
九州歯科大学大阪府同窓会 平成２８年度第２回役員会議事録 

平成２８年１０月３０日(日)１７：００～ 

於)英国屋なんば店 司会 加藤聡 

出席：岡谷、倉田、西本、青木、長崎、黒澤、下出、谷、大形、竹森、加藤、岩田、雲川、岡田、高濱、松本 

富山、平川、小谷、重永、東江 

１、開会の辞   西本 達哉 副会長 

２、会長挨拶   岡谷 親男 会長 

３、報告事項 

  １)９月評議員会報告 

長崎(三)評議員より報告。９月１０日小倉リーセントホテルにて第１回評議員会開催。学長挨拶ではワ

ンゲル部遭難事故の件。評議員会議決案件としては役員数の削減(副会長１０→会長指名３～４)、旅費

規則を規定に変更して理事会決定で変更できるようにすること、旅費を実態に合わせること、上記３点

で経費削減を行うことが決定された。 

  ２)近北総会の件 別紙資料参照 

  ３)サマー懇親会の件 収支報告が出ていないので追って報告できるようにする。 

  ４)ザ・女子会の件 別紙資料参照 

  ５)その他 なに歯だよりを８月に発行、年１回の発行を続ける。 

４、協議事項 

  １)家族会の件 同窓会会計から５万円の助成金 

  ２)ワンコイン講習会の件 

従来と違う形式で来年度に開催。岩田先生と高濱先生に内容を協議してもらう。 

  ３)すかたん会の件 

    １２月２９日鳥よし、富山先生、小谷先生に出席してもらい、学生とのコネクトを作ってもらう 

  ４)新年互礼会と社保講習会の件 

    １月２９日(日) １３時～役員会、１５時～社保講習会(講師は林正純先生)、１７時～新年互礼会 

    会費は勤務医３０００円、開業医５０００円 

  ５)小川先生講習会の件  ２月２６日(日)たかつ会館、１１時～小川先生講習会、１３時～懇親会 

  ６)在阪各歯科大学同窓会懇談会の件 

    １１月２６日 在阪各歯科大学同窓会懇談会準備会／出席は岡谷、岡田 

    １２月１７日 在阪各歯科大学同窓会懇談会／１２月１７日(土)１８時～リーガロイヤル 

           出席／岡谷、西本、青木、長崎、谷、大形、千田、重永、東江、加藤 

  ７)来年度近北会長、近北役員構成、近北推薦本部理事の件 

    近北会長は岡谷先生と西本先生に協議してもらう。 

  ８)その他 

    ・来年度総会は、土曜日午後に診療している先生が増えてきたので日曜開催にしてみる 

     平成２９年５月２１日(日)１０：３０～総会、１１時～講演会、１３時～懇親会 

    ・来年度サマー懇親会は富山先生に開催総責任者になってもらい若手運営で開催。 

     ８月１９日(土)１８：３０～大阪第一ホテルで予約してあるが、３次会以降のことを考慮し、開始時 

間を１６時に繰り上げられるかどうかホテル側に確認する。 

５、閉会の辞  青木 修一 副会長 

  



 

近北総会収支 

収入 

  収入 

近北より  1,200,000 

大阪府歯科医師会  20,000 

同窓会 片山会長 50,000 

当日会費 ５１名 740,000 

小計  2,010,000 

 

支出 

   支出 

6月 12日 事務費 リボン代（西本） 4,180 

6月 23日 アトラクション代 オフイス キイワード 324,000 

 振込手数料  432 

 事務費 領収書その他 3,322 

6月 29日  手みやげ代 8,125 

7月 2日 懇親会、会場費その他 日航大阪 821,952 

 ２次会費 日航大阪 122,500 

 お車代  20,000 

7月 6日 鏡開き費用 千年一酒造 18,400 

 義捐金 振込手数料 （義捐金 22,001円） 432 

7月 12日 講演料（小泉武夫） （株）ペルソン 489,960 

 振込手数料  540 

小計   1,813,843 

収支 196,157   

 

平成 29年度大阪府総会 

平成 29年 5月 21日(日)１０:３０～ホテル日航大阪で予約済み 

 

サマー懇親会 

来年度は 8月 19日(土)１８：３０～大阪第一ホテルで予約済み 



 

ザ・女子会収支 

収入      会計 

岩本悠里 

項目 金額 人数 計 備考   

会費 3000 25 75000 44期山口先生からは頂戴せず。 

同窓会本部ご祝儀 50000 1 50000 44期山口常務出席  

  合計 125000    

       

支出       

項目 金額 人数 計 備考   

一次会 5000 26 130000    

二次会 3240 21 68040    

文具費 219  219     

振込手数料 864  864    

  合計 199123    

       

  差引収支 －74123    

 

差し引き収支－74123円は大阪府同窓会が立て替え払い中 

近北から助成金 5 万円が出るので残額 24123 円を各府県に補てん要請。12 月開催の近北役員会で

取り扱いを協議予定。 

 

府県別参加人数 大阪 １７名 

        兵庫  ６名 

        京都  １名 

        滋賀  １名 

        本部  １名 

  



役員構成 

大阪府役職  近北役職     氏名     卒業期      大阪担当 

会  長            岡谷 親男   大２７期 

副 会 長   副会長      西本 達哉   大２８期     ＩＴ 

副 会 長            青木 修一   大２９期     広報 

副 会 長   渉外理事、評議員 長崎 三男   大２９期     組織 

副 会 長   庶務理事     谷  泰雄   大３１期     総務 

専務理事   学術理事     加藤 聡    大３３期 

常務理事            下出 一夫   大２９期     広報 

常務理事            黒澤 治彦   大３０期     組織 

常務理事            大形 篤広   大３３期     会計 

常務理事   庶務理事     東  昭平   大３８期     総務 

常務理事   学術理事     岩田 和久   大３８期     学術 

常務理事   広報理事     岡田 克也   大３９期     福祉、組織 

理  事            竹森 康仁   大３３期     総務 

理  事            遠藤 佳代   大３３期     会計、リーフの会 

理  事            山下 美枝   大３３期     広報、リーフの会 

理  事            安東 基良   大３６期     組織 

理  事            砂野 彰宏   大３７期     総務 

理  事            雲川 秀雄   大３９期     組織 

理  事            岡本 達也   大４０期     学術 

理  事            高濱 勉    大４０期     ＩＴ 

理  事            松本 隆司   大４４期     福祉、組織 

理  事   ＩＴ理事     千田 大誠   大４８期     ＩＴ 

理  事            富山 康二   大５０期     学術、組織 

理  事            平川 俊秀   大５１期     福祉、組織 

理  事            大野 麻衣子  大５１期     広報、リーフの会、モニター 

理  事            小谷 力    大５１期     総務 

理  事            重永 拓郎   大５３期     総務 

理  事            東江 正裕   大５４期     学術 

       渉外理事     長崎林太郎   大２９期 

 

 

監  事  戸倉 良樹 大１９期    倉田 博幸  大２７期 

 


