドル安は輸出で持って成る国内の製造企業に多大
の減益芝生じ、海外移娠を迫られるところまで追い詰められては国内の
産業の空洞化、羅用の減少と将来の展望がまったく見えません。私達歯
科医療においてはドルへの信用度の低下で投資家が金購入に走り金バラ

の異溌な商騰を招いています<このような状況下耐えることしかないの

か？その通り耐えるしかないと思います,

その耐えることこそ融たちＲ本人の美徳とするところではないでしょう
か

文責（兵Ｈ１[県同窓会常務理事新田典夫】
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今期の日4N歯科医師会の歯科医療安全対策委員として山崎賜司先生（大
３５)が、疑鍵解釈委員並びに保険適用検討委員として袋布先生（人３７）
が就任されていますＬｌｌ村亮一先生（大１７)は京歯株式会社の社長をさ
れています。また、山崎陽司先生（人３５）：ま、京都府歯科医師会代議

員議長にも進出されています。京都府歯科医師会会員１３５０名に対し、
九闇大同窓生会員は３３名であり、３％にもみたない我が同窓会より、３
名もの重要なポストにつく人材を藷出したことはとても名誉なことであ
り、京都府支部会ロー同心より喜んでおります‐

喪鶉いまだ厳しい日々が続きますが皆犠方に置かれましては如何お過

しでしょうか。

三月に起きました東日本人震災による原発事故は直接私達近畿北陸地

区には影響ないものの埴力の需要と供給についておおいに再篭を迫られ

るものがありま更口々何気なく使用している診療機械や家電のエネル

ギー源がほとんど原発によること。それらの一つか欠けても結構不自巾さ

を実感するほどに便利さに慣れた私達。特にエアコンはその雌たる物。

診擦室では絶対:必要不可欠なものですがなんと夏の電力需襲の４割以
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園遡慶|同|圏童 週劉ｕ
平成２３年６月１８日､京料理木乃婦で､誇会･懇親会が行われましたｃ

その時に決まりました新執行部は、以下の通りです。

■会長守谷佳樹■菌'1会長高尾直樹
■圏１１会艮下川学■副会長西川洋一
■庶務西川洋一■会計田中利昌
■広報浦岡知加子■広報杉典子
■学術山崎陽司■学術中ｌｌｌ善郎
■渉外小泉仰■渉外臼田笠
■監蝋佐久間魔 文寅(３７期浦岡知加子】

－コ■－－￣＝￣｣｡－Ⅲ＜－－コ■－－－－－エー－－１
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を入っていくと愛想の底い県庁の建物があるだけなんです他何もなし＆

「おい約束が進うだる、歴史館とか天守閣とかださんかい○アイスクリー
ム屋とかイカ焼き屋ないんかい」と筋の通らぬ悔しい思いをかみしめた｡

そんなところで食い下がっていても仕方がないので気を取り直して進ん

でいくと「錐浩館という元福４１:藩主別邸にたどり着く．グッドテイスト

の庭園である。錘がいる池があったので餌老あげていると山田太一のド
ラマのように孫と祖母のコンビが現れた。イタイケな子に餌をわけてあげ

るとうれしそうに撒いてくれた。福井に来たおかげで５０円の餌で久しぶ

りにいい事をした気分になって舞い上がっておりました○

高いところから失礼いたしました‐次回開催地、兵庫へと続く○

文丘(２９期青木修一）

ZlEl画圃回|翻念|洵よ'り
７月２日（±）北陸主僻の近北の総会に行ってまいりました。福ﾒﾄﾞは

初めてだったんですが、一因で言えば上品な町ですね。悪親公もハーブ

演奏のお姉さんがいて、二次会も白一色のスタジオみたいな場所でし

たご菅、小倉にあった路lmfE車が走っておりこれがＸ風景のグレードを

上げておりました。大阪からわずか－－時間半。身近なところで旅愉を感じ

てしまったＥ

翌日、近く老散策しようと言うことになり岡谷会長以下告でわいわいと

福井城跡に行きました。ここは期待を臣事に裏切ってくれまして、人手門
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近畿北陸地区だより

今後の予定として、８月２０日

（±）に学生会且対鐘の、サマー
懇親会２０１１を大阪ニューミュ

ンヘン本店で開催。９月３日（土）
に几歯大にて、平成２２年度都道
府県同窓会会長会議を行うことが
報告された。学生会員対象のサマ
ー懇親会は、おそらく多くの飲料
が消費されると思われ、いくら飲

團固|劃塞|週型ｕｌ圏 園
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□

丙

７月２３日（土曜日）午後７時より、ホテルグランヴィア京都塩
小路「楽粋」にて滋賀県同窓会役貝会が開催された。
横木滋賀県同窓会長あいさつ後、滋賀県同窓会の平成２２年度会計

報告、並びに現在の状況について報告がなされた。｜･分なる会計管理
がなされており、会計担当の笹口先生の御苦労にいつもながら頭が下
がった。

引き続き、今年度の総会、学術講演会開催について話に合われた。
今年１２月または１月に開催し、講師として母校出身でもある、近
畿大学医学部菰田教授に御願いしてみてはという意見が出され、先
生は以前にも、本学同窓会にて講義されたこともあり、先生の御都合
がつけば、是非御願いしたいとの考えで、一同の意見は一致した。場
所は京都、大津どちらかで、より利便性のあり、講師の先生の御予定
を鑑み決定することとした。
報告駆例として、第１回近畿・北陸地区迎合会役員会、第５６回福

井市での近畿・北陸地区連合会総会の内容が報告された。
どちらも、同窓会入会率の向上と、より多くの会貝参加による催しを
行う為の具体的方策が話し合われたようである。

んでも酔わない学生時代超思い浮かべてしまったｅまた横木会長によ
り、ミニレクチャーがあった。内容は、鼻呼吸のトレーニング方法で
、「あいうぺ体操」というものである。口呼吸は万病の元であり、脚
呼吸のすすめと、鼻呼吸をする為には、舌の位置が大きく関与してい
ることを講義され、具体的イラストによる方法を御教え頂いた。早速
、活用したい。
役員会終了後、何会場にて、おいしい酒を頂き夕食通とった＿本当
に京都ならではの気品のある味を賞味することができた。本会の会反
、副会長、その他役員の諸先生に接することができ、本当に有意義な
会でした。

（院１８野村信人）

－■■－匹－－－－■ ■--■■

Ｅ－－￣－－ﾆユーーー

する声が周りから,起こっていました。
興味深い講演でしたが、普通は２日

間コースで話す内容を３０分程で無
理してまとめていただいたので､内容
を十分には理解できず､今度､違う、
に時間をとって講演会をしていただ
く約束をとり、快く快諾していただき
ました｡今から楽しみです。
また、今回は．十年ぶりに、広瀬俊

和|歌|山|県|同|劉臺|だ'よ|り
R訂

去る平成２１年６月１１日(土)午後６時より、薊湫山市｢橋ｲﾊﾟ｣にて我
が九州歯科大学和歌山県同窓会定時総会が開催されました｡木村会長の
挨拶の後､庶務､会計､本部同窓会関連､近北連合会側迎等２３年度の諸
報告がなされ平成２２年度収入支出決算の承認を求める件、､｢成２３年
度１F業計画の承認を求める件､平成２３年度収入支１１１予算案の承認を求
める件等議案が議決承認されました。
その後、上田益稔先生(大３５）による総義歯の識波が行われ、患音さ

んが蕊新制義粛装誇後りんごを､まるかじりする姿をビデオで視聴し､驚嘆

●

山先生(大５０）.天野瑛子（大５９）の入会があり、リフレッシュした気が
しました。

（２１期木村仁彦）

￣￣佇鈩--￣￣･■￣￣■Ｆ－－ｐｐ－面－－－－古一一一一．＞－－ｴーーー：－－￣￣＝－－コア－￣■ロー～可一一一=■=＝

うまでも窯い。

－総会準備の某ロ、ユアーズフクイの一室一総会の料珂の試食会をしていた

時､鴫､組長｢先生どう-ですか？｣ドン斎藤｢･･･ちょっと､皆さんをお迎えする

のにはずかしく無いようにせんとの～＿この鶴の一声で、我々は蕊維フランス料理

のディナー芝いただけることになった【嚇情通）

いや～本当に謹親会の料理うまかつたです[！（.￣）二次会はなんと「ここは｣上新
地か｣と患われるような､白い内装のオシャレをサロンでした

完全脱婦、(＿＿)ｍ

同窓会本部からは松延会良と武井常務が来られましたもちろん大満足された

のはまちがいない｡｢やあ、行く時はものすごく遠く思ったけど、帰りはアシという11m

で、もう繭いたのかという感じでした武川:常務後ロ談_二人とも心地よい眠りにつ

いたことと思われます｡よかったわ（ﾊｰｰ)ｖ仏にというと翌日、－iffのサンダーバー

ドで、神戸にIもちろんその筋に(▼－▽キ）行ったわけではございません３日に
アルバイトの先生の結婚式がF1'戸空港の近所であったかうで龍

追伸：近北Ｎｏｌ男前の堕崎三男先生が夏物の麻の葛流しで、梱井の総会に

来られました-茶色の着物に博多帯が人変オシャレでした｡やはり、渋い男は蘭物
やの～！ （高崎真－．３】期）

調劇員同]蜜 会|週劃凹
週刊実話風今年度総会ｉｎ描井報告ｂｙ高崎典一
チャーチャリラ～ｊチヤリラ～ｊタラタラタラタラヘタッタ～(仁義な選職い風）

平成２３年７月２日、かつて新地のネーちゃんを連れて、北陸支部での会合に
参加｡料亭で近北の会員同士がバッティングしたとの伝説の地、北陸支部。（昔の
歯医者は儲かった…)今回はあの伝説の｣上陸、福井で近北迎合会の総会がひらか

れたのであった。

総会はとどこおり無く終わり、その後の学術識iijiは九甜人がり=んだ包括歯科錦
旗のマドンナ『筒井照子』先生である｡'脚本を治迩に導くにはＳ[oma【ologyと

､e､[istr)'があるが､ややもすればpen[is[ｒｙ一辺倒にな'〕がちな撒科煙に違う診
かたがあるということが良く分かりました｡｢照子先生は学生時代から、かわいかっ

た｣らしい｡(某先生談）

その後は、恒例の宴会準備段階からこの総会のために、北陸支部支部長の田中

先生は苫煎の嶋田先生を使って北陸一丸となって手麗通行い、当日はすばらしい
会合となったもちろん､北陸のドン斎蕊先生が裏で隠然たるﾉjを差;|【したのはい

－－■一弐一一一＝Ｌ￣－－－ｑ’猫 五■－－
一一一一ｍ－－ＺＬ－－■-－
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会実行委員長を務めてくださいました、嶋田潔先生（擶井・ノ<３４１ｖｉ
ならびに支えていただきました、臭燦のざをI)先生（ｌ<３４期)のご尽力に
改めて慾謝致します｡本当にお疲れ嫌でした。
これから秋､冬と北陸地方は観光とグルメに最適の季節を迎えます｡どう

ぞ同窓生皆様のお越しをお待ちしております。 （打田吉卸４４期）

烟圏詞劃週圭Iｕ
７月２口に福井で行われました、近畿・北陸地区連合会総会にご参h［

頂いた先生方､お疲れ様でした､ありがとうございました〔また、今回の蓋

-ニーーー℃－－-四一戸ユーー一一￣わ－－二功－－勺－－－ －Ⅱ￣--－二出一一■

さて、最近の巷のニューースといえば東ｎ本大震災、原発問題、相次ぐ政捻
家たちの無責任な言動など明るいものは少なく感じます〔しかし、すかた
ん会は菫ったく還います_毎年】２月３０日の夜は公泓ともども勢いのある

－＝－－Ｔ■－－－－－＝－－－r----ユ由
P－－面■一面「－－泊一一一一U￣－－甲

玄I型型型童
みなさんこんにちは｡この度､すかたん会の会長に就任いたしました犬

54期の辻卓朗です。

去る平成２３年８月２０Ｈ、ﾉ<１９期１１１本克彦先生がご逝去されました｡大

阪府同窓会長として長年にわたりご活躍されました111本先生なしには大

阪府同窓会もすかたん会も語ることはできませんこの場をお借りいたし
索してJ｢ｊよ'〕ご冥福をお祈り申し上げます。

ＯＢの先生方と学生の笑いの絶えない宴となっております。

代診をお探しの先生、ただただ飲み明かしたい先生方､呰様
お誘い合わせのうえ､すかたん会にご来会ください
参加ご希望の先生いらっしゃいましたらノミ５`１期辻

(tSUjinanaSe､yahOOCOjp）までﾆご連絡お待ちしておりま
ず。 （辻卓期５４１Ｗ）

鍵鐘
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◇編集後記◇。'i;驚灘綴簾議懸撹:篭藷議：Xiji鴬確臓1檮権L、
Ｉ鰯室会のITI｢に夢1か了ろと瀧人議泥罰になる二‘た（で罵り〈鼬１，１;DjllW

Oj諒圏［I会９月￥躍占守寺も.戯し＄鑑齢1暁さます今二;全1ｺA1iD>至るしざに庄屋された鼎でＬ宅が､癖ﾘﾄﾞに麺ｂｲ[た
皆隅-K莚卓J)ご邇撞.ﾋﾞI1UL上げ虚字点面街Ⅱli子一】

｡）源瑠前邉冒鍵}【l｣低充塞先'Ｐが8J;２０日:ﾆお亡くなり『_なりましそ報日1k１，，４s窒昊が発窯畠ｲI允許マー製麺周蜘
で毒U､舞うど剴・三角'蕊わ淨繊Ⅱ二壌立七tl農した

好つと見亨つどおうｲi宅のではないかと悪い潰すご寛福巷お祈りＬまず【J;減黄麗運也Ｂ

Ｏ･’Ｊ多【のﾃﾞｰ苣良ら｣雪跳を仙乞.鴬享呈:】･こ至りまい員B二１１ﾘ罐:とじﾆﾌﾞﾆｵﾛら昌江し゛お蔵K(jまず[兵HlI犀99沖

言卜事艮

◆Ｙ蒔寛尼先生（（ＩＤ認.１弓砿1ｍ◆安嗣PiY先生風2.武山
亭唾23年８月20日【ｴ】ご垂玄さｌｌ妄し缶華軍22年gH1IH〔土、ﾚｰ遇之さ加去L令

◆Ｌ験観光罷負3.漣ｉＹ
、皮Ｚ３ｑ５風４口〔1ｋ】にご逝蛋さ、菫し亀。
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