
……………………，………………………m 

仁ゴ

τ玉

昭和62年3月

27 

愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

第

………""，....，'....'，..…..........................................................， ..... ，......， .. 

(11回生)中区班

ギフチョウ春を告げる蝶

亀井俊雄先生

l咽伽"伽恥"伽M個剛.岨山.

z 

雪

言
z 
号

= 圭

冨

雲
主

E 
5亨F 

l嶋"附"附附.. 剛叫叫叫附附"酔t炉炉凡‘、耐."附'同同句町‘伊酔叫".酬川川叫叫“川柵H脚"仰.咽桝川"叩"'町町‘"凹附刷叫司叫"酢阿“刊柵"脚仰町吋叫11伸1附附個俳酬州町刷叫叫4州1111肺叫'咽咽'酔.叫叫"崎"脚"問噌H阿剛"川l伊問問"酬仰吋附仰伊阿.叫咽叫咽a刷脚1仰'問咽1I....j何11剛町V咽附開明，J

書記局よりお願い

l・・a・b耳・""同..'m " .. 倫

術ってこ)，芯主主下さい.表紙写点を公必致しております.

コーヒープレークでは楽しい趣味のおおしを聞かせていただきたく思います.

ご投前を歓迎欽します.)必M先はどちらも 'J~務同まで.

hU".川...随時"酬何日酬....明l隣町'"側、"

h

ト

』

哨

哨

咽F92日-Z
E
--

電
-z-5
3
3
=
Z
E
z
e
--τ
E
=一一弘



(112#162'.1: 3 H) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 {第 27号〕

内 ιー 挨 拶

支部長 大島慶久

二本I~山!?Lの今 11 この頃ですが，会只諸兄には診療にま た地科医(:iIî会活動等に，いろいろ

ご活断iの取とお広ーび申し上げます.

今年のス トーブリーグは星野新監督の采配，落合，近藤の入団と中日の話題はっきず，

もう低・IJ券した ようなフィーパーぶりです. 4月からのペナントリーグでも是非優勝し， 日

本シリーズをIJiJってもらいたいものです.

さて，われわれの任期も後わずかにな ってまいりました.各局担当理事も事業計画に基

き，せい一郎活動してまいりました.また，愛知県支部設立10周年記念式典に際しでは，

各庇長ならびに会員の方々の多大なるご協力の下， EE大に挙行できましたことを，この誌

面をお借りし深く感謝申し上げます.愛知県支部会員もし600余名となり，多数の会員が愛

知県歯科医師会の中でも若々と地盤を築きつつあります.これからは各地区歯科医師会ひ

いては愛知県歯科医師会の中でも活臨できる会員を数多く輩出する事は，われわれの義務

でもあり ，またそう速い事ではないよ うな気がします.

これからも皆様のご協力とご支援の下，同窓会活動をしてまいりたいと思います.最後

に会只の方々のご健康とご活路!をお祈り申し上げます.

各局活動状況 =

渉 外

.同窓会本部との懇談会

日 Hキ:昭和61年10月27日(月)

場 所 :楠元基礎研究練第三会議室

出席者

・木古11

1戊岡洋 之 稲 本 j告

三 輪 rrlt 広中正敏

新 谷澄男 加 m泰致 一

高 橋好文 社 本昇弘

・支 部

大 品産 久 下{傑長 彦

阪 上隆則 鈴木泰男

中島俊 ωj 丹羽太 一

藤井宏次

-愛知県歯科医師会・愛知学院大学歯学部同窓

会愛知県支部との懇談会

- 2 -

日 JIキ:I昭和61年10月29日(水)午後 7時30分~

場 所 .愛知県古歯科医師会館

出席者

・愛知県歯科医師会

会 長 官兼守

常務理事

理事

山中弘三郎

杉 山 凱彦

-愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部

支部長 大島度:久(南区)

日IJ支部長 山 JIU俊明(盟J11) 

点務理事 下線長彦(西区)

常務理事(組織) 鈴木泰男(西春日井)

常務理事(会計) 土川 三 郎(名東区)

常務理事(2?記) 藤井宏次(熱田区)
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常務理事(渉外) 加藤直彦(西区)

常務理事(渉外) 阪上院Hリ(京区)

常務理事(渉外) 金沢俊文(南区)

式次第

1. 11司会の辞

2.挨拶

3. 出席者紹介

4. 議事

大品支部長

吉兼会長

1 )開業1m姐について

2 )その他

5.間会の辞

-東京医科歯科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との懇

談会

日 Hキ : 昭和61 il'- 11 1127 口 (~\)午後 611，\=30分~

場所:やま とl.il

出j市行

・U[Ji(医科歯科大栄歯三i=:'tll同窓会愛知県支

:~II 

1i' 長 伊藤定 司(~杭)

副 会長 市i 将11 苧夫 (~~~ti合)

!)，¥;fjJ J1I1事 石 ll.l 総 (、HII)

E盟 山村 一 弘 ('1'区)

t盟 本 1)ト藤 氏(知l立)

f盟 ，:':j n:r -1'11 JIJJ (，1'村区)

-愛知l学院大学制宇部同窓会愛知県支部

支部長 大 品直 久(r~iIぷ)

点JZ理:!]' 下総長 Jま(同区)

'I~;~' .f知型'1'(剥l織) 鈴木~~ ~~ (州春日井)

常務f盟Il q";::l~j) r~，品{変則(春 11 弁)

理事(J'/生) 11<!H秀樹(l;til附)

JlJI II~ (会，11")水野1I，'i'.illi (IJy，('手r11n
理 'I~ ( ， 1 ~ ，1ê ) 中川 均(':1'1 11)

常務理事(渉外) 金沢俊文(1m孟)

常務理事(渉外) 三 輪災JlIJ(北区)

式次第

1. 1刷会の計

2.挨拶 大山支部長

f)ト脱会長

3. 出席者紹介

4.議ヰI

1 )同窓会における今後の交流につい

て

2 )そのf也

5. I!tJ会の計

組織局

-昭和61年度第2回班長会

日 日寺 :昭和62年 2月14口ω 午後 611;y.-
場所 :東山会館

報i告守~1.H

厚生局 今後の レクリェーションについて

緊急医療 システムの経過

学術局 21122日学術講演会の紹介

手踊故防 プロヅク別懇親会について

今後の班長会について

会計局会，lI'の説明と報告

その他 大島市議の選挙の応援依頼(南区

より)

ご多↑亡のところ，多数の班長先生にご出町い

ただき， 1~'重なご意見を お聞かせ下 さい まして ，

，1J&にありがとうございました.

- 3 ー
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学術局

1 )各班学術担当者の集い開催

IIß~U61年 6 月 22 日(日) 末盛学部会議室

2)学術講演会

・第 l阿

IIß~1J 61 i:1'. 9月21日(11) 楠元第 1講義主

講師 :福岡l引先生

出題 :歯科臨床に以11応用できるペインコン

トロールとしてのツポ刺激療法

・第 2凶 ・第 3凶 (点洋医学実習コース)

昭和61年10月5IJ(日) ロイヤルホテル弁天Il¥J

10月26日(11)

講師 :河野波先生

他 錨灸師2名

・第 4回(地区学術講演会)

昭和62年 2月22日(11) 盟橋歯科医師会館

講師 :小嶋寿先宅

演題 :目指臨床と幽内療法

担当 :盟橋， 22川

3) r会誌J N号 (10周年記念号)

昭和61年6月発刊

4 )班学術助成金の交付

千種，中川，西，緑，中山， r話Jib!.j，メIJ谷，

安城，豊橋， 盟川

2 } J -1.; 11 

5 )地区学術講演会実行委員会

実行委員長 IJC，RJ雅久先生

担 当 斑 盟柿，笠川

6)会誌N号発行編集委員会

編集長 前水利率

委日 森田仁先生

徒木'n二先生

田中礼文先生

鶴岡信彦先供

和川 H目先生

7)緊急学術講演会

長谷川幸洋先生

!(')UI 信式先生

鈴木正剣先生

柴山降洋先~j:

長谷川ぷ犬先生

昭和62年 3月1211(~，) 楠元第 1講義主

治i:iji:池田辺ill7{先生

iJri題 :後天性免疫不全杭候i作

61年度地区学術講演会を受講して

さる， 2} J 2211の 1111M 11， ~1柿Hii ， 12川HE ，

ihl J~Ifr， r，1i ms班の点 jnJJ也12{を'1'心1412椛悩科

医師会館にて，バt~;( ・ iNJ.1i でIlH:黙されている小

dJHJt先生を迎え r1 1'，:;';1臨床における i>l.q内 ~!，W;の

役'，I!IJJ と，iう泌組で，li即応された.

r，i5!ゼでは'1':~'II デン タルショーが行なわれ，

IfiJ 11にな ってしまった'Jcが残念ではあ ったが，

120余名の参加(iを迎えることがl]'，米た.

，ì~i~ri内科と しては . 午前の台1Iでは ， f>li!内総法

の 11的， 又は備制への;j:杉粋などの総，ìHû (I/~ な・H を

ぶされた.歯内療法の日的は.歯牙を技し.機

iiE及び'品i_R(I句な川iblで，すなわち .1ばの機能川i!1

までを強 く';lI!，ll，¥1された.また， II昨iiri'1'にJIiL!.W! 

1味をひいたのは. 切j~IJII.\，の尚髄への;;切符である.

10.C以上の 1'，/1で iお髄はJ災死におちいる.そ

のぬに1分間に50cc以上の注水1，1が必要である

とのことは，実に~I味深い. 更に，掛尖:~IIにお

いては， Apical-Scatより更に強いApical駒 Step

なる恨尖台11の形成がj込いことをJっている.

午後のffl)においては，制1Y形h立のれJ命とも Ii 

うべき 要J1の"記lりlすなわち.1勾IIJHI句 ~f:i縦 .

近心操作なるエンド~1'1の除去，制光線作を平手

幼ならしめる直線}移IJXなどを;下紺l!ニl淀川された.

ムく冠装，{fまでが.仰いH!，uムであ ることから，

以後には，オー ラル ・リハビリテーシ ョンの拍:

191Jを}JIlえたのが.'fi:・に!.W!I味深かった.手芯i，r;(1句に

lよ終始.筋肉のトレーニング.筋肉に覚えさせ

ることで Iりlけからの臨床ではなく ，Inf午後，

Inf 卜後後の (1 分の !Xf~!1になるこ とを必く1:oJ1~ さ

れていたことは.Idl!'8のすiりである.

午後より小1:I:jがぱらつく 中 ，たにプじ来 した 1

11であった.

実行委u長のPL，川先生をはじめ. 1)¥1係{iの;行

先生)J， ニ;々 ''j;'さまでした.

- 4 -
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厚生福祉局

.緊急歯科医師派遣システム準備委員会

第 6回昭和62年1月17日(第 3四本部合|司)

昭和62年 1月23日 大学，本部と打

ち合わせ

第 7回 日自和62年 1月28日(第4lli1本音11合同)

.人材センター (62年 2月末日現在)

求人 95件

求職 37件

(書類を提出され，お決まりの方は，その旨

を事務局までご連絡下さい)・61年度弔慰の現状 ( 62i:1~ 2月末日現在)

61年12月26日伊藤秀行君(7回生)ご母堂

62年 1月26日 吉田 仁君(8回生)ご尊父

2月6日 梅田徳司君(5回生)ご尊父

2月16日 原 茂夫君(13回生)ご尊父

2月26日 河田真知子さん(7回生)ごち:父

重Eヨ量 記 局

毎月“役員会だより "を各班長に発送してお

ります.同窓会活動にご不明の点がありま した

ら，先ず地区Jft長宛お問い合わせ 下さい.

又， 昭和61年 12}-j に会報26~~' を発 刊欽しました .

役員会議事録

昭和61年度

第 6回愛知県支部役員会

日 時 昭利6 1 "f! 1 F:! 12 B (水) 午後 811.~

場所 楠元学ー合基礎研究棟 :;ii2会滋ffi

1. 1m会の辞

2.氏名点目乎

3.支部長挨J多

4.報告

5.審議事項

1 )時局対策委u会答申の('1'

2 ) 開業相談委J~会の件

6.協議事IJl

1 )昭利161年度収支決'Jf.予定の{ヰ

7. その他

8 監Ili所見

9.閉会の辞

- 5 ー
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第 7回愛知県支部役員会

日 時1J{{l'1161iド12J=!611(ゴ:)午後 611キ~

場所 定光.，'1'(千絞桜)合(0568)5ト0305

1. 1刷会の隊

2.氏名点呼

3.支部長後w
4.戟iitJ

5. 'Il'r'J.lP1Wi 

1) IIH 虫UIU車線i備委J~会特1 /1 :f~の fト

6. t.6bJ船HI!i

1 )縦長会の件

2) "f:術滞納会の('1'

7 .その他

8. mUli所1，(

9. I~'J会のM

IJ{{有161年度

第 8回愛知県支部役員会

日 時 IJ{{利62if1)J 14L1(水) 午後 811キ~

場所 愉疋ヲ合法総研究隙 :第 l会議箆

1. 1例会の併

2.氏名点呼

3， 支1~II JH主妙

4. 報告

5. 'il'i議lli1Ji
1) IJ{{利62年度-f''Jf.~について

2 )従長会の(!I・

6. 協級事項

1 ) 手術J陣j術会の('1'
7. その他

8，監ilCjiJr1，( 

9， I:tJ会のが

Url手1161{ド!支

第 9回愛知県支部役員会

日 時 間利62"f2 Jl18日(水) 午後 811年~

場所 楠元学合基舵研究f..l!:第 1会繊筆

1 .• /lIJ会の終

2.氏名点呼

3.支部長後妙

4. ~g苦

5. ，併殺~Jír!i

1) IJ ~{利62 "fl支J!í $，1"I' ii!ï/裂のf1:

2) IJB~社162年度予'Jf.請さの(~:

6. t.6bJ荘司~IJi

1 )代綴u会.総会に向けて

7 その他

8 盟主事所見

9， IU.J会の僻
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時局対策委員会 委u長 森 田仁

諮問事項「同窓生並びに家族の国会，県会，市

会，町会，村会選挙への立候補をした場合の愛

知県支部の取り組み方」

昭和61年 7J=J 9日付・で，支部長より本委μ会

に上記諮問1事項を提出 された.

第 1副委1.1会

第 2凶 ク

~\3 凹 ク

8月4日(楠元基礎研究棟)

9 }ヰ41=1( // ) 

10月 1日( // 

昭和61年10月8日支部長に答巾??提出.

同窓会愛知県支部選挙管理委員会報告
IITl和16211'3 n 511 

次期執行部の支部長並びに監事の決定につい

ては葉書告示4号で会員諸氏にはすでにお矢Jlら

せいたしました.会報をかりで再度 お、長Jlらせい

たします.

!日i窓会愛知県支部
illぷ符埋委u会 11白羽16211o1 1127日

告示 4 号

愛知学院大手創-，と古j;同窓会笈ー知県支出li
選挙待問委H会

支部長 ・監事の決定について

JJI.執行部の任!日11前fに伴う.支部長及び弘ii'Jcの)ll

tj主についての告示をした結果.支部長・大島俊久(1 1"1 
生)，監事・森III仁 (1 1"1生)，浅野泰IIJI( 2 1"1 j=.).の

立候補がありました.支部iill>民規則;j¥11*4.に従い

1.支部長 ・大仏慶久 (1 1111生)

1. !3ii ;J'・:AAm fて (1同生)
浅野奈川 (21旦l生)

として，次郎l愛知l学院大学的マ:告j;同窓会愛知県支部

の支部長根ぴに獄事として決定したことを告示する

以上

管理委員会の運営に当 って，なれない私達で

ありましたが，背線のi授かいご指導をたまわ っ

たことを心から感謝し，今後ますます技々の同

窓会が発展することを祈りながら報告とさせて

いただきます.

県支部選挙管理委o会

出中礼文 (4回生)

山崎仁一(5凶生)

森二三夫 (6 JnJ生)

お知らせ

第 10回

第 11回

代議員会

定期総会

日時 1I({fll61(J:.4 I J 1911 (11) 

(U災il会午後 1II，\'~ 

総 会午後 3 11.\' ~

(代J主L1会終f後)

場所 Mj;じ，.:合|χl，!?館 1附会J呉市

ム". .， τ、晶子.:.:..:-:-也ザーー'・

ム一
A 計局

円頃は，同窓会活動にご..W，力賜わり l・t<御礼

1 ~I し 上け.ます . 11併L162年 1月20日現在の会白納

入状況は，60i~度分141名 ， 61年度分1，160名で

あります.快く振り込み下さった会以各位又，

向1QJづ|落しさせていただきました会L.l話先生に

おかれましでは， i誠に有り縫うございました.

・昭和61年度会資について

念 2? を提出していただいていない会L~各位に

は，振込料別で12，0001'Jを米海銀行党玉山支I，i;，

府高:264，口佳品-汁447-671まで同封の振込問紙

にでご納入下さ るようお願いします.

.会賢未納入者の活動の一時停止について

IIrJfll57年度総会におきまして r第 612・会計 ，

第28条 ・会伐未納入省の取り被い， liij年度合的

未納入行 (前年度 3) J 31日現在)は，出 3~;~ r TJ~ 

$Jの活動のー11判手止をおこない，本会ii刊のの

宣伝のみとする.尚， 前年度ー，当fド}立会的納入

にでi!i1QJの-'11，¥'停止を解除する.Jが可決され，

58年度より適JIlされております.6011'.'長会t'(未

納の会員各位におかれましでは18，00011Jを 1'.記，

w・海銀行まで納入くださるよう立しくお願い斗l

し |てげます.

- 6 -



(IIP，布162{ド311) 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔お 27月〕

念 書 回 収率 昭和61年度会費納入率

昭和62年11120 IlI.li.古. lIi{利62q'. 1 N20 1-1現在

斑 名 会民数 回収数 % 班 名 会日数 納入者数 % 

千 極区 H王 31 23 74 千組区I1E 62 43 69 

名 *区 I1E 25 23 92 名 ボ 区別 47 32 68 

東 区 f1E 2L 18 86 刃I 区 I1E 40 28 70 

ゴヒ 区 f.)E 29 27 93 -It 区 I:1F. 45 36 80 

111 flE 25 23 92 111 flE 55 39 71 

1!.9 区 BE 30 25 83 
西 IK 勢E 46 37 80 

中村 l玄f.)E 39 25 64 
11'1 H I~ f.)J 80 53 66 

中 I~ I1E 45 27 60 
区 I1E 91 48 53 

ì~ 区 足E 17 15 88 

111'{手n1><: f1E 17 7 41 

うだ l斗 l豆 flE 18 14 78 

i)J l司王 I1E 33 24 73 

H百平11 ~: f1J. 37 19 51 

ヲ"._: J' 1 1:>( f1f: 32 23 72 

Jifii秘区 HE 40 28 70 
瑞犯1区 HE 16 12 75 

熱 ITIl2S:班 26 18 69 
主主 ITI 1豆 H王 14 13 93 [1' 111 区.ffr 50 31 62 
中川 T{BE 30 16 53 南 !孟 I1E 40 27 68 
南 I~ I1E 17 14 82 緑 .ffr 77 58 75 

結 BE 48 33 69 ，‘‘-一・' a .fiE 76 55 72 
'，';1; 目 HE 46 42 91 i.fJi r' 班 33 23 70 

i頼 P BE 22 16 73 111 HE 42 36 86 

半 1:11 flE 25 20 80 存 11 :jl' HE 58 40 69 

春日手l'J1E 34 26 76 凸~iJ I1E 24 18 75 

~~'j 見E 14 11 79 才女 I1E 26 18 69 

牧 BJ. 16 7 44 J(; -It HE 33 29 88 

}毛 」ヒ BE 22 19 86 ブと 111 .fiE 20 17 85 

犬 μl HE 13 8 62 西存 11JI' f.)I 37 28 76 

西春日:11'IiE 31 26 84 "u 多 I1E 64 50 78 

先日 多 I1E 37 32 86 
海 :'fII f.)J 44 30 68 

海 行11 flE 22 11 50 

中 ft_，'J H王 21 20 95 

笠 橋 .iht1:UH 30 27 90 

」iA I;IJ 33 27 82 

盟柿 .i，庄工~I;IJ 54 43 80 

|百l 由t.i I1E 81 56 69 

.l!1 I11 IiE 48 29 60 
|苅 由t.i BJ. 45 28 62 

主H 、正 IiE 6 5 83 
盟 111 I!J: 22 17 77 

安 b長 足E 24 18 75 
j;u i!. I!J: 5 4 80 

刈 谷 flF. 31 21 68 
!安 城 政E 14 11 79 zu fl 市 fif 8 8 100 
){IJ 谷 f1E 14 10 71 凶1(;・附豆I1E 21 18 86 

碧 I事I IfE 7 4 57 Ja UI I1E 80 47 

凶J(;・中市!d.flf. 14 11 79 

盟 l1l f1f. 52 23 44 
A E3 1，644 1，160 

1仁〉3、 928 688 74 

- 7 -
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………班だより………

(中川区班 〉

班長 宮野吉文先生 6回生

-各役員のプロフィール

*班長* 宮野吉文 (61111生)

アウトドアスポーツをこよなく愛する好紳士で

す.ボーイスカウト活動にも子供そっちのけで

飯企炊さん等に参加しているとの事.車のトラ

ンクには，いつもバーベキューセット，テープル，

チェア一等を制んでいるよきノfパでもあります.

いつも庇uの引を考えてくれるよき中川区の

指導者です.

*副班長* 住友進 (7回生)

かなりたくさんの趣味の持ち主.そのお顔の

広さ (決 して面秘の事では無いです)では中川

区ーかと忠われます.

ご本人に直後ご勉l味を伺いましたら，何と，

観劇と歴史|刻係の説j~t:という誠に優等生の I!.Ù答

をいただきましたが，実は他にも…...

中川区のよき熱血淡でもあります.

*副班長* 中西卓夫 (6回生)

通称卓ちゃんとか，卓くんとか呼ばれている

とても殺しみやすい先生です.

最近は特に釣りに凝りまして，御前崎から金州

へと述征しお1/;¥さんとの勝負に賭けてみえます.

中川区での親分肌的存在.

*会計担当理事安田力 (12回生)

雨宮チューンの RX-7で毎夜高迷ドライブが

趣味の気持だけ若いつもりの人.オーデイオ，

パチンコと色々な事が好きな人.オーデイオで

繊細な音を1111く耳が本当なのか，パチンコ屈さ

んのあの雑イ主に慣らされた耳が本当なのかつ

1ti近は，釣りにも興味を持たれるようになり

ました.

中川区でのよ きアドバイザー.

*学術担当理事* 竹内政夫 (6回生)

いつもいつも社保の事でお世話になっており

ます . ゴルフと ~II 弓をこ よなく愛するおじいち

ゃん思いのジェントルマン.I"J でも|本l った 'J~が

ありましたら fll ，ì炎してみて下さい . 必ず~i!iりに

なるアドパイスがいただけると，也いますよ.

*学術担当理事* 押村進 (121111生)

ひたすらJJII山刻t:.の若大将の械になりたい と

少みてる引です.11'1111を趣味として今は，アマ

チュ 7J!\~綿のJ昨符会に Ji!l っ ております. それも

これも 3JJに進Aくするマイポートにで，少しで

も若大将の気分に泣りたいと忠つての・F. 

. f!.¥探 もf!tんでおff.¥さんとの勝負に'I'IJG先生，

安川先生共々Il行けております.

予i，f，jその他ユニークな企画ありましたらぜひ

主11らせてドさい.

※'1リ111)(班11みんなの|白l窓会です.これからも

ぜひ色々な行事に参加して下さい.

班長大鐘清司先生 9副生

-近況

弘の趣味は釣りです. 2丹に入り渓流釣も解

f:きとなりソワソワしています.今度こそは-発

大物をとねら っています.また卒業以来， I~!}J 11 

大宇11除外科目に在符し非常勤で行っており ，

いまだ学生気分がぬけき っていない40才です.

Jt.i近はJl.¥，代の流れの変化とテンホの迷さについ

ていけない (1分にいらだちと不安をlGじながら

もギ仰さを装っています.心身ともに シェイフ

アッフを心カfけJlli1f.からダイエットにもトライ

していますが・・…・ ?

・l'JIだより

我がJfEの熱m区lま名古屋の中心部に位置する

ど}，人口のドーナツ化現象にともなって過去人

IJが減少し つづける傾向にあり，開業医に とっ

てはいろいろな面で告しくな ってきています.

将米的には64年の市制百周年記念の世界デザイ

- 8 ー
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( lIil利62~1'. 3月〕 愛知学院大学歯学部同窓会愛知県支部会報 〔第 27号〕

ン博が{在される， メイン会期のlニInメモリアル

ノマーク，金山総合駅，これにともなう周辺のIl日

発が予定され，大きく変化することになります.

これを機会に人口の減少に歯止めがかかるばか

りでなく， j白川|へとの期待が・・・・¥

さて熱1J:lIi王のメンバーをご紹介しますと，現

在14名の開業医が主体で附成され，.fiEの集会，

行事には必ず全員出府されるという，班:.u一人

一人の協力のもとに悩い結束をほこ っています.

班活動については県支:;11同窓会誌4号に』かれ

てありますので主IJ愛させていただき，ここでは

同窓生の活蹴ぶりを紹介いたします.地区歯科

医師会では， 一同生の山IJJ叫が副会長， 6l!!.1生

のや11谷純ーが点務理事，その{也f盟主ji:に51111生の

吉田定夫が会百1.，唐沢陣行がlば生， 7同生伊藤

公ーが社保， 9回生佐竹善久が庶務を，地区担

としては，公衆衛生が6回生大西昌明，税務が

81旦l生山田一重，学術が91111生大鐘i;'[司..fiE長

としては 6阿生菅沼敏平11と10同生中品一総が担

当しています.また学校歯科活動においては，

本音11l1!事に藤井宏次が，地区支部長として山I:lJ

_.重がi;ri~M しています . 唯一女性院長である 12

回生宮品洋チはご主人留年:中をあずかり，診療

に，子育てに，そして地区学術委L~ として内助

の功を発揮されています.

現在同窓会活動では県支部にはJF記局担当常

務として藤井宏次が，本当11にはl!?記局担当市務

として神谷純一，および|白!理事には141m生111)11

洋が参画してi1i11-{，Iされています.

なお， 62年反には班長として中品一総が俄 さ

れました.(文中敬称を田谷させていただきました)

(南区班 〉

班長西場貞男先生 6凶生

S 22年11月15日生

回自己PR

趣味，ゴルフ ・テニス ・水泳.

私も厄を迎える年齢となり ，体力維持， 肥満

防止の為，今後益々スポーツを楽しみたいと忠

っています.

・班だより

去る 12川17H(札 午 後 711:¥:30分より中華料理!

)，i; (削都)にで会Ll 30名の ，'~， r:i'; を得，南区f.l.Eの

忘年会が行なわれました

当ilは今年 4J=Jの統一選挙に向けて大品先生

の挨拶と，来賓としてお迎えした南区歯科医師

会会長引i木，副会長池問先生の激励のお言葉が

ありました.

これに引き続きこの皮の全会Llの協力による

支1>.1者の宛名だき ，封JF人れ，ポスター貼り等

の労をねぎらい佐藤先生の乾杯の音頭で宴が聞

かれました.おiY9の人る中平11気諸々のうちに会

が進行しid後に初]j:iiJ先生の万歳三日品で・大島先生

の高位当選を祈念し無事11J会となりました.

現在南区幽科医師会は会H数78名，内本三井出

身占の診療所は25，総会員数35名とな っており

ます¥

〔新人会員紹介〕

・大塚英1I?1先生

.大塚敏ME先生

・中LlJ .ull先生

・長谷川茂人先生

.若山救生先生

〔退会〕

• JiJ.杭隆俊先生(.f尚北!区.fiEヘ'Iii人)

・竹内久蹴先生 (半田班へ転入)

班長今泉昌久先生 5凪生

S2111;.12月8日生

-自己PR

，1lli'Tにゴルフ ・釣り ・おiY9.

信条， ;lIR心誠芯 ・初心忘る不可.

今年は本Ili.， ~!!HJ Ç厄を終える事を願っていま

・班だより

班(if!りに-tlJd世されている他の班の械々な活動

報告には，いつもながら感心する.我が天l包.fiE

_ 9 ー
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は. ~I:. に 1 ・ 2 J主の会合 (茶話会程度)を聞 く

他，さしたるi，fi1iJJも行な っていない.班長の怠

憾とお、Hヒりを受けるかも主11れないが rいざ /J

という H主には，全L1協力 してくれる体制がm来

ていると確信している.これもヲミ!こl区歯科医師

会の 吋IIJの柏村1のおl答と感謝しているー

31111生の令、li:先生を雌に.20名そこそこの班

ではあるが，ズJ'lll歯科医(:lli会会uの約半数に

及ぶ. これには改めて itf任の重 さをMjM~する .

スタデイーグループ，釣りクラブ，ゴルフク

ラブ，その{也消 と々，それぞれにi舌到jをしてお

り，そ のi丹羽jを通 じてBlを越えた会只同志の良

L、l均係が生まれてくる.).I~i'rf壬 に IlfJ こ え るかも

主11れないが，払はこの峨な rEり方も又良いので

はないかと!ιぅ HEI人lでの裂、:f!があれば，独自

の1舌似jも行な っていきたい.

〈緑 盟J
班長木下喜八 郎先生 81"'1生

S 14fJ'. 3 ) 11211 ~Iミ

-自己PR

趣味，現在ゴルフ[こ熱"1'しています.

信条.1'1分にIUr:であれ.

.班だより

JえがHlは，名古};{di緑区， 12
明r!i. 愛知11tI111.i.lliIUj".点郷町と

広い地域にまたがり ，会u放は

60余r，を数える愛知県支部下有

数の広い地域と会L1欽を擁する

.EiEであり ます.

今年度ーは.12}1711. 81"1生

の1"1"0誠先生の--;::1，r.r ，ìt~i~i'i会を午

前 9 11 ，\'から午後 511.'1' まで~ j'ない

ました.

班長犬飼康夫先生 71"1生

S 231ド5} 11511 't 

-自己PR

~'"盆

趣味.ゴルフ・・・1-.)主せず， 釣 り・・・11己ilk長記

録41cm . 11 kg (:，1矧，'J)， ì~i'梨 ・ ・・ f.lt!. :(E レ イフラ 08

が集まって紛，nVt'I'

・flJIだより

J長々 11(1利Ix:fJl(ま，以内il. 1 01，'il fJ'.記念誌に II~ き

述べたように.1日l窓'1'.だけの特別な治則jは1fっ

ていません.

lI(l，[:lIlx:はミ利!とをモ ット ーとして.f也大手:1:お

予:~II"i'-::業主1:とJtにiMiJJを行 っています.

6111:.のi百11JJNii兄は.

2/10 1'01:似品科会及び"?I'f，f

3 / 1 1ドji・~の総会

9/10乍術

12/21グリスマスハーティ- UI-.でPす.

1'.¥=に.このクリスマスハーティーは. ~.長 々 ('llJ f日

の税11告だけでなく家政ぐるみ，すなわ ち，奥さ

んや r供述をfPめた交流のゐに行なっています.

このハーティーには. f.lt!.'{t:25 ~う のメンバーの

うち，20名の('1"11:1とその奥さ んやイー供述， 総勢

77人が，'1'，lr'i'，'し， 点山会)11¥(ニ於L、で，ι午F-ムf後愛 411

I よりi卒が約1引匂'，)411川1，山、，'1=1:川iH川lリ1.五栄5しく 4剥利11やカか、に交ii定f花tをj菜める司事

がl山|ハq未ミました.

まだノト川で 2J立11ですが，今後も.この僚と主

税|出会を続けていきたいとjt、います.

3) I!土、fJE役oの改illHJlとな

ります このfJEだよりを ，!?きな

がら.I}サ心ホッとしているとこ

ろです . 次J~lf生L1にHJl l.~ したい

と思います. 昭和区・ 家族クリスマスパーティ ー(S.61.12.21) 

- 10ー
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③⑨⑧⑨⑨⑥⑧⑨ 
虫について思う事

" qx)iE 亀 井 俊雄先生 (lll!il生)

「ちょうちよ ちようちょ 菜の花にとまれ」

とflzから :I)，(.::f)¥われているように由来はいつも1t.
と対にな って夫しいものの代名前として山われ

ています. 1X~，t に蛾は多くの人に， 特に!;.，・ 'It に

とっては「キタナイ」というイメージがあるの

はどうしてでしょうか ?

ー般に自民と峨を12.(~;IJするものとしては，制!角

で区別する)hL，メイとなどへのとまりプjなどで

l正月IJしている械です 蝶の触jfjは先太りの似棒

状にな っているとパわれていますが，対tの中に

も蝶のような触5(] を持つH1~iもいます . 又由来は

羽を '1.てて物にとまり，蛾は羽を伏せてとまる

と}れ、ますが， これにもお互い反対のものがい

て厳街な区別はできません.

又，'f!uは虫!*になり ，1:!1uま刻tになると思って

いる人が多いと .14 いますが~J11lな蝶であるタテ

ハチョウの，'，には全くのも!uといっていい幼虫

H、?代を過すものもいますのでこれも区別する事

はできません . 蝶か生J~かを区別する・Jçよりも，

夫しいものは夫しいと認める ・Jcが必要ではない

でしょうか ミィ支の蝶とは ~;IJ ですが夜 ifi1f}Jする

蛾の，'，にもかい、夫しさを比t'I'， -~-'Jcもできますよ.

蝶の J~ し与はと 1iJJ き=という ・IÇが -番大 きな

~q火l だ と !ιいます.色彩や}f~だけでなく，花に

とまり，蛮をIl及う 'IÇや JI~ぶという動作があって

標本箱から

はじめて美しさがプラスされるのでし ょうね

実際コノハチョウという蝶は哀而は全くの仙

楽|百l械 (よくコースターなどのおよ荏になって

いるので見た人も多いと思います。)ですが表而

は背く光る地色に陀色の太い帯が芙 Lい派手な

蝶です.この蝶など災だけを見たらあ11諜としか

思えな L、のですが， 1f}Jきが})IIIはくされると対比の

妙というのか紫11，';'らしい と感じられます.

だから写真にと った蝶や標本にしてしまった

蝶からはなかなかW，!!liMAが.!rtt'l'，せないですね.

現在，私の採集した蝶，蛾， I-I~ !.l.~， トンボ甘;

色々の昆虫の標本和がざっ と 30~tif立あります

小学校の 3年生{立から本俗的に標本として残

していますので，古いものでは約2Sij'.位経過し

ていますがキチンと雌本和に入れて，{I' 1 lillI幼

虫剤を付えるだけで今でも1~ !t した叫と liïl じ状

態で保存さ れています.その大部分は「この蝶

はあそこのあの場所で1A'ったんだ なJrこのオオ

ムラサキ(j:保るゐに 211.¥=II¥Jも木のドでf.'iってい

ナガサキアゲハ(1978年7月・屋久島) コノハチョウ (1979年7月-西表島) アゲハチョウ
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て，保 った11，¥=はヤッタと 大 きな声でIIJトんだな」

という ・Fが，蝶を見るl主に昔の思いt'I'，がまざま

ざと浮かんできます.だから私にとって棋本新

に入っている蝶.1VJかな い由来でもそのー・p巳，

p肌1叫巳山{はま)j脳fi悩i尚再込必iのlぺ小|ド1で今まさに飛lぽまうという状態でで、J

f惜憶管fr.されているのでで.す.

又旅行で.北海道の北の果て礼文品に行った

時に，キベリタテハという中部地区ではlOOOm

以 上の尚111にしかいない蝶が海抜Omのところ

を飛んでいるのを.'n'.て「これが教科 II~で判った

出さによる iffi紅分布と純度によるぷ平分布なん

だな.礼文11;.!jは緋l主が日く気候的にも本くな っ

ているので111:'tll地区では日開にしかいない蝶が

海辺にも いるんだな」 と一人で感心 したりもし

ました.llifじ旅行 をするにしても， iJf色 が中t，JfJil

とか，おいし い物を食べたとかの楽しみの他に

述 った角度から旅行が楽しめるという:rfCはII分

にと ってかけがえのない財産であると ，少しは

誇りに思っています.

J)t:(I:はよuを探集する為の旅行はしませんが，

それでもどこかへ行<nキは必ず:tili虫網を持参し

て，一・つでも!よlい11¥が{乍れれ(;fいいなと 思って

います.今まで北は北海道から市は沖縄や同点

品.外国ではfii九フィリヒン，グアム.アメ

リカマ11歩いてきましたがlli近のIIt界各地のグル

メのテレビ徐利iを.'n'.ていると rああ，メあ ち

こちヘ行きたいなohm，フィリヒン，イン ド

ネシア，ニューギニア ー あちこちへ行って，

おいしいものを食べて，即日を追いかけてみたい

な」と少は大きくふくらむばかりです.

JRは変わりますが，併さん多分矢11らないと思

う而ilい蝶の話を紹介します.

シジミチョウというイ、さな虫荒の s長Eである.

ゴマシジミの!tJ)!.uは，はじめはワレモコウとい

う花や，つぼみを食べているのですが終齢にな

るtiiにアリにj!lf(まれて，クシケアリというアリの

巣の111に人りアリの幼虫 を食べてしまうのです.

メ. ゴイシジミと いう蝶はタケやササに先生

するアブラムシだけを食べて蝶になりますし，

クロシジミという蝶は， クロオオアリのm:の111

に述ばれてアリから食仰を 1j-えられるという奇

妙な主的を送ります.作j必は，アリは蝶の幼虫

にとってヲミ敵なのに J ~作JU誌をはかっているの

は1'1然の不，lJJ筏という 他はありませんね.

jlt近，名古川では蝶はメ ッキリ少なくな って

いると思われている人も多いと思いますが，テ

レピ併の Fや名古l五城でも，アゲハチョウ.ア

オスジアゲノ¥ クロアゲハ. カラスアゲハ，キ

タテノ¥ウラギンシジミ乍がまだまだ沢山飛ん

でいま すよ.もうまもな く春満開の頃です. 子

供さんとタモを持って公|占lに行くと何か面ilい

世料が発見できるかもしれませんね.

クモマベニヒカゲ
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ガソリン1.Qで東京まで

結 IJF. 柳瀬 良 重 先生 (6凶生)

IIH:. ひょんな ‘J~ から ξ 11 P 1vlとにアップで

11央り.この以前 をJFく羽円 になりました.その

ひょんな 'Fとは，い わゆるエコ ノパワー レース

といわれるガソ リン1eでf'仏m走れ るか ?とい

う競技であります. この係な単純な競技が，jlt

近品Eんになってきました.われわれも 5人の

('I'lIiJと共に「チーム ・ト‘リーム」を結IJ文し，今

iドで 3q:_ 11になります.

まずは('111111を紹介します.荒木進 (7川生)

62q=.のドライパーで，体重が70kgもありますの

で，入社よりむしろ， 37kgの車体がこの体重 に

耐えられるかどうかのテストも兼ねています.

波辺J1li彦(71nl生)金は出すが口はあまり ""， さ

ない引で，_ti，ミは参加が少なかったですが，今

年[判長り切っております 加藤正史 (91i11生)

この競技参加|のJぃ山 しっぺで，元 |土11i}JIj1 :'tllで

あります.~Jiの退髭1交と 態度は 1 1可生と 1111述 え

るほどですが， 1J: TJ ~は制11かい所までしっかりや

るタイプです.村山，fll ~さ(131nl生) ~，: '1;¥に!Iiljf 

きで，マイカーもすばらしい車に采っておりま

す. この引が.#1-.(しんしょう)を治すとした

ら， lji.辺楽であろうと忠われます.もう 一人向

科 とは関係はありませんが，バイクj五の主人が

参加しております.そうそうもう 二人，金は，"'，

さないがUは出す， 9匝l生森其先生と ，1 Ol!!I ~t 

氏111tt'l先生に， 11.'1'々 助けていただいております

Ijij jjl(が長くなりましたが，ここでエコノパワ

ーレースについて，若干述べてみます.IJ.l..{tこ

の峨な競技が11本では，ホンダ主催のものと ，

シェルガソリン ì~催のものと 2 つあります こ

の 2つは多少競技方法が述います.ホンダの場

合は， ソli命の競技 もありますが， シェルのプjは

i愉Xは|凡l'倫に IU~ られております. もうひとつ

大 きな述いは，ホ ンダは，ホンダ'の50ccエンジ

ンをm:.1配するのに対 し，シェルは，どの微なエ

ンジンでも桝わない点です

ちなみに1985年のフォードチームは，13.5c.c. 

の小さいエンジンで.1807.9km/e という当11.1，=

の|止併記録を出しました.同窓の先生JJでも，

ホンダの主主J主ならとホンダスーパーカフミでそ
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のまま 出場でき ， うまく走れば 100km/ eはい

くと 思います.しかし，一台を本格的に造ろうと

思 うと ，それなりに引用 と技術と 11院がい ります

2 i.1:. j前の故初に出場 し た!侍の事を，体験(I/~ に

少し ，!?いてみます.フレームはバイク屈にまか

せ，われわれは車体の製作です.材料的には，

カーボン ファイパーやケブラ ーが理想であ りま

すが，I:.:jfilliなぬ， グラスファイノ〈ーに しました.

と言いたいところですが，まだ高い為，アルミ

板で山げたり切ったりして製作しました.エン

ジンは，スーノfーカブのを利用し ，JYJ日ギリギ

リにやっと完成し ， まずはホンダエコノパワー

レースに参加しました.

初n'!JJAしたH、?は，もう大変で-ありました.ノ〈

気lま!!f:く ，小間模械で，気温も低く，そして初

めての緊煩からか，i1iiがガクガク .それでも，

車検はー1"1でパスし，いよいよ練習走行に人る.

カウルカノfーをして，スタートしたまで1まいい

が， どうも走りが ぎこちない.二周程してヒッ

トヘ人ってきたので， カウルカバーを聞け， ド

ライパーの加藤先生に理由 を聞 くと ，車内が放

すぎて，ハンドルが切れないとの事.J2、き ょカ

ウルカバーを切り取 り，いよいよ木番のスター

トの本が降ろされた どうにか規定のlI.'tr::J内に

事故もなく ゴールしまし た. しかし，カウルカ

ノfーをi伐った 'Ii.f本は，fllJとも言えないあわれな

ま主にかわって，ため息 も出る手主でした.子トjju!l

j品ライン150km/e を辛 うじてクリアーし， 159 

km/eで決勝ヘ進出しました その:1:.のシェル

マイレッジマラソンと，ホンダのi)tJj努と除々に

記録が 1..がり ，最終的には279km/ eだったと思

います.

2 :1'-1二|の去年は， 2 7~' 111を作 り， 2 fiで出場

しました. 1台は，楽しみで来り， 1 tìは I~じ

鉱に挑戦しようということです. 2.)}!liのプJは，

lド主 も29kgと軽くし ， ドライパーも40kgの久fl:

にして，記3柔にいどみました.そのーijiQ1_1の，

シェルマイレ yジマラソンの11キに， と11P i¥1と

よりi伐材のrl'lし込みがありました.延べ 2時間

粧品lJjf~ したにもかかわらず，放送されたのは，

たった30手少干宝でガッカ リしましたが， ~Iワiy にい

い励みになったとJEっております

その:1:.の記録が315.21km/e で，下刀山JLjの11:¥=

の約一昨 になり ，これからも 大いに頑必 ってま

ず400km/ Rを1=1指そうと!ιL、ます.III:W，記録は

2014. 7km/ eで，日本縦断もn'，米るほどです.

今年ももちろん出場 しますが，fllJとい っても

楽しみは，製作中に皆でダべったり ，手羽先を

食べながら飲む生ピールのうまさです.イ豆、Iiに

f 1: )J~の彼れも い っぺんにl吹きとび，これ以 上の

気分転換はないとさえ思います.

同窓生の先生方も，もし興味のあ られる みは，

j止41:一度比に米ていただき，われわれに挑似し

て ドさい. さあガソリン H で，点以といわず

-Itili):;.且まで行きましょう .
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ドクターリッチの一口メモ
今日は，売上税の意義， }~~守平等，われわれも知っておくべきであるので， 売上税(たぶ

んに流動的であるが)について話そう .

今1111の改正の同的は，①直間比率(直税と 1111悦の比率)を現在の 2 1から 1 l!こし

ようとする市.② 謀説の簡素化.①所得税，法人税の減税のための財源確保.0財政再辿

にある.

それで、は売上税はどのように訓税されるか? fllilliに言えば，愉入代金ならびに会社のマー

ジンに対して 5%課税され，それをオンしてみ:の会社に販売するのである.

:;l~~，t~ としては，① 1 年にかぎり 1.6%程度の;目的者物価 を !てげる . ②それにつれて実n

可処分所得の低下をまねき，消71(は減退する.③反対に所得税減税による プラス効果が，

②を 1'.1111る等が考えられる.又，医僚の非課税制mは社会保険診療ならびにそれにともな

うt>lir科伎工，労災，白賠責の対象となる医療で，I-I由診療は諜税される:tjJ:になる(但し，

:f.川課税売上高 1I.ft円以下の事業者は非課税).又，今のところリースは非課税になるよう

である.

州科医師にと っても，影特の大きい今回の改正であるので，

あろう .

よく 勉強 して対処すべきで

われわれ執行部の任期 も後わずかになりまし

た.書記局 4名は会報の編集等ほとんどした'fC

がなく ，全くのゼロからの出発でした.ただ，

符械方に少し でも楽しんで戴けるよ う努力した

つも りです.

6回に分けて r斑だよ り』を，又，趣味のコ

ーナーとして rコーヒープレイ ク』の欄も作り

ました。表紙写見.も公募に変えました.学術コ

ーナー， ドクター リッチの一口メモ等説んで裁

けたでしょうか.

この 2年間，投稿して戴いた皆械に深く感謝

巾し上げます.本当にありがとうございましt.:..
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