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'-- 挨 拶

交部長 大島慶久

国内外ともに相変らず多難な 日々があU、ておりますが，会員のiキ様

には:お元気で・ご活躍のことと思います.TE否jIIIj諦i3年の月日 ，"AL.速の

心の何処かにいつも何らかの話題を提供していた名古庄オリンピック

fill閣も，大ブjの予想に反して夢と消え去り ，何かしらむなしさだけ

が伐ったような気がし、たし ます.

日明は同窓会所動のためにご協力を賜りまして本当にありがとうご

ざし、ます.公定した同窓会発肢のため，財.ilJU!IJち会裂の 100%徴集を

めざし ， 会只の皆様にご協力をお阪i~ 、し 、たしておりますが， 今-)j;:物

j己りない現況です.会計!訪を'1'心に執行部一同頑張っております放，皆様のご協力を改めてお

前!\，、 F~ し上げます.

各局活動報 aニ
ロ

渉 外局

加 藤 直彦 ・竹田 竜弥 ・山田 昌 士

菅 沼敏和・近 藤 光 治

東京医科術科大学愛知県支部との恕淡会

円 |時 8月 12日(水)午後6r時より

場所 ロイヤノレホテル弁天l品!

11-¥1市新 東京医科衛科大学同窓会愛知以支部

支部長 1"1弁彩u造

日11支部長 伊藤定可

役 員 山相"孝夫・

不11久 nl強

;ri 川 総

~.:i 111軍fI明

会計 官村 一 目、

愛知学院大学術学部同窓会愛知県支部

支部長 大山桜久

日11支郎長 中野ラ7徳

木村 j山治

常務理PI1= ~熊井正次

加1it事前彦

巾 μ 俊朗

耳11 ヲ11= 111 111 I_!，・1:
';.':' m 11政府!

大阪Wr科大学問;窓会愛知県支部との恕談会

日 H寺 8月 25円 (火)午後 71埼・より

場所 ロイヤルホテル弁天間

出席者 大|以{材料大学同窓会愛知県支部

会長益川武夫

1
1

'"リ 会長 加藤 :英也

専務理事 磯只満 彦
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〔昭和56年 11月] 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 [第 11号]

~ jJ;t 森川不11六

学 術 安 川 修

会計市 水 炉I(f火

愛知学院大学術学部同窓会愛知県支部

支部長 大仏 経久

1，¥1]支部長 小野万 能!

iy.f:方)lJl， ] ~ 

'(;:J'.f:ガJlll;Jc 

J1Il 'Jc 

治
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光
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藤

木

阪

伊

竹

近

九州前科大学同窓会愛知県支部との恕淡会

日 時 9月27日 (11)午後 5時より

場所 ロイヤノレホテル弁天I品l

1f¥J.'iけri 九州術科大午!日j窓会愛知県支部

会長 重 111 倣 li~f~

MIJ会長 本川和 三

'，1付加11・Jc 安部栄 一.f!lS 
会計渡辺久怯

総務 小 川附

愛知学院大学術学部同窓会愛知以支部

文部長 大!::; i:誕久

J，ll.f.i5Jl.llτJc 阪上院 W]
'l;:; .f:J5JlI1 ~J~ 藤 井宏次

w藤氏 ，ι
加藤 It( 彦

Jlll 'Jc 山川 1'.l: 

近 藤 光 治

神奈川T*r科大学l'iJ窓会愛知県支部と の恕淡会

11 1時 10月 311 (七)午後 71時より

場所初7.1司

日本大学術学部I，i]窓会愛知県支部との恕議会

日 |侍 10月811 (木)午後 61時より

場所 ロイヤルホテル弁天保i

出席者 日本大学術学部同窓会愛知以支部

支部長伊藤功

1，¥1]支部長 渡辺防士

企画~~ 1'( blt夫

庶務IlVi )1' 繁

企画 1i:1'1: i:':j tl~ 

'下術沌川融

加 j燦能不

会計藤井 忠

愛知学院大学倣学部同窓会愛知以支部

支部長 大 !::i殴久

1，¥1]支部長 小型f' )j:悦!

常務理事 '1' !::i俊卯l
111 111礼 文
伊 l接武，よi

j!11 ，]]: ゲ'f 111 i，包タ，:

山川 ll上

近 j依光治

上記の弁大学川窓会との 懇談会は，「今後の

術科医療の助I:'Jと，それに刻する同窓会のあり

ブj.J という 1，-iJ-.，i/，!I叫にて行L、ま Lた.

学 術 局

中 島俊明 ・土川 三 郎 ・小 野安夫

鳥 村敏朗・水 野崎 進

56年度大J:I'j執行総のも とで頑仮 ゥてま いり

ましたが，またたく IIt]に半年が過ぎてしまいま

した.会只のl;Tf，)(には 1:1頃御協)Jをいただきあ

りがとうございます.新役員は-:}Lとな って前

111 ，市青神奈川術科大乍l'iJ窓会愛知県支部 動いたして:おりますがその一端を御報H';'ljlし上

会 長 長前l述;出 げます!学f1>fJ;，j ili励の一つで‘あるj也J)(学術lii時前

1，¥1]会長 青木令.よ・ 会は今年gz!主}己仮j也|ベとなりました. 乍術担

加藤1ft J1t'i' 

総務鈴木消火

玉 川J，ltIV] 

愛知学院大手術学郎同窓会愛知県文l'ffl
支部長 大 山 隊 久

1，¥リ支f総長 小型f' )j: 徳

木村 il!J治

常務Jlll'IC [f( ，'，礼文

寸I):llj 俊 !VI

Jlll 'h: ゲr111 i江 ';1，、
千':; I(! tljX ，f11 

当者のつどし、.J，二つづく班長会においてはli'Jう

3"年，尼リ民， :t'， Ililt>~ ， 同三河地1)(: とIj l し 1 1 : l、

ただきました. 1比If系れ此の先生ブjには紙 lニ ~ :お

11'1' りし て包ilj~L ljl し上げます. さて， J也1'(学術iJ，W

ìí.ií会は-7:(班}.!~先 '1 :.に実行委員長を ， 1"仏， 小

牧 ・足北 .)¥:ILJ， lIQ::i' 1m春日;11'，百iHflIおよび

県支部学術品lニfiHをひきうけていただき ，1，¥11 

支部長中野先生には依田出席いただいておりま

す.実行妥品会(;1:.1"1を弔ねるごとに熱%が織り

あがっております.支部役員会と班との協)Jの

突をあげることができ ，念3回収不の上.}I・にも
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[IIH和561ド11月] 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 [第 11号]

一端が苅えます，J也区学術講ì~t会に限らず ， 今

年度は腕前!filJの降盛を見，助成金も 14EF.を結

えゐに雫り ，誠に官:ばしいことです.また，ス

タディグルーフとの辿併を批進しております.

なお，各JiJ.E学術活動に際しましては役只参上し

ました所多大な協力をいただきありがとうござ

いました.以下スケジューノレを記Ak:させていた

だきます.

5 Jl 27 11 ::í~ 1凶学術品会必

6月10n Zi1 2回学術品会議

6月2411 地区学術担当者の集い

ILJJ，W班中，守山， m，然HI.1'4 
瑞穂，名東.'1'村.11(1布l

春日井，J位川，瀬戸.ilt. 

品，f泊l多，11t愉，凶作日

弁

7JJ 811 2i13回学UifIWJ会議

8)1 2 n 却 4回学術局会議

8月 2H ?i1 1困地区学術講演会実行委11会
8.fl 30 n Zi~ 2団地区学術諸説会実行委11会
9月 9 11 第 5回学術局会議

9 )-1 25 11 m 3団地区学術講棋会失.行委11会
9月 2711 Zi~ 6凶学術局会議

10月 1411 zn 7同学術f}司会議

10)'j 18 11 却 8 回学術品会I~後

10 n 1811 2i1 41団地区学術部出会実行.s11会

組 織局

藤 井 宏次 ・下 僚長彦 ・森二 三夫

飯島英文 ・柳瀬 良重 ・鈴 木 E義蔵

1)抑 )1"IBf長会について

7月 18日(土)午後5時より東山会釘(iこて，

Zi~ 1 1"1沢民会がIJHf世されました.各班の艦長の

先生ブjには大変御多忙'1'の所，多数のII¥J，I行をね}
ゐことができまして高正にありがとうござレまし

た.おかげもEで'IMeなる御意見，話11if.t;訟をmき

まして今後の文部活動に大変参考になりまし

た.吋11の代料は各i延長に送付済です.

2)脱会への参加1(10月 15日現在)

6 n 10 n (水)rl'村区班

jJy I~ Hf 

6 ) 1 18 11 (木)立総，渥美.fiE1A.

-一 ~ -A- I吋
豊川班 J 

6 ) 1 20 n (土)中区.BF.

6 J1 24日 (水)緑 t( .Hf 

6川27日 (ニiニ)東区班

7月 2H (木)'.'j=山班

7月 4R (上)熱田班

7月 11日(土)名*'区.EJF.

7月 121=1 (日)世間庇

7月 19日(日) 凶が 日;11・HF.

{手 日;11・m
附曲:.t- JiJF. 

9月2711 (日) 1
'
可存日チI'HF.

:;¥' T!lF. 

'1' 品 班

II! 品 I妊!合同

百Ij 部 班

小牧 ・j吾北
火山庇

以上の脱会に1111市させていただきti:重な御意

比をお聞かせ下さいまして誠にありがとうござ

いました.今後，脱会を行う班は是非とも組織

)"j担当理事または支部の事務局 (TEL763・

1877) まで-御一報下されば幸いとがじます.

3)組織I"jの今後の的動について

①各班の組織を強化して行くために底上iのl￥

u(ft ;訟をしています.

①今後とも各mのHE会に杭極的に参加し，意

見の火換を行って各庇との交流を活発にし

て行きたいと思います.

① 9月より似)1役J.t会だよりを j延長の先生到

に発行致しています.この役Jl会だよりを参考

;こして役11会の内科や動向を知って頂き，それ

を基にして各班でsト[，滋し御意見文は，御叱りな

どあれば役H会までお知らせ下されば今後の支

部活動に大いに参考ーにとEゐかと存じます.

@大学庇のあり万について，大学班の方々と

話し合いをも って行きます.

厚 生 福祉局

田中礼文 ・鈴 木 泰男 ・社本貴久雄

第 3回 パスレク リエーション行われる

今年で 3IITIIIを迎えたパスレクリエーション

は台風一過のさわやかな駄空の下. 10月4日，

91 ~の会J~ . 家族， 従業11の参加をも っ て行わ

，11.ました，{後記)

56年度弔慰の現状(会YADO号-以後の分)

7月 13日 |刈 UJdl.n.!t (11回生)御尊父死去

7月 17日 山脇p栄It( 7回生)御母堂死去

8月 9日 鈴木議誠心 (8回生)御尊父死去

8月 11R ~二三犬.!J ( 6回生)御尊父死よ・

- :J ー



[111{有156{下 11月] 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 [白1111J，;'J 

8)J 26 日 鈴オ~II，'í"?引\. ( 8 I!!I ~.n o:U f:J';;i:妃J;;
10 ) J 13円 jl， ;11:別lU_;n'(61出IJ御~~:父タじよ・

10)J 13 LI 大蔽火山，f¥・(13Itll1=_)訟11咋父タヒJ;;

10 )J 20 A 川瀬光一.(¥・(10問1'.)litiLI!9:父従去

.c:.. 
-= 計 局

三 輪英 則 ・丹 羽 太 一

千ぷは本会の迎'1;~にご尽))を賜わ り }'l く御礼

"，し上げます.

IIH和56年度会t'(I;t. n rの会U1H也がまだ

A~納です. r存度綴り込み川紙を送りますのでよ

ろしく下記まで娠込んでくださゐょうお~![~、1"1'

します.

会tJ(Lt.振込手数料金})IJ'('， 6000 l' Jで す.

東村託銀行党 [ILJ支JtII

}，Ii併 264，ロ座番号 447-671

また本会におきましては，会伐の 1'1動引きがし

を行 っています.み;会の‘lも.fM'(節 約，会Hれ位

には，振込料金だけ会'J!t.が安くなゐ(y!利な制j立-
です. 1'1動，)1き依しに関する説明は，本会事務

hi) (052-763-1877)で行っていますのでよろし

く御辿紛くださいますようお願いします.

出 版 局

伊 藤武志 ・山飽俊明 ・山本光司

会It~ 2 ~;-のj以前必集に，お・忙しい小， 多数の

術l応非ありがとうございました.*luIWを乞.'.1.、で

おりますので，12 )1'1'には， お手ノじに.toAliけす

る こ と が で き る と 思 い ま す の で ， 御j別枠下さ

い. 倒I~H'; まで.

役員会議事 録

L第 3回役員会] 1111利 5611'.7) 1 8 11 (水) ¥1. 1!! '1{ ・Ji)Jj 

午後 71時 30 分よりγ・，~I 公"後宅にて{iわれた.
1. ~部長挨拶
1. ~千 }II) fft ~'i. 

1. ，議題

1. A.:f，lI汁窓会. ~iilll，ij:，窓公のill絡必t(ヒ，ニついて
2. 勤務~の把仰につして

3.地|き:学総i，;，l1wr会について

11.会誌のテーマについて

5. ~H 111_11庇長会について

11'.協議凶

1.人;学蹴のi以り扱いについて

2.持ち出し1'.W会について

:1. ~J\金!l l ，m ，llについて

‘1.その他

[第 1回班長会] 11:1和56{J'. 7 JJ 18" ( 1:) 

午後 511年より点1LI会館にて~ J'わhた.

1. 1m会の舵

1. ~部長狭.Jt・

1.役此紹介

11'.谷川i8励方針および精i;'f
1'. Ij[長~l介およびJm由紀制17i・

¥J.協 議・JI羽

1. J也氏学i札脱出会について

2. ilE会における飢餓}，，)のy，r;!foJについて

3 会民徴収について

4 会誌の発行について

5 その他

1. 1，，)より

2. mより

¥1. m会の終

[第 4回役員会] 昭和56{I二8)J19 11 (水}

午後 7時30分より学部会議室にて行われた.

1. d.乙印公扶拶

1. ~千}，，)対171.

E・"後陛i
1. ).ぐ'j!:HlのJIJ(りJ血、につして

注目千千j心，r;!li}J'l'lの裂状Lついて

:1. r会必」はついて

". )..::下足[も合め.ユーνイ公uのJ巴!Irlについて
5.その他

[第5回役員会JU:l和5(j{ド 9)J!) 11 ('*> 
午後 711年30分より'下部会議室にて行われた.

1. )，( ml l.~ j尖 J拶
1. ~千}，，) ft! ;';' 
m.品泡i

1. 制i鍛I"i . 会，i1'の f~1・

2. 1千九i活動仰の現状につt、て

3. J也1'(学 í~i，mwr会について
.1.その他

)1'.協，:& W 
1. γ:í~i}， J" 列車i)lJJ成金につl .て

2.飢餓J"i)ぐl;ljI:ニついて

3. : I\~J，，) r会誌J の広行について

4.その他

- 1[ ー



[I~l和 56年 11 月] 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支綿会報

〔第6回役員会] IP.係1156{1'.10月141:1 (水)

午後 711年30分より"幹部会J総攻1':て行われた

1. ~乙市í :b毛 J会 J歩
l 千千 1，，) 弱ifT 
1. ;汲娃i

1. 大学H[について

2. r会誌」について

3.その他

IV. t必汲匙i
1. J也医学術議出会について

2. r会脅!J11勾・について

3. f千Hfに限布する念、Itについて

4.その他

[第 11号〕

スタディ ーグループの把握に関する

お願い

昨年度同窓生を主体としたスタディーグループの'~

(-1;を，例代しましたところ，10グルー7'，f'，¥1)1E仰ができ

ましたので.各(¥':)<の光生方にお集まりmく機会をつ

くりました

きました.今年度もことあるごとにスタディーグルー

フの氾仰を紛けていますので.現。:i訂正}Jしているスタ

ディ ーグループがあれば卒後研修の総合広げるために

もせ.ひお知らせ下さい.

連絡先 愛知学院大小仰や綱引寸窓会?J!

グループ、の活動状況や同窓会学術活動に|測する御ぷ-

はもうかがい，i，r，.1j}J内平副主同窓ム会報に紛介させてm

務 師

会場

日時

務師紹介

学術講演会のご案内

これからの歯科補綴 〈仮題)

保川須弥也先生

一-符rliL(会館

11日平均156{f. 12月 6H (11) 9:30-16:30 

11本大学術学部卒業

インディアナ大学大学院卒業

別伝京北前科大学教授

UCLA客員教授

同際デンタノレアカデミ一所長

4愛知県-k:fflIγこ術jui

(052) 763-1877 

@ 会場案|人l 名古hiより名岐パイハス北進.名岐ボウルから 2つ

日の白け左折.名iliMから '11で 20分 (案内図参照)

(収容 200名)

@ 他校II¥-t.rの先生Jiの交識を歓迎し ます.

主 1m
実行委11以
辿絡 先

愛知l学院大学術学部同窓会愛知県支部

一'/:.，-HE長 ;14 1ぷ
愛知県支部事務川 (052)763-1877 

F 
d 



日沼和56~I'- ll 月 ] 愛知学院大学歯学書官同窓会愛知県支部会報 [第 11号]

第 3回親睦パス レ ク リエーション行わ 期待遇りの大胤 30cmねのカツオが 27，8匹も以，11.

れる
る.さっそくさしみにして舌つづみ，浜辺で食べるお

弁当のおいし1，・こと .時間のたつことも忘れて楽しい

ひとときを過ごし州路:こっく .途中三和I例会ーヨftlD長
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