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会務トピックス
会務トピックス

同窓会ホームページ
同窓会ホームページ、
ホームページ、リニューアル
6 月 3 日（月）をもって同窓会ＨＰが一新しました。最近の統計を見ましても以前に比
べアクセスする会員が増えてくるのが目に見えるようになってきました。そのホームペー
ジが、より見やすく、利用しやすくリニューアルしました。まずは、同窓会ホームページ
を開いてみてください。ヤフーでもグーグルでも『東京歯科大学同窓会』を検索してみて
ください。今回、みなさんから「パスワードが分からなくて見られない」とかの声にお応
えし、委員会議事録等以外は誰でもパスワードなしで簡単にアクセスできるようになりま
した。また、新ホームページでは『Mail
Mail Box ご意見・
意見・ご質問』
質問』を設置しました。トップ
画面の Mail Box をクリックすると、会員がＨＰを通して理事会に要望や意見をあげたい
場合に使う「
「執行部宛ご
執行部宛ご意見箱」
意見箱」、若手の先生からの診療所見学や開業支援にお答えする
「若手ネットワーク
若手ネットワーク Mail Box」
Box」、会報やＨＰへの投稿方法など各種お問い合わせの「
「広
報部お
報部お問い合わせフォーム
わせフォーム」
フォーム」のページに入れます。是非、ご活用ください。さあ、今すぐ
ＨＰを開いてみましょう。（現在、旧サイトよりコンテンツを移動中です。）

新血脇記念ホール
血脇記念ホール建設
ホール建設のための
建設のための寄付協力
のための寄付協力のお
寄付協力のお願
のお願い
竣工式は 7 月 19 日（金）と決定、あと 1 か月半となりました。まだ寄付をされていない
先生におかれましてはよろしくお願いします。一口（2 万円）でも結構ですので、お一人
でも多くの同窓会会員が協力し、大学との連携をより深め、東京歯科大学そして同窓の先
生方にとって更なる発展に繋がるよう執行部では会務を進めていきますので、是非ともお
願いいたします。各支部・各クラス会においてもお声掛けをお願い致します。
件数は
件数は、団体件数を
団体件数を含 む。（ ）内は、支部の
支部の団体寄付件数
金額は
金額は、団体寄付含む
団体寄付含む
件数の
件数の下の数字は
数字は支部所属会員数（
支部所属会員数（平成２４
平成２４年
２４年８月７日現在）
日現在）

申し込件数（
込件数（個人）
個人）
１，３０７件
３０７件
団体（
団体（支部）
支部）
１９件
１９件

２億３，９５２万円
９５２万円
９２８万
９２８万５千円

金額合計 ２億４，８８０万
８８０万５千円
平成２
平成２５年５月１７日現在
１７日現在

北海道地域支部連合会
4１件 721万円
721万円
224
東北地域支部連合会
64件
64件 1,177万円
1,177万円
348

北陸地域支部連合会
信越地域支部連合会
44（
44（1）件 422万円
422万円
61（
61（1）件 1,269万円
1,269万円
中国地域支部連合会 109
288
170（
70（2）件 1,610
1,610万円
610万円 近畿地域支部連合
321
39（
39（3）件 902万円
902万円
関東地域支部連合会
183
322件
322件 6,723万円
6,723万円
四国地域支部連合会
1501
74件
74件 824万円
824万円
東京地域支部連合会
134
東海地域支部連合会
310（
310（6）件 8,818万円
8,818万円
157（
157（1）件 1,490万円
1,490万円
九州地域支部連合会
1287
558
44（
44（5）件 924.5万円
924.5万円
257
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ゴルフ大会
ゴルフ大会のお
大会のお知
のお知らせ
第 41 回同窓会主催全国ゴルフ大会は 9 月 12 日（木）に神奈川県「横浜カントリークラ
ブ西コース」にて開催されます。このコースは 50 年以上の歴史をもつ名門コースですし、
2012 年に日本女子オープンゴルフが行われるなど、一度はプレーをしてみたいという会員
の先生も多いかと思います。その声にお応え致します。詳細は同窓会報 6 月号にお知らせ
と申込書が掲載されますが、まずは日程をお知らせします。是非お誘いあわせの上、予定
をたてていただければと思います。

第 3 回理事会開催
5 月 15 日、会務検討特別委員会の中川杉生委員長より、「中間答申書」が会長に提出さ
れました。内容は、選挙規則について・評議員選出における一県一評議員の経過措置につ
いて・総会の廃止について・その他、会務運営上の諸問題についてで、第 3 回理事会（5
月 25 日）において、かねてより継続審議してきた各案件について中間答申を基に執行部と
しての基本的な方向性を定めました。今後、各地域支部連合会の支部長会・総会等で意見
交換をしていくことになります。

選挙規則について 同窓会改革を進める中、より透明性の高い会務執行の観点から、選挙
規則の明文化が望まれていました。答申では予備選挙管理委員をおくよう規則を直し、解
釈として選挙権については地域支部連合会の会員数により選出されて評議員にあり、経過
措置で選出された評議員には適用しないことが示され、執行部でもこの方向で進めること
で合意しました。
過年度分会費の徴収の一部中止について 一昨年の評議員会で「過去の本部会費未払い分
を無くす徳政令のようなものを発し、過去よりもこれからの会費徴収に徹する方がよいの
では」との提案がありましたが、その後執行部では過去に会費未払い分徴収を中止したこ
とがあったかを調べ検討しました。その結果、昭和 41 年と 56 年に過去の未払い分につい
て年限を区切って中止したことがありました。過年度分支払いの収入状況から、財政上の
影響も少ない年度を確認し、その結果、昭和分の会費未払いに対する請求を中止する方向
で進んでいます。
基金について 「血脇記念基金」、「同窓会基金」はそれぞれ大正 14 年、昭和 29 年に始ま
っていますが、内規については明確なものがなく、ここ 15 年近くそのまま繰り越されてき
ています。会務検討特別委員会では両者を統合することを提案しており、執行部でもそれ
を受け、今後、その名称及び内規を検討していくことになりました。
共済制度 平成 21 年に 5 年後に見直すことで改正があり、現在、厚生委員会ではシミュレ
ーションを作りながら見直しをしています。その結果、
「共済制度を存続すること。負担金
は現状の 3,000 円とする。ただし、80 歳のお祝い金を受けた会員の死亡時弔慰金は 10 万
円から 5 万円に減額する。」ことが提案され、今後その方向で進めることで理事会にて了承
を得ました。
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全国歯科大学同窓会・
全国歯科大学同窓会・校友会主催「
校友会主催「石井みどり
石井みどり支援総決起大会
みどり支援総決起大会」
支援総決起大会」成功裏に
成功裏に終了
5 月 26 日(日)笹川記念会館国際会議場において、全国 28 歯科大学同窓会・校友会主催
で「石井みどり支援総決起大会」が開催されました。当日 1,000 人を超える参加者で会場
はいっぱいとなりました。東京歯科大学同窓会関係者は 120 名を超え、心から感謝をする
次第であります。特に近隣の支部長の先生方におかれましては、支部会員へのお知らせな
どしていただき誠にありがとうございました。東京地域支部連合会の先生方をはじめ、茨
城県支部、群馬県支部、埼玉県支部、千葉県支部、神奈川県各支部の関東地域支部連合か
らも多くの先生方のご来会をいただきました。当日、矢﨑秀昭会長の主催者挨拶にありま
したように、今後ともこの趣旨にのっとり全国歯科大学同窓会・校友会において共調をも
って進めていきたいと考えております。

監査会がありました
監査会がありました
平成 25 年 5 月 30 日（木）午後 3 時より関・原・矢島三監事により監査が行われました。
執行部からは矢﨑会長、髙橋専務、財部常任理事、臼井常任理事、寺田会計担当常任理事
が出席し、業務について、会計について綿密に聞き取りや資料の点検が行われました。

お知らせ
来年から同窓会
同窓会会
同窓会会報は年 4 回の方向へ
同窓会会報、ホームページなど次々と刷新を進める中、更なる充実を求め同窓会報を年 4
号発刊にする計画が検討中です。

学年代表者会が
学年代表者会 7 月 7 日（日）開催
今年で「学年代表者会」も３回目になります。
「本部―地域支部連合会―支部」の縦の糸と、
「クラス会」の横の糸がしっかりと紡げれば、東京歯科大学同窓会の足腰は強くなり、未
来への発展に続きます。本部への意見、要望などクラス代表者の先生方を通して当日いた
だければと思っております。

新進会員のつどい
新進会員のつどいが７月
28 日（日）に開催
のつどい
出来るだけ多くの新進会員が集まることを願っています。平成 21 年～平成 25 年卒の先生
方には近々連絡が届く予定です。

評議員会・
評議員会・総会は
総会 11 月 17 日（日）に開催
少し先のことですが、今年の評議員会・総会は 11 月 17 日の日曜日に行います。
日曜日

同窓会創立 120 周年記念事業
現在準備委員会で企画中です。平成 27 年（再来年）に記念事業を予定しております。全国
規模でお祝いしていただきたいと期待しております。

（情報ネット推進会議発）
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石井みどり支援総決起大会①

主催者を代表して
挨拶する矢﨑会長

石井みどり支援総決起大会②

来賓の先生方
中央：髙橋哲夫 都歯会長
その左（後列）
：勝俣都歯専務

新しい同窓会ＨＰ

トップ画面（イメージ）

石井みどり支援総決起大会③

会場風景

「中間答申書」を提出する
中川委員長（左）と
受け取る宮地副会長

監査会

石井みどり支援総決起大会④

起立して、
がんばろうコール！の準備

完成近い
新血脇記念ホール（仮称）

左から、矢島安朝監事・
原 武仁監事・
関 泰忠常任監事
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