【 情報ネット 会務トピックス 】Vol.４ 平成２８年１０月
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➢１）

★ 第４回

「新進会員のつどい」が開催されます
!! ★
）

日 時：平成２８年１１月３日（木・祝）１３：００～
場 所：［講演会］東京歯科大学 水道橋校舎 本館 １３階
［懇親会］東京歯科大学 水道橋校舎 南棟 ２階
参加者：新進会員を含む同窓会会員すべて

『 歯科医師になった君たちへ ～学生時代には伝えられなかったこと～ 』
講 師：（講演順）阿部 伸一
柴原 孝彦

解剖学講座教授
口腔顎顔面外科学講座教授

矢島 安朝 口腔インプラント学講座教授
井上 孝
臨床検査病理学講座教授
末石 研二 歯科矯正学講座教授
新進会員は卒後５年目までの先生方により構成されております。この制度は、若
い先生方に同窓会についてより知ってもらい、参加しやすいように作られました。
今回のつどいでは、歴代５年間の学年主任を担当していただいた教授にお話を頂け
る運びになりました。卒業してから月日は流れ、日常の中で、学生時代の頃とは物
事の見る目や考え方が変わってきたかと思います。その中で、今一度お世話になっ
た先生の話を聴くというのは、懐かしいのはもちろんのこと、今なら昔に比べ聞い
た話に対する感じ方が違うと思います。また、各学年主任の先生も皆様が学生時代
には話せなかったこともたくさんあると思います。ご多忙中にも関わらず、５人の
教授が一堂に会して下さるという非常に貴重な機会だと思います。また懇親会も開
催させていただきます。懇親会を足掛かりとして、今年度も新進会員の先生はもち
ろんのこと、他の学年の先生方もぜひご参加ください。参加料は無料、当日参加も
OK です。当日お会いできることを楽しみにしております。（石川実行委員長より）
★ 新進会員のつどい 実行委員会メンバー
石川宗理 岡嶋怜奈 （平成２４卒）
木村基善 山田 祥 （平成２５卒）
田中亜生 橋口あやこ（平成２６卒）
大村雄介 鷲尾沙裕里（平成２７卒）
谷口修一郎 石彩記子 深澤 俊也（平成２８卒）
http://tdc-alumni.jp/?p=26889
【 実行委員会 】
詳細は HP・会報１０月号をご参照下さい。
多くの先生方の参加をお待ちしております!!

➢２）★総務・厚生部 女性会員活動推進委員会（ＪＫＳ委員会）が発足しました。
＜ 髙野 博子担当常任理事より ＞
近年、大学卒業後、支部未加入の同窓生が増加しており、同窓会員同士や母校と
の連携が弱化しつつあります。とくに、在学生、卒業生には女性の増加が著しく、
支部加入率はさらに低迷していくことが心配されます。そこで、総務・厚生部に女
性会員活動推進委員会（ＪＫＳ委員会）が発足しました。平成２８・２９年度では、
全国１０８支部から JKS 委員会支部担当者をご推薦いただいて、支部ごとに身近な
女性会員同士で現状を把握していただき、全国で連絡を取り合い、未入会状況の改
善、また若い女性会員の受け皿のある環境作りを目指し、女性の先生方が同窓会に
何を求めているのかを調査し、同窓会の活性化に繋がる活動を企画して参りたいと
思います。現在、約７０支部からのＪＫＳ委員会支部担当者のご推薦を頂きました。
支部長の先生方には心より御礼申し上げます。支部によって会員数、年齢構成がさ
まざまですので、出来るだけ女性会員をご推薦いただきたいのですが、未だお返事
を頂けていない支部で適任者がいらっしゃらない場合は、支部長の先生方にご兼任
頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
➢３） 関東地域支部連合会

支部長会

総会

懇親会が開催されました。

９月４日（日）「高崎ビューホテル」にて開催されました。
・支部長懇談会：開催前に「７分で綴る同窓会１２０年の歴史」（動画）を紹介。
原 茂 群馬県同窓会総務担当（S５８卒）の司会で開会。関東地域支部連合会
引田正俊会長（S５２卒）、本部より早速晴邦同窓会副会長の挨拶の後、引田会長・
春山良夫埼玉県支部支部長（本部 常任監事）の座長の下、本部からの報告を臼井
文規専務理事が行い、続いて各県から提出された議題について協議が行われました。
上記以外の各県からの出席者は以下の先生方です。（敬称略）
茨城県支部：支部長 大野克己（S５２卒本部理事）幹事長 高野一夫（S５０卒）
栃木県支部：支部長 矢島俊助（S５５卒） 副支部長 黒田裕之（S５５卒）
群馬県支部：庶務
高松透浩（S６１卒）
埼玉県支部：幹事長 大井誠一（S５３卒）
千葉県支部：支部長 高原正明（S５２卒）
神奈川県 ：会長
西山潔 （S５７卒）
山梨県支部：支部長 末木稔 （S５５卒）
副支部長 渡辺順（S５８卒）
【 支部長懇談会 】
・総会：石岡豪一 群馬県同窓会副会長（S５３卒）の開会の辞、引田関東地域支部
連合会会長の挨拶の後、来賓として井出学長、早速同窓会副会長（本部）、白須賀
貴樹衆議院議員、島村大参議院議員が挨拶をされました。総会では大学・本部の報
告、中世吉昭 群馬県同窓会総務担当（S６０卒）のよる連合会会務報告の後、議案、

協議の上承認可決後、黒田由紀子 群馬県同窓会副会長（S５７卒）の閉会の辞をも
って閉会となりました。
・記念講演会：＜「富岡製糸工場と絹産業遺産郡」の世界遺産登録について＞
松浦 利隆先生（群馬県立女子大学教授）
・懇親会：井出学長、早速同窓会副会長（本部）、村山利之 群馬県歯科医師会会長
（S５５卒）の来賓挨拶、川越文雄 群馬県同窓会名誉顧問（S３１卒）の乾杯にて
開会。迫力のある『高崎頼政太鼓』の演奏の後、美味しい群馬の地酒をいただきな
がら懇談となり、来期当番の埼玉県支部へ引継ぎをして閉会となりました。

【 総会 】

【 高崎頼政太鼓 】

【 埼玉県支部への引継ぎ 】

＜参加：早速副会長・臼井専務理事（報告）＞
➢４）

東海地域支部連合会

役員連絡協議会

総会が開催されました。

９月４日（日）「ホテルアソシア静岡」にて開催されました。
・役員連絡協議会（支部長会）：竹内智 静岡県支部専務理事（S５３卒）の司会に
て開会。亀井正仁 静岡県支部副支部長（S５５卒）の開会の辞、神田潤二 静岡県
支部支部長（S５０卒）の挨拶、矢﨑会長の来賓挨拶の後、各報告および高橋常任
理事による本部の会務報告が行われました。続いて議事、協議に入り東海地区にお
ける新入会員の入会促進についておよび連合会の役割についてなど活発な協議が
行われました。
・総会：村松英昭 静岡県支部副支部長（S４９卒）の開会の辞、神田潤二 東海地
域支部連合会会長の挨拶、矢﨑会長、橋本正次副学長の来賓挨拶に続いて各報告、
議事が行われました。次期開催県 愛知県支部 成瀬健 支部長（S５０）の挨拶をも
って閉会となりました。
・記念講演：「徳川家康公と久能山東照宮
～家康公と西洋時計～」
久能山東照宮宮司 落合偉洲様
・懇親会：記念撮影、連合会会長の挨拶に続いて、
柳川忠廣 静岡県歯科医師会会長、国島真希子同窓会
理事（本部）の来賓挨拶があり、その後懇親会となりました。
【 記念撮影 】
＜参加：矢﨑会長・高橋常任理事（報告）・国島地域理事＞

➢５） 北海道地域支部連合会

支部長会

総会が開催されました。

９月１０日（土）「フォーポイントバイシェラトン函館」にて開催。
・支部長会：坂田道昭 北海道地域支部連合会専務理事（S５１卒）の司会にて開会。
鮫島道幸 北海道地域支部連合会副会長（S５０卒）の開会の辞、戸田徳和 北海道
地域支部連合会会長（S５０卒・本部理事）、本部 冨山副会長の挨拶の後、出席さ
れた各支部長が紹介され、各支部の報告も行われました。（敬称略）
札幌支部：中野一博（S４９卒）島田清純（S５７卒・代理出席）
函館支部：額賀康之（S４７卒）
小樽支部：坂田道昭（S５１卒）
旭川支部：市川 徹（S４７卒）
室蘭支部：合田 功（S４７卒）
苫小牧支部：伊尾明子（S５６卒）
空知支部：原岡研二（S４８卒）
その後、議事、協議、本部報告が行われ、中野一博連合会副会長の挨拶をもって閉
会。支部長会へは森田康夫 北海道地域支部連合会監事（S４９卒）その他数名も出
席されました。
・講演会（第３２回卒後研修会）：「もう一つの東京歯科大学」
野村武史 市川総合病院オーラルメディシン・口腔外科学講座主任教授
・通常総会：額賀康之 函館支部支部長の開会の辞、戸田徳和 北海道地域支部連合
会会長の挨拶の後、来賓として一戸副学長、冨山同窓会副会長（本部）が紹介され
ご挨拶されました。連合会会務報告、議事、大学の近況報告、本部報告の後、中野
一博 次期総会開催地支部長挨拶、鮫島道幸連合会副会長の閉会の辞をもって閉会。
・懇親会：フルート演奏・ゴルフ大会の表彰などが行われ楽しい一時を過ごしまし
た。

【 総会 】

【 懇親会 】

＜ 参加：冨山副会長・臼井専務理事（報告）・戸田地域理事 ＞
★ 地域支部連合会支部長会・総会などの詳細は会報・同窓会 HP をご参照下さい。

➢６）★第 44 回同窓会主催全国ゴルフ大会が開催されました!!!
９月２２日（木）第４４回同窓会主催全国ゴルフ大会が
埼玉県の武蔵丘ゴルフコースにて開催されました。
少し残念なお天気でしたが、１３３名の先生方にご参加
いただきました。有難うございました。
競技結果は次の通りです。（敬称略）
優
勝：海野 智（埼玉県・S５６卒）
ベスグロ：一般男子：町田貴敏（板橋・H４卒）・・４年連続!!
松村栄治（千葉県・H９卒）
シニア（６５～６９歳）：坂井清（三重県・S４７卒）
グランドシニア（７０歳以上）：成田賢二（埼玉県・S４３卒）
女子：安藤久美（目黒・H１５卒）・・・３年連続!!
★当日の様子や写真は
会報１０月号および同窓会 HP をご覧下さい。
http://tdc-alumni.jp/?p=26655

【 参加賞：埼玉種畜牧場サイボクハムのスコッチケーキ → 】
➢７）

第３回若手支援セミナーが開催されました。

１０月２日（日）東京歯科大学水道橋校舎新館８階にて、日本大学歯学部同窓会
と東京歯科大学同窓会の共催の下、１０４名余りの出席者を得て、第３回若手支援
セミナーが開催されました。参加者は下記２題の講演を熱心に拝聴しておりました。
卒業６～１０年位の若手の先生方にとっては、これから臨床の現場で出会うであろ
う様々な症例に対する取り組み方、対処方法などを丁寧に教えていただけてとても
勉強になったことと思います。
①「経過観察から見えること」熊谷 真一先生（日大歯卒）
②「歯を活かしきる歯科臨床」押見 一先生（東歯大卒）

【

会場風景

】

【 懇親会で・・講師の先生方と 】

講演会の模様や、写真は HP および会報をご参照下さい
➢８）

平成２８年熊本地震

被災同窓会会員への「支援金」について

被災された会員の方々への支援金の募集は、平成２８年１１月末までとさせてい

ただきます。引続き、ご理解・ご協力をお願いいたします。
三菱東京UFJ 銀行神保町支店
店番：０１３
口座番号（普通）：０９３２７７５
トウシドウソウクマモトジシンシエンキングチ
カイチョウヤサキヒデアキ
口座名：東歯同窓熊本地震支援金口会長矢﨑秀昭
http://www.tdc-alumni.jp/bin/bbs/1.cgi/
➢９）★平成２８年度同窓会 都道府県代表者会・評議員会が開催されます。
①

日 時：平成２８年１１月２０日（日）
都道府県代表者会：午前１０時００分～午後１２時００分
評議員会
：午後 １時００分～午後 ５時３０分（予定）
懇親会
：評議員会終了後
② 会 場：
都道府県代表者会：東京歯科大学 水道橋校舎本館１３階 第２講義室
評議員会
：東京歯科大学 水道橋校舎本館１３階 第１講義室
懇親会
：東京歯科大学 水道橋校舎西棟ラウンジ
★ 会場が変更になっております。如水会館ではありません。ご注意下さい。
★ 評議員会の傍聴（発言等はできません）をご希望の会員の先生は、準備の
都合上 １１月１１日（金）までに事務局にご連絡下さい。
＜ 東京歯科大学同窓会事務局 TEL０３－５２７５－１７６１ ＞
http://tdc-alumni.jp/?p=26984
➢１０）Dctorbook オンデマンド配信（学術セミナー）のご案内
本年度より学術事業の新しい試みとして、インターネットによるオンデマンド配
信を開始しております。同窓会学術セミナー講演の一部ではありますが、
Doctorbook academy サイトからお伝えしております。現在、昨年度行われました
木ノ本喜史先生による講演『今こそ見直そう!あなたの根管治療』の一部が配信中
です。詳細は同窓会 HP まで。
http://academy.doctorbook.jp/societies/TDC-ALUMNI
➢１１）口腔保健オープン・フォーラム２０１６のご案内
テーマ：「予防の極意」：診断、エビデンス、予防システムの視点から
日 時：１１月２７日（日）１３：００～１６：００
定員：６０名
場 所：東京歯科大学 水道橋校舎 南棟 ６F 会議室
参加費：無料
演 題：「口腔を読む・生活を読む」三上直一朗先生（東京都・開業）
「診療記録と予防管理システム」杉山精一先生（千葉県・開業）
「エビデンスを知る」高柳篤史先生（埼玉県・開業）
詳細は会報１０月号・同窓会 HP http://www.tdc.alumuni.jp をご覧下さい!!

【 会員ネットワーク通信 】
➢ １）各支部

活動情報

① 【千葉県】

浅野 薫之先生

Vol.４

平成２８年１０月

叙勲受章祝賀会が開催されました

８月２７日（土）京成ホテルミラマーレにおいて浅野薫之先生の叙勲受章祝賀会
が盛大に開催されました。浅野薫之先生は昭和４０年３月東京歯科大学卒業、同年
保存学教室入局、昭和４９年助教授、平成７年市原市歯科医師会会長、平成２１年
千葉県歯科医師会会長、その他官公庁等多くの役職を歴任され、同窓会にもご尽力
いただいております。水野嘉夫理事長、井出吉信学長、白須賀貴樹衆議院議員、矢
﨑秀昭同窓会長など多くの先生からの祝辞があり、最後に東京歯科大学千葉県同窓
会会長高原正明先生の閉会の辞をもって盛況のうちに幕を閉じました。

＜ 報告：西村哲雄 会員ネットワーク小委員会委員長 ＞
② 【茨城県】 東京歯科大学同窓会茨城県支部 保険講習会
７月３０日（土）午後７時より、水戸京成ホテル翡翠の間にて三大学（松本歯科
大学・奥羽大学・東京歯科大学）保険講習会が行われました。本年度は「平成２８
年度保険改正に伴う診療報酬請求時の注意点」という演題で講習会が開催されまし
た。主管校松本歯科大学茨城支部同窓会長の挨拶の後、同窓である茨城県支払基金
主任審査委員の竹上勝夫先生（S４４卒）による講演が行われました。その後、同
窓の茨城県国保審査委員の大野勝己先生（S５０卒）から指導関係についてのお話
を頂きました。同会場にて午後８時より、懇親会が開催されました。普段接する事
の出来ない他大学の先生方との交流を深める良い機会であったと思います。

＜ 報告：長岡未佐子 会員ネットワーク小委員会協力委員 ＞
③ ★東京歯科大学同窓会 京橋支部・日本橋支部「秋の学術講演会」のご案内
日 時：平成２８年１０月２１日（金）午後７時３０分～~
場 所：京橋プラザ２F 第１会議室（京橋歯科医師会同一フロア）
演 題：「難治性根尖性歯周炎の診断と対応」
講 師：東京歯科大学歯科保存学講座 古澤 成博教授
会 費：あゆみ会・水京会会員・研修医 無料 会員以外は３,０００円
★事前申し込み不要です。多くの先生方の参加をお待ちしております!!

