
"………………………""""~""""""""" …."，.....111'"...……， 

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

信
用 14 口方

昭和57年11月

…………………………………………… 

ιー 挨 拶

支部長 大島慶久

I哲々，混迷を深める社会状況の中で私達をとりまく医療nH:mは大き

な社会問題としてクローズア ッフされている昨今，会員の特峨如fllf:t~. 

過しでしょうか.

日頃は同窓会活動に多大なご協力をいただきましでありがとうござ

います .本年度も学術i1irrQJを中心に大きな成果をあげることが1'1'，来た

と喜んでいます.ひとヒtiの繁維な，皆、者対的科医師の対比とは一変して，

否応なく私達は!可分のHキ11:1を持てるようになりつつあると足lいます.

目前にせま った21世紀をし っかりと児つめ， こんな11.¥:JtJJにこそ，先行した医学の進歩を口実，

人類に提供することの出来る医療のありプjについて，私述が，持てるH制百iを有効に使いながら

考えるべきではないでしょうか.歯科医療の今後の問題は私述が考え決定をする以外， ~m も手

をつけることの出来ない重要な問題であり分野であります.学術活動を通じて， r~の歯科医療

を考える指針のためにも 今後とも同窓会的rroJに対してご協力，ご支援のあらん引を心からお-

~!iいいたしましてご挨拶といたします .

¥、--

各局活動報告

11 11キ:日目手tJ57if8月4日(水1

間 8:00-附 10:30 

場 所愛知県前科医師会館

出席者 :来的大 事業Billll

iiiJ代表世話人坂井 問。似01

代表世話人藤!}.主鍛英似II

井上好平似31

牧 ffif f迎司“31

加藤直彦 ・竹田 竜弥・山田昌士

菅沼敏 和・近藤光治

東京歯科大学問窓会愛知県若手会

愛知学院大学歯学者11同窓会 愛知県支部

懇談会
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代表組:話 人 西 武

愛知学院大

支部 長

副支部長

専務理事

常務理事

理

山田

!戎 i彰i

中川重

大島 hit
中野五:

木村辿

阪上|詮

力11 [素直

中島俊

田中礼

竹田竜

山田昌

下総長

司 (45)

有 (46)

1};j! (50) 

樹 (52)

いl't

久(1)

徳 (2)

治(1)

WJ (5) 

彦 (5)

良JJ (6) 

文 (4)

'j~; (5) 

土 (71

彦 (5)

〔議題1) 会員増加に対する同窓会の今後の対

処について

o 10年前には人口対歯科医師数に閲する種々

のデータは少なかったが，現在では多くのデ

ータがあるので，それを基本として説得力あ

る行動をする必要がある .情報収集も継続す

る必要がある .

0 大学側に蛇口をしめさせる第一歩として定

員厳守を同窓会が働きかける事が必要.

0 全国的なレベルで，各大学同窓会が各大学

に働きかける .18校会議 (同窓会)でも発言

して行く .

0 同窓会レベルでは卒業者数の減少のみでな

く，受診率(現在9.9% 県平均)を噌加させ

る努力をする .

0 以上の考え方とは全く別に歯科医師数は，

ある程度自然にまかせ，歯科医が自然淘汰さ

れるのはやむをえない 歯科医師の生活レベ

ルを低下させ，歯科医の 「生きがい」は何で

あるかの価値観を変えて行く必要がある .

〔議題 n) 学術活動の今後の具体的な協力方法

について

講師を紹介しあう .互いの学術担当者に辿給

して参加を呼びかける

今後も定期的に懇談を持つ事になりました .

|学術局 |
中島俊閉 ・土川三 郎・小野安夫

島村敏明 ・小 野暗進

本部地区学術排出会を愛知県支持1Iにで無事終

えましたこと，またこの会報をお手許にされる

凶は，スウェーデン ・イエテボリ大学， リンデ

教授による学術講前会も無市終了したことと存

じます.今年の学術講演会はいずれも歯周病学

をテーマとし，一方は|河本市助教技，一方はリ

ンデ教授，間本先生通訳という z講演でした .会

員その他， 200~毛を集めたロイヤル会場. また定

員 450 名の県花i会館とほぼ満t~ にうめての{i}f鎖

は，会白の学術に対する向上心と，その努力の

反れであると誇り市くもあり，頼も しい限りで

す 実行委員会に参集されました，名古屋地区

6班の妊長以下委員は，のべ10匝lにもあま る委:

只会を開催し，講演会成功ヘ向けての努力を付?

しまない姿には，心打たれるものがありま した .

学術局は今後ともこうして会員と共に歩んでい

きたいものと願っております.年度初めにmて

ました方針と!!自らして，今後の活動の反れにも

と考えております.

0学術活動の同窓会発展に伴う

在り方の検討

0会員を含む，身近なテーマ

0同窓生自身の手に よる，i古田iJJ

の深“卜:

これらの方針は今後とも生きて会員の皆械と

ffつべきもの，同窓会の発l以1':寄与・するものと

確信しております.

|組織局 |
藤 井 宏 次 ・下僚長彦・森二三夫

飯島英文・鈴木謙三 ・出原寿勝

。班会 6月23日体)中区班

7月7日(水) 北区班

14日(ホ) 森白井足E

港区班.

15日(ね守山崎:

8月8口(fJ) !，!~柿 . i.尽美班

盟川班
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9月22日(水) 南区班

30日(木) 豊橋 ・渥美班

豊川班

。第 11111班長会

1]日午 IIr押1157"ド7月17日u:l

場所米山会館

今l旦| は愛知は!~支部推n，1Jの県歯理事，熱田区の

山AUm.1:J ~ ， fJLj15(の日f:fI理事をお迎えして行われ

ました.又， 1lf.1業相談室より成瀬常務，iili::DJl事

をお迎えして ， 今後 IJ~J業される方々へトラブル

なき様スムーズに開業する為の話をおIlIJきしま

した.次いで，協議事項「会費未納者に対する

取り扱いブjJ について討議致しましたが，この

問題は以前より協議されている事項ですので色

色の芯_I，tが山ました .

。大学班の充実と班再編成は現在調査中です.

|厚生福祉局 |

田中礼文・ 鈴木泰男 ・社本貴久雄

9 1-1 2 n (~\) ， 主1 1 多カントリークラフ。において ，

県支部第 11111日の，政f対抗のゴルフコンペが，

行われました .

残持の厳しい中， 15*よりの参加を得，支部

役員を入れて，参加者は43名.炎天下でのフレ

ーに，全U11赤ワに日焼し，和気あいあいの内

に，無事終了しました.

く成績〉

同体 (Net上{立 21ノ，の合計)

優勝 ~I'仏班 134 

il.交辺俊之 ・伊藤建 ・加勝耐

2位生u多政f 139 

チl'間 存ii0 竹内敬雄 ・早川光司

3位支部役只 144 

阪上隆J1IJ・中野芳徳 ・木村辿治

田中礼文

4位盟橋* 145 

政械貞夫 ・鈴木道義

5位北区班 145 

鈴木茂雄 ・小塩絡

個人 out In Grass H'cp Net 

優勝伊藤建 41

2位井田喜ii 38 

3位 鈴 木 茂 雄 39

B 0 G:l'tチl'旺l部

41 

39 

39 

L 0 DJt ネ111谷英光 o t自国信弐

N 0 P:l:t 11'凹 部 ・阪上l笠ftlJ

B・Bll 佐藤理!之

82 17 

77 10 

78 10 

県支部恒例日帰りパス旅行を終えて

65 

67 

68 

10川3I:l心配された空模様も，会1.1の 11ttiの
村lillAのたまものか，御仏の御加誰か，市IRまで

の雨がうそのように附れあがり .朝ザ・くから集

合した参加者の顔もどことなく楽しげに見える .

2台のパスに総勢94名が分乗 し， 811キ30分オザ『E

を出発.一路信楽へ.途中，多賀サービスエリ

アにで小休止，皆さんさっそく，ii.平もちゃら，

みたらしやらジュースやらを日ぃ込んで食欲の

枚.車内での自己紹介が終わるころには，おた

がい剥l気合々のふんいきに満たされ，長い道の

りもあっという 1111に目的地に到着.

昼食後，今凶のメインである陶芸教室の設11)1

をIlilく.この説明が約30分，先生(? )の説明

がけっこうおもしろく，主冬わるころには，みな

信楽焼(タヌキ)の専門家になったような気分

である .しかし，いざ本番となると，ロクロが

うまく廻らず悪戦苦闘，その中でただ 1人田ι11

礼文先生が人間ばなれの手つきで・・

作品は 1ヶ月後に焼き上がるとかで，出来 k

がりがお楽しみというところ .

'M途「伊釘の1;I~jLJ が現在も住んでいないと

いう伊釘の忍者屋敷へ立ち25.る.子供述の日が

締き，大人述はそろそろ疲れも出て・・・・・・ .おみ

やげは名物「かた焼きせんぺい」・

内I}りは名村正:1速は使わずに，東名阪へ， 11(lil 

~O:j l、びきの中，楽しかった1Hを振返り，来年

も又カfんliるそと・・…・.
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く57年度弔慰の現況〉

7月19日 8回生松森克年君御坊:父

7月30日 10回生田嶋伸一郎君御坊父

8月30日 9回生塚本春樹君御尊父

10月5日 1回生河合良 明君御尊父

10月5日 第1補綴学平沼謙二教授御l']:父

10月16日 6回生小佐野悦雄君御母堂

一局
一

一計
一

一ム宮
一 三輪英則 ・丹羽太 一

平素は本会の迩営に伺i尽力を賜わり，厚く御

礼申し上け.ます.

会費未納者の取り扱いについて

昭和57年度第 1回班長会において「会費未納

者に対する扱いについてJ の協議題が提議され

ました .現在会員 1，516名に対し，予算額は，

1，000名分です。従って会費納入者は l人で未

納者 0.5人を賄って会が運営されている事にな

ります .しかし，現実に会到来納者の活動の-

Hキw止を行っても基本経政はそれ程変りなく，

事務質，通信貨が，57年度予算約 88071に対し

が:150万の軽減になると忠われ，!ji品をに 1，500名

で500名未納，従ってが'j300万の経抗軽減にはな

りません.又，大学を卒業すれば自動的に同窓

会品ですが，納入者だけの活ffOJととよれば，これ

は同窓会でなく校友会に近いものになります.

しかし，納入の先生にと っては経世が思ったよ

り舷減出来なくても，校友会でも， fnJかすっき

りしない，これが今回の問題の原点です.

下記は57年度班長会において協議題の資料と

して提出された「会到来納者に対する活動-IL'f

停止」の執行部案です.会運営にあた って，f可

が正常か，会質納入者にとって何が公平かを，

原点に戻って考えてなiきたいと忠います .広く

皆綴より御芯:兄をお11flきしたいと，也っており ま

すので，事務局までお知らせ下さい.

1 )予告知Jfl:Jと1m始日

現在作製中の案を会只にIlllいながら ，58年度

- 4ー
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総会に原案が通過したという条件で，本年度中

に会員に予??し .58年度よりIlfl始する .

2)執行1'1[山

「第 2~示会u ・ :;fi 7条正会nは，本会所

定の会t~及びその{也!'d1l令を本会に支払うもの

とする」より， IJl.11:会t'，けと納者には，役員の資

fii，選議fMの停止を行っています.従 って活動

の一時十;'JIニ純聞を拡大する .

3 )活動内存

r~~ 3 J:~: I J ~業 ・ 第 9 条本会はti\ 3糸の問的

を達成する為次の事業を行う」

a 会L1の，別出，制ゐ1:，共済………iW誌のイと
輪 ・パス旅行

②的科医，，;その研修………'手術活動，図汗lJiI
!:i': 
1..1 ，;."，;. 

① 会記"，会報，名簿などの発行，刊行

包 母校及びi'>1，~字詰I1同窓会の発j足立tびに後援

の為の清水1:;..……・役員の資格，選挙権

以J:節 3t;~: ・ ~; 9 粂の汗i1i}Jの-f1与停止，尚，

会'E(未納行ーに対しては，日'Iに本会活動の PRを

続ける .

4 )該当者

Ijij i.f 1，玄米納者 (58if.皮1lf.1始になれば57年度会

民未納者が対象となる)

5 )似i1i条件

!日1年度と今年度会民納入の事 .

員会議事録一つ

第 3回愛知県支部役員会

-l'1I57ij'-7月14n (;J<Uld日)

後7: 30-

fflj会滋筆

.支持11長技w

.れ)"j宇ii:t;-

. f)E長会について

.際立1底的システムのアンケー

ト実施について

rこ.{:術助成金時iJiしりについて

第 4固愛知県支部役員会

後 7: 30-

ffl，会議室

J.þl τJ~ 1 .支部長挨拶

2.各}"HIA背
議足i 1 .班のT可制11，文について

2.名簿の住所変更，及び費用の件

3. 利凶~}"j挫血統合について

4 就職案内窓口設問について

5.会t'(未納:fi'Jj)(り扱いについて

昭和57年度 第 5回愛知県支部役員会

H 11.'" II(叫1157{f.lO月13日 (水Ifi，)日)

午後 7: 30-

1M /iJi' 宇部会議室

議 TJ~ 1 .支部長挨拶

- 5ー
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昭和57年度会費納入率
1011201IJJt(I: 

納入
% 

臥 lai

千Mi 19 79 

名* l 111 22 

見〈 35 26 74 {手11JI: 37 34 92 

~t 40 33 83 i It ，~:) 20 13 65 

:下 11I 37 26 70 小t.:・'G.lt 58 49 84 R 111 

丙 39 32 82 同(j<11 Jf 30 23 77 

11' 村 75 42 56 知l多 86 

中 82 45 55 海部 25 1 14 56 

i径 20 17 85 tJl IC，t) 18 15 83 

Jl円相l 26 14 54 盟陥 ' i~U'~ 33 29 88 

X 1'1 30 18 60 |品l的 51 34 67 

fお ft! 27 16 59 山 川 26 22 85 

p.~ 111 28 21 75 ゲ，1 i毎 52 37 71 

中JlI 31 25 81 l川l己.ij逗 23 16 70 

I?I 30 17 57 盟川 58 31 53 

u 53 46 87 }え よ下 287 56 20 

'VLS I 50 36 72 イ~ ，if 1516 937 62 

昭和57年度地区学術講演会

盛大に開催される

さる 10 H 211 11"， 変幻は!，~術科医(;lli会館 1 ': て .

J .リンデ教J受による";::1，向。i昨出会が11'われまし

た . 講演に先だち . 愛知県立:;~IUÆ . ).，，(')J~ 久先

生による後wがあり.続いて.里h事会1A.it'i * 
税'zf;実行委U1え (6Hf.と五ij-i'.H会を(¥:たされ

る).通訳岡本市先'1:. G C C林川先生とtt持jさ

れました .会uその他 420?"を集めての必iiriは.

終始熱気にあふれ， J .リンデ数段lよ.γ"1"・ht

の地と同窓会に.1以りない愛行を抱いている山

発3がありました .li船出iの1)、!存lま ，'，州['，j;術4拘州骨引刊'111川BJ占刷eV，

」北tl欧4枚xカか、らの111.助fi防肋i1.功0助j川li'Jと， ~Jr し L 、)，~ofilh にあふれるもの

でした.学術的卵jに然.なある会Llのある|以り .

同窓会の発展は約束されて います.また.今

川の排出にJ/..}Jドさい ました関係作}j1(!Iに.1ソ.

くお札tj，し1..げます.

念 書 回収率

Jff名 会u制歓収 M 河 斑名放

千種 29 19 66 瀬 li

名東 24 24 100 '1' 111 

見{ 17 14 82 春日 JI:

~t 30 25 83 

守 IIJ 22 21 95 小牧・16.lt
Jよ 1ft

i同 25 19 76 西春日}f

'1' 付 33 19 58 知l多

中 36 17 47 海部;

;答 13 13 100 中仏

Jllj 有| 16 4 25 盟橋尚1~

天 1'1 14 8 57 1;，11 的

fお総 17 8 47 盟川

然 111 14 12 86 fl i毎

tf' 111 23 13 57 l喧Jt:・幡!J.

14 10 71 校 11I

u 42 30 71 

一'l:'; 33 23 70 ZrAIH↓ t 

…………班だより

〈守山l'JIの近況〉

10112011 JJt (1: 

会L1 1"lq~ % 
f{ 数

16 14 88 

19 16 84 

27 23 85 

11 11 100 

40 27 68 

24 20 83 

36 36 100 

15 6 40 

11 11 100 

23 20 87 

33 13 39 

15 14 93 

31 21 68 

13 8 62 

42 15 36 

758 534 70 

班長吉田克彦

今年に入って技々の班でも.緊急医縦につい

て.医師会の先生}jとぷし合ったりして米まし

たが， こ のHll越は 同窓会だけでなく 地域t'4~

科医師会の問題としてとらえた )jがより ベター

であろうとの観点から，.t也域歯科15ミ(:lli会へ働 き

かけて.現 (1:検討'1-'です.

9 J J'IJ'iJj 1': Iま.P，L支i}l)MIJ支部長でもあられま

す木村先生にレ七フトのJ:から !，lた品泌をお願

いし .HHl満足した会になりました.

今後の jう主として，12JJM'tUHHl参加lのドに

ボー リング大会を ("lEしてます.どうしてもゴ

ルフとなると ，いつも参加け‘る人と ， しない人

I':))IJかれますので，だれでも参加lできる Lのと

いうことでi!ZL1会のt't!日lを件て.実行す る ("lE

です.
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勺IfEーでは今年 9J j 1511. 5 IIIVI:i I江沢い |リl 先ノ I~

1":伺lチ息誕生のニ ュースがあります.なにせ、Ii

flfにおける長在ともg?える先生のお r慌が.告I

.lf;の日に誕'1: された二と[よ ， 班 !VË ての ~I{:びで

もあります .(失礼・・・・・)

〈豊橋班だより〉

鈴木道義

作作立秋の(1点先'1:におかれましては. 6~ 々

ごit'/~のこととお1" ~I{.び"， し上げます .

、'i11.、'i.tιnGカントリークラ フ1":て干Jlり1J' 

なわれました ， 法・尚~~ .jii[合!日j;悦l出コン への 'J~

業報告をtMlJ.1j給させていただきます.

去る 9J j 30". H)( 1":忠まれました‘I~}( カン

トリークラブ1":. ~， (.Mlj 支部長の木村辿ifiA:旬、iE

ぴに，問中礼文先'1:が御l多↑亡の'1'をわざわざお

，'1'，儲けいただ き.御訟で総勢28人の慌大なコン

ペが准行されました.

。14 ，当 H にはり，Uピ :~I) から心のこも っ たり，L支出i

L~ ~{- と多吉H な i同I'，{H(-t を JI幼わり ， ぉ;人を交えて

全L.1利気諸々とフレーすることができま した.

1・4生委L.1 .1おlイ市[れな.(3ーばかりで，1'1 '1 l.'j'J=して

ドさ った諸先生}jl二色々と術l迷;告をおかけした

にもかかわらず，それを心におさめて本、Jiに'_k

りある盛大な会にで仰Il~j きにすることができま

した.

小野哲吉先生はじめ，会uーlfîj県支部、lí~び l 二

本村辿ifi先'1:.111'1'礼文先生に改めて紙I(IIにで

1.l11礼申し上げます.

本当に有倣うございました.

追('IJ 当日の1&4:)'1 ( {~í材、略)

• f~ J!券 '七日ffi 犬

• f経i引券 鈴木道義

• 3 位 '1' ~H 11 古

• 4 位 111 JJs f変 lりl

• 5 位 木村辿 i台

!大lに，対品は.県支部長料.(也. トU フィー 2

1問.話IJ '1:tには拠慌 }jへの御土N!~ にと . ~~ :.io[の

/(~1!2かなメ ロン ・ サツマイモ ・ クリ e tc' ・ ・ ー で

した。

以 L 簡単ではありますが宇lift?させていただ

きました.

以後 l ニ リIL 支 ì~lll生 U. 泊先生 )jの健J，)tと悦々の

1.l1li ，ri~.M を以.:ill[会U.1口l心よりi同l折り 111し1:げ

ます. ;9~ !(. 

I'/'I:~U (1 JI: ~ JilS 6Iul'l: 

品目 )j JE ~ lllnl't 

総 本 俊介 121111'1:

+: ド j下 13 1"1/ 1~

鈴 木道 Jを 7 I II I ~ I: 

一…… クラフだより ………

盛球会 S生

日I~.F;長会より久々のお削りいたします . 10J j 3 

"秋1I，'iれの'11で，齢をものともせず.IQ1立との

対抗戦を1JO ~、ました . f本のイ~il111もIlij'j':'I'tti迄
で途'1'より俗胞なフレーが続出し，往年の策本，

杉山ハダシ，と三うより ，むしろ高見111.判汐

ぱりでした.

J見役では思いもつかない.JJ~ を川いたトウ ッ

ヒングや.f\~ い'1:え際での絶妙ヘッデイングで，

スペイン '82のl年収でした.

id近でlよ的取り先生でTVでもおなじみの I

先生は，俊チャンコールをfTにうけて，まあ付↑

しくも ゴールliijで腰クダケ.liIi!附の・:i}J?タことミ

ズキンは，ビールの飲みっぷ りで優勝.現役』並

行を荻ねる辺自11先生は. " t(iのウヅフンの悔似

ぷ合を似ダラケの栄光でした.

特市すべきはJ2!‘造キーハーのι松先生，それ

はミゴトなセーピングで七イウチフレ-1'¥もの

でした.

まあフツウにナゴヤかに，険しく陰にコモっ

て傾で笑い合いました.ヨカ ッタヨカ ッタグ

試合の車占拠は 6-3. ジャーン /'lQ役のJ!努ち.

リーグij吹をひかえて.11:.をもたせてやりました.

IQ1':.i より・f~. . オンプにダッコで先~~~のお守

り.もし'1'" .太洋11t終戦でf'!けたとしたら，

Afも必いすられませんよねェ …

一7-
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愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

人材センター設置について 人材センター運営委員会規定(案)

専務理事 ・阪 上陸則

会日の先生におかれましでは，益々御1制限に 第 l条 (1'， fネ)

てお過ごしの事とお慶び111し |てげます.さでこ

のl立，厚生福祉事業の一環として，同窓生の;J(:

人(iと求職者の紹介をテストケースとして行う

' J~になりました 新卒者の場合は大，，;::の就職係

が，卒業H寺(大体4-5JJttO.就職の斡肢を

行っていますが，卒業2年以 1:経った同窓生や，

9J=1や12月などのH判例外れのII.¥，に就職先を挫す

のは，なかなか困難でめり，又， ドクターを叫

す院長先生にとっても慨しい'Fであります.今

までは.その診療所に11'.入りしている前科業才;

や，同窓生などに頼んでいるのが現状でありま

す . この様な問題点を 1Ií)窓会の稿祉 'J~~の一環

として解決出来ないものかと考え，人材センタ

ーを設内する運びとなりました .愛知県支部の

正会日であれば.~(tでも利 11111'，米ますし ， 将米

は病気等で緊急、の代診が必要なII，JIーにも.この組

織が利用出来る機に，大きく行てて行きたいと

汚えています .同窓会にと っては，この係な械

の繋がりこそが品ーも重要な 'J~業の一つだと考え

ております.今岡テストケースとして発足しま

すが，この人材七ンターを大きくり っぱな来日if&
に成長し.近い将来には，娘，息-{-j主の結掛相

談所にもなるくらい大きくなれば良いがと汚・え

ています.どの械になるか今の所断定出米ませ

ん.しかし同窓生の特峨の温かい御協力によっ

て多くの先生方に利用していただける除，今後

共不備な所は整備し，充実して行きたいと考え

ています.右記に脱約を.jM・1配しでむきますので.

lilllキ11mなさり たい方は，よくお説みになり， 同

討の巾 し込み用紙に御記入の t.事1")5}寸までお

送 り下さい .御利用 を，おi年ち致しております.

本会は.愛知学院大学術学:'tll問窓会愛

知県支:'tll人材七ンタ一連日-委H会と称

する .

第 2条(!--l的)

本会は，同窓会愛知県支部正会日の波

i出と柄拘1:を目的とし，原J!lJとして，同

窓牛.の求人，求職者の紹介をする .

出 3粂(委 U)
本会は，愛知学院大学働争ffll同窓会愛

知県支部にl若し，委μは正会uの中よ

り支部長が委嘱する .

第 4条 ('[I( m) 

本会をrA'i与する費用は.1口l窓会愛知県

支・:'fllより支出する .

首¥5条(j1f 'i:¥') 

1 .求人rn.求職用台帳は，安L，l会の定め

る刷所に設程 し，随H抑制覧をJ午可する .

(11，し屯却での紹介は一切受け付けない .

2. )11紙は，本会の定める用紙を使mする .

3.台帳のi呆作期限は，委員会の定めると

ころとする。

第 6条 本会の*'?1介による求人，求職{i川での

トラブルは，一切責任をnわな いもの

とする .

出 7条 本会の脱U'Jの改正は，役u会にて議決

されるものとする .
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