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役員就任の挨拶

会長

原 比佐志

平成 24 年 4 月 1 日に一般社団法人に移行した君津木更津歯科医師会も、会員の皆様の
ご協力のおかげを持って、今年度にて公益目的支出計画を終了する運びとなりました。
公益目的支出計画中は粛々と会務を遂行することが求められていた訳ですが、前期は事
務局の新設と事務局員の雇用という大きな問題にあたり、小松副会長以下の尽力により何
とか乗り越えられたと思っています。
今期は事務負担軽減のための会費の納入方法の変更を会員の皆様にお願いすることとな
ります。
一般会務においては行政よりの要望による多職種協働事業の増加に伴う様々な活動への
人的ご協力と、人口の変化に伴う公立学校の統廃合による学校歯科医の変更等で会員の皆
様にご心配をおかけすることになると思います。
公益目的支出計画の終了で当会も一息つくことになりますが、会の運営は皆様のご協力
なくしては継続することができません。
幸いにして当会は他郡市に比べ新規開業の入会者は多いですが、閉院される先生も増え
てきております。
会員の皆様の積極的な会務へのご協力をお願いして就任のご挨拶といたします。
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副会長

古谷 隆則

元号が令和に変わった節目の年に始まりました第 2 次原執行部
に副会長として参加させていただくようになりました。今までも力
足らずの状況でしたが、この 2 年間も微力ながら会の運営に貢献
できるように努力したいと思います。会の現状としまして、各理事
の担当業務がどんどん増え、地域包括ケアとして多職種との関わり
も多くなり会務遂行に各理事は多くの時間とエネルギーを注いでく
れていますことは会員のみなさんにお伝えしたいことの一つです。
また少子高齢化社会における健康寿命の延伸、フレイル対策、今回経
験した災害時の会員の情報収集・支援体制の検討など次々と課題があり、
いつになっても勉強は終わりません。どうぞ、今までどおり原執行部に
対し皆さんのご協力をお願いします。

副会長

熊切 篤

この度、副会長を仰せつかりました熊切です。
原会長の下、少しでもプラスになることができればと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
今期は会長の意向で久しぶりに委員会が再編成されました。皆さんと
協力しながら、会務が滞りなく進むようにご意見いただければと思います。
富津市行政担当として、学校歯科医は令和 2 年度より 5 減になります。
担当校変更にご協力いただいた先生方ありがとうございました。
数年前より予定されていたこととはいえ、ご不満もおありかと思いますが、
5 減できましたこと、おかげさまで感謝いたします。
健康づくり課では、歯科衛生士が採用されたこともあり、フッ素洗口事業を
検討してきました。ともに前向きな学校教育課と、来年度は小学校で試験的実施の予定です。
介護福祉課では、昨年 2 地区実施で好評の高齢者口腔教室を、前任の須藤理事、
玉利理事のおかげで、今年度は 3 地区で実施できました。
1 地区実施も大変なことを、要望どおりの 3 地区で、大変評価されていることを報告させて
もらいます。
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専務理事

神 由紀彦

このたび、専務理事を拝命しました。専務というと「忙しい」
というイメージがありましたが、心を亡くさないよう会務に
かみ

向かい合いたいと思います。「神対応」には程遠いでしょうけ
ど会務全般に目を配り、少しでも円滑に物事が進むように、気
を配りたいと思います。本執行部に会員皆様より叱咤激励ならび
にご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

監事

釼持 恒

この度、原執行部におきまして監事を拝命いたしました釼持です。
私が理事をしたのは 10 年以上前になり、ひさしぶりに会のお手伝いを
することになりました。すでに何度かの理事会に出席してみて、各理事
の先生の緻密な仕事ぶりに感心している次第です。
不慣れな監事の役職ですが、会の先生方のご指導とご協力をいただき
会務を務めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

監事

砂川 直俊

令和という新しい元号を迎え、原執行部も二期目となりました。
前期に引き続き監事を担当致します砂川です。わが国が超高齢化社会
へと進むなか当地区も高齢化率が約 30％となり、特に富津市は 36％を
超えているというのが現状です。それに伴う労働人口の減少で、スタッ
フ特に衛生士の確保には会員の皆様も頭の痛いところではないでしょう
か？介護問題では医科や多職種との連携、行政との関わりも増えて来る
でしょう。また来年には公益目的支出計画も終了する予定で新たな展開、
変化も予想されますので原会長をはじめ各担当理事の一層の対応が必要
になっていくと思われます。私も微力ながら職務を全うしていきたいと
思います。会員の先生方のご協力を宜しくお願い致します。
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総務担当理事

高橋 晃

この度、初めて郡市の理事として就任させていただきました。
郡市の関わる 4 市の皆様の口腔健康管理とともに会員のための
君津木更津歯科医師会の活動を、「何でも屋」という総務のイメ
ージのごとく、携わっていけたらと思っております。原執行部も
2 期目でどこの部署も熟成されアップデートのごとくされてきて
おります。目指す目標に向かい、皆様の声や現場での目線をしっ
かりと感じて「将来を見据えて今、何が大切なことか」という視点
でスムーズな運営をこころがけます。微力ながら尽力していく所存
でございますので、会員の皆様のご協力もどうぞ宜しくお願い致します。

会計担当理事

勝見 雅也

この度、会計担当理事を拝命することとなりました勝見です。
君津木更津歯科医師会は平成 24 年 4 月 1 日に特例民法法人か
ら一般社団法人となり、移行認可申請時に作成した公益目的支
出計画に基づいて 8 年間は計画通りに事業を行わなければなり
ませんでした。今年度がその支出計画の最後の年であります。
また、31 年以上の長きに渡り当会の事務局員としてご尽力いただきました岩崎様は昨
年 6 月末日にて退職されましたが、約 1 年間は引継ぎ期間としてお手伝いいただきま
した。現在は、ほぼ完全に引継ぎが終了し、その仕事の一部を私が行うこととなりまし
た。この様に重要な時期に役員を就任することとなり、更なる精進が必要だと思ってお
ります。しかしながら、現状においては効率化を図らなければ、円滑な会務運営は行え
ないとも考えております。会費等の徴収についてはすでに年 4 回から 1 回に、口座振替
も統一化をお願いいたしているしだいでございます。
至らない点も多々あるかと存じますが、ご指導ご鞭撻を賜り、会務につきましてもご
理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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生涯研修担当理事

水町 裕義

このたび生涯研修担当理事を仰せつかりました。開業医として
求められるものや、知っておくべきことが、卒後 20 年以上経過
した私が大学で学んでいない分野でも増えているように感じます。
講習会が諸先生方に情報を得られる機会になればと考えております。
前任の玉利先生のご指導を仰ぎながら、また委員長の佐久間先生、
委員の各先生のお力をお借りして、委員会活動を行って参ります。
2 年間どうぞよろしくお願いいたします。

社会保険担当理事

須藤 正明

この度、君津木更津歯科医師会社会保険担当理事を任命され
ました須藤です。会員の皆様の生活基盤となる保険収入に関し、
必要な情報を出来るだけ解り易く発信していくよう努めさせて
いただきます。2020 年 4 月には点数改正もありその改正点
の伝達に関しましても県歯社保委員会とともに情報収集し会員の
先生方へ正しく伝わるよう努めてまいります。
また、保険請求方法では今後オンラインによるレセプト請求が急速に進むことと思われ、こ
ちらの情報及び電子カルテによるカルテ記載の注意点等を必要に応じて伝達させていただ
きます。2 年間の任期、会員の皆様のご協力をいただき、社保委員会委員と力を合わせ委員
会活動を盛り上げて参りますので、よろしくお願いいたします。

地域保健医療担当理事

玉利 彰良

この度、地域保健担当理事を仰せつかりました。昨年度までは
県歯・郡市と生涯研修担当でありましたが、新しい船出となります。主な行事としては、
主な行事としては、木更津市・袖ケ浦市の口腔がん検診、富津市の
高齢者口腔教室、木更津市の高齢者歯科検診となります。行政と地域の皆様の架け橋に
の皆様の架け橋になれるよう、これまで歴任された担当理事のご指導
を仰ぎながら、職務を全うしたいと思っております。2 年間どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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学校歯科保健担当理事

長谷部 猛

この度当会の学校歯科保健担当理事を拝命いたしました。
学校歯科業務に関わるのは初めてなので委員長はじめ委員の皆様
には多大なるご迷惑、ご面倒を間違いなくおかけすることと存じ
ますが、どうかあたたかい目をもってお付き合い頂けます様よろしく
お願いいたします。また、会員の皆様におかれましてはお忙しいこと
と存じますが会務に対するご理解、ご協力の程よろしくお願いいたし
ます。

障がい福祉担当理事

成川 芳明

前回に続き障がい福祉を担当する事になりました成川です。
平成 25 年度より、君津木更津歯科医師会の単独事業となった
きみつ愛児園での摂食・嚥下指導を行ってきましたが、平成 27 年
の摂食・嚥下指導からは、保護者からの希望により愛児園園児全員
の給食時の摂食・嚥下状態のスクリーニングと指導も加わったので、
毎回の指導園児総数が従来の 7～8 名から、50 名近くになりました。
令和になっても園と保護者からの要望が強く、参加してくださる指導医先生方の負担は増
加しておりますが、委員会では本事業のますますの重要性を感じております。
今年度からはさらに、袖ヶ浦での福祉施設にて千葉県歯科医師会が日大松戸歯学部障害歯
科学教室の協力を得て行う成人の摂食・嚥下指導にも協力することになりました。障がい福
祉委員会の先生方の負担がさらに増えておりますが､社会の成人や高齢者に対するニーズ
が増大している事を考えると、これから我々歯科医師が、一般高齢者、在宅の高齢者、施設
に入所している成人障がい者などの、摂食・嚥下機能の維持回復に関わる機会が増える事は
避けられないと強く感じております。今後の障がい福祉委員会の活動にご協力と御理解を
宜しくお願い致します。
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特殊歯科担当理事

中村 武仁

今回から特殊歯科委員会の理事として任命していただきました
中村です。理事の仕事は初めてですので皆様にご迷惑をおかけし
ますが、委員長や理事の皆様の暖かい指導のもと、会員の皆様に
楽しんでいただける様な企画をしていきたいと思います。
二年間宜しくお願い致します。

医療管理担当理事

松清 均

原会長より再度、医療管理委員会担当理事を仰せつかりました
松清でございます。現在の歯科医業環境をはじめ、今回の台風
被害を含む我々の生活環境も悪化するばかりです。そのような中、
私自身未熟な若輩者ではありますが、少しでも諸先生方のお力
になれるよう努力してまいります。また、足りない所を奥委員長
や委員の先生方のお力をお借りし熟考を重ねて行動して行きたい
と思っております。今後二年間、今までと変わらずご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い致し
ます。
追加ではございますが、当会にて実施されております『年末年始休日診療』に今後も
積極的にご協力をお願い致します。

広報調査担当理事

飯島 達郎

この度、広報調査担当理事に就任することになりました。理事とし
ては初めての役職になります。私は平成 20 年に当郡歯科医師会に
入会し、委員会では地域保健に 6 年、その後学校歯科保健に委員長と
して 4 年務めさせていただきました。時期的にもそろそろ役回りが
来るのかなとは思っていましたが、広報調査という未知の世界に飛
び込み、早速周りの先生方にご迷惑をかけ、助けてもらいながらの波乱のスタートを切った
ところでありますが、何とか職務を全うしたいと思っておりますので会の先生方にはご指
導、ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
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木更津市口腔がん検診

11 月 19 日（木）10:00 より、イオンモール木更津 2F イオンホールにて令和元年度木更津市口腔がん
検診を開催いたしました。今年も当郡市の先生方 7 名と千葉大学より丹沢教授、伊豫田助教、君津中央
病院より神津歯科部長による一次、二次の二か所による検診を実施しました。先週の台風 15 号の影響
が懸念されましたが、蓋を開けてみればキャンセル数 9 名で、昨年度の 125 名を上回る 137 名の受診者
が来訪されました。改めて、近年の口腔がんに対する意識の高さを再認識させられました。
今年度からイオンモール様の開店時間が１時間繰り下がったため、開始時間もずらす事となりました
がチームワークよく行動でき、大きな滞りもなく終わることができました。アンケート結果では好意的
で感謝の言葉が多く、不満や不平の声は皆無でした。待ち時間に協力医による啓蒙活動も行いました
が、そちらに関しましても大変好評を得られました。また、特筆すべきは、受診者の自己負担金につい
て、それまで差のあった「無料」と「500 円」が初めて同率で並んだ点で、近年の口腔がん検診につい
ての関心度と重要性が高まっていることを感じさせられました。
最後に、相田化学工業様と GSK(グラクソ・スミスクライン)様にもご協力いただきました事、この場
を借りて御礼申しあげます

神津歯科部長 丹沢教授

伊豫田助教

玉利 彰良 記
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令和元年度

富津市高齢者口腔教室

5/30（木）富津中央公民館、10/10（木）わかあゆの郷（旧関豊小学校）
、11/14（木）飯野コミュニテ
ィセンターにて富津市高齢者口腔教室を 5 月・10 月は前任の須藤理事、11 月は私が担当で開催いたし
ました。
内容としては、「オーラルフレイルについて」の講話、
「義歯を含めたお口のお手入れについて」の説
明、歯科衛生士会による「口腔機能のチェックとトレーニング」の実技というものです。
10 月は 2 日後に台風 19 号が迫ってきていることもあり参加者は若干少なめとなりましたが、おおむ
ね各回 20 人前後参加されました。歯科衛生士会による実技はレクリエーション的な意味合いもあっ
て、参加された皆さん一同、和気藹々に取り組まれておられる姿が印象的でした。
「8020 運動」は達成されました。これからの健康寿命延伸の為に「オーラルフレイル」と「8029 運
動」を周知できるよう、会の先生方へもご協力の程、お願いいたします。

玉利 彰良 記
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袖ケ浦市口腔がん検診

健康推進課 渡邊課長

11/7（木）9:00 より袖ケ浦市保健センターにて袖ケ浦市民を対象とした「袖ケ浦市口腔がん検診」を行
いました。当日は開始前から長蛇の列ができていたこともあり、職員のご厚意により 15 分繰り上げて
の開始となりました。協力医の先生方も経験慣れし、準備から撤収まで流れも滞ることなくスムースに
事が運びました。今回の受診者の特徴としては、例年以上に 30～40 代女性の参加が多数見受けられた
事と、初めて受診率も 9 割（240 名中 216 名受診）に到達した事が挙げられます。これは昨年マスコミ
等で口腔がんについて取り上げられたことにより市民の意識の高まりが反映された結果だと思います。
木更津市口腔がん検診同様、アンケートの自己負担金についても初めて「500 円」が「無料」を上回
り、
「有料でも回数を増やして頂き受診したい」との声が多数ございました。これからも地域の皆様に
有益な事業として続けてゆくことが「会」としての責務だと再認識させられた次第です。会の先生方へ
は今後ともご協力をお願いいたします。最後に今回もご協力いただきました相田化学工業様、サンプル
提供いただきました GSK（グラクソ・スミスクライン）様にこの場を借りて御礼申し上げます。

二次検診の先生方

二次検診の先生方

丹沢教授の検診
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当郡市一次検診医（前列）、検診にご協力して下さった方々（後列）

終了後は反省食事会

玉利 彰良 記
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令和元年度

第２回生涯研修講習会

令和元年 12 月 7 日(土)午後 3 時半より、東京ベイプラザホテルにて第 2 回生涯研修講習会が開催され
ました。講師に千葉大学大学院医学研究院麻酔科の磯野史朗教授をお招きし、演題「睡眠時無呼吸症候群
への歯科医療の貢献」
「歯科治療中の緊急処置を要するバイタルサイン」についてお話し頂きました。
閉塞型睡眠時無呼吸症は、睡眠中の咽頭閉鎖により呼吸と睡眠が障害される事により様々な症状を呈
する全身疾患であり、全身的にどの領域にも関わるが、病態生理学的に歯科領域がとても深く関わって
いる。閉鎖型睡眠時無呼吸症は、肥満以外の人にもなり、日本人は痩せた人にも無呼吸になるのが特徴
で、痩せている人は顎が小さく、舌で気道を閉鎖させやすいからである。歯科医が閉鎖型睡眠時無呼吸症
を見つけるチャンスである
①喉の奥が見えない。正面から見て舌を出して口蓋垂が見えれば良いが、見えないと無呼吸
②横顔を見る。顎の下に肉があったりバランスが崩れていると無呼吸になりやすい。
③歯並び悪く顎が小さい人
④無呼吸の人は猫背の人が多い。
⑤セファロで舌骨を見る。HP-H〉20mm
又、閉塞型睡眠時無呼吸症の 4 つの大きな症状
①イビキ
②無呼吸の指摘
③日中の過剰睡眠、熟睡感の欠如、全身倦怠感これらの 2 つ以上有れば、無呼吸を疑って医科に送る
事！
治療法
①肥満な人は減量 10 キロすると無呼吸が半分になる
②鼻 CPAP(シーパップ療法)鼻にマスクをつけて一晩中気道を開かせる
③過剰な軟部組織を切除する手術
④骨構造物の拡大手術。上下顎拡大術
⑤口腔内装置による。下顎を前方に移動して入れ物を大きくする。日中の眠気も改善する。しかし、術
前説明として、噛み合わせが多少悪くなる事や、朝起きた時噛めないなどの説明が必要である。夕方に
は咬合力は回復する。高齢者用の入れ歯型の口腔内装置もある。
歯科治療中の緊急処置を要するバイタルサイン意識・呼吸を必ずキチッと診て、血圧や脈拍を診て適
切な治療をする事。必要だと思ったら 119 をコールする。
アナフィラキシーの時は、必ず様子をみているだけでは治らないので必ず治療をする。血圧が下がって
いく病態がみられたら、ボスミンを筋注する。
以上のように千葉大学大学院医学研究院麻酔科の症例を大変わかりやすく御講演頂きました。今後
の診療に生かしていきたいと思っております。又、お忙しい中、学術講習会に御協力頂きました事を感
謝致します。
瀬戸
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和仁 記

磯野史朗教授
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敬老・祝賀・忘年会
さる 12 月 7 日、18 時より東京ベイプラザホテルにて令和最初の敬老・祝賀・忘年会が 開催されまし
た。今年はテーブル着席形式で行われ参加者は会員の先生方 41 名、生涯研修講師の先生と来賓の方々5
名、合計 46 名で勝呂先生の司会・進行のもとで行われました。
敬老会員出席者は、中村幸成先生、細井系太郎先生、市川昇先生の 3 名の先生方でした。 ご参加あり
がとうございました。

本年度の表彰受章者の先生方
中村幸成先生 旭日双光章
細井系太郎先生 厚生労働大臣表彰
受賞おめでとうございます。

県歯砂川会長と共に

中村先生(左)と細井先生(右)

次に原会長の挨拶が終わると、来賓者紹介と各来賓の先生方から挨拶を頂戴いたしまし た。本年度の
来賓の方々は、千葉県歯科医師会会長の砂川稔先生、千葉県歯科医師連盟 会長の宮吉正人先生、千葉
県歯科医師国民健康保健組合理事長の山口誠一郎先生、衆議院議員浜田靖一様、生涯研修講師の磯野史
郎教授の 5 名の方でした。 市川先生の乾杯から歓談となり普段からお会い出来ている方、そうでない
方とお話しながら 1 年を振り返る良い機会になりました。

県歯 砂川会長

歯科医師連盟

宮吉会長

国保組合
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山口理事長

浜田衆議院議員

原会長の挨拶

乾杯のご発声は市川先生

司会は勝呂先生

新入会員の加瀬里江先生

会も終盤に差し掛かった所でお馴染みのイベントです。鈴木達也先生が素敵な格好で登場して豪華景品
が当たるくじ引き&ジャンケン大会が行われました。景品が当たった先生方から一言をいただきまし
て、中締めです。

16

景品をゲットされた先生方と、盛り上げてくれた先生方

古谷副会長からご挨拶いただいて会も無事終了となりました。各々二次会、
三次会と流れてより親交を深めて夜は更けていきました。
大変盛り上がった会になりましたが、沢山の方がいた方が敬老祝賀忘年会も
より盛り上がりますので来年は是非皆様お誘い合わせの上、ご参加願います！

最後は全員で、ハチマル～～

ニク――ッ!!

中村 武仁 記
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ボウリング大会
第 30 回 ボウリング記念大会 令和元年 7 月 20 日（土）19：30 スタート

長年お世話になった君津中央レーン（アイビーボウル君津）から諸般の事情により富津スターレーンへ
と会場が変わり、参加して下さった会員やスタッフには大変ご迷惑をお掛けしました事、深くお詫び致
します。
今回このイベントを開催するか否かを私自身大変迷いましたが、背中を押してくれた同級生の会員に
は感謝しています。又、快く開催をご理解してくれた原会長そして中村担当理事をはじめとする執行部
の先生方、有難かったです。50 名（子ども含む）の参加には（土曜日の夜遅くなのに）驚きました。ス
タートも遅くなり帰りも 22 時を過ぎてしまい、外での写真撮影の時は小雨も混じり、来年開催する様な
ら課題も沢山見つかり対処していこうと思いました。
今回 30 周年の記念大会で 10 年以上参加してくれたチーム、山口延善チーム、加藤和幸チーム、小竹
和巳チーム、砂川直俊チームには記念のお野菜を差し上げました。
今回の感想は、初めてスターレーンでボウリングをさせて頂き、レーンのメンテナンスが大変良く、レー
ンのオイルが試合と同様にピンデッキまでしっかり塗ってありました。又、オフセットも少なく大変素
晴らしい会場だったと思います。
結果は以下の通りです。
＜チーム戦＞

優勝 渡辺歯科 A チーム 平均 165.33

準優勝 小竹歯科チーム 平均 141.50
18

3位

のぞみ野歯科 A チーム 平均 138.50

5 位 鈴木歯科 A チーム
7 位 鈴木歯科 B チーム
10 位 渡辺歯科 B チーム
B.B 畑沢南歯科チーム
＜個人戦＞

男子 優勝 渡辺和彦 406

女子 優勝 川嶋朱美（のぞみ野歯科）362

渡辺 和彦 記
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麻雀大会
令和元年君津木更津歯科医師会麻雀大会 11 月 13 日（水）雀荘潮見

年に一度の麻雀大会を少しだけ楽しみにしている先生が実は多い。私もその 1 人だが。近年パソコン
の普及により我、歯科医師会もメールによる連絡になり、パソコンに不慣れな先生も多く、締め切り日に
なっても 5 人の先生しか連絡がありませんでした。中村担当理事は少し慌ててしまい私に「大丈夫です
か？」とメールをしてきました。私から「心配いりません。私にお任せ下さい。」とメールで返信してや
っと安心した様でした。
来年からはパソコンからの連絡の他に、この数年参加している先生には FAX も送る事を決めさせて頂
きました。
今年も 12 名の参加で競技麻雀を水野審判部長指示の下行われました。順調に 1 回戦・2 回戦と進んで
いきましたが 3 回戦で大波乱が起こりトップを快走していた水野先生が箱下-3 万 6 千点となり大逆転で
山口延善先生が優勝しました。
<順位>
優 勝

山口延善

13 ポイント

131,900 点

準優勝

水野信義

11 ポイント

53,700 点

3 位

砂川直俊

10 ポイント

136,100 点

5 位

磯貝隆久

10 ポイント

79,000 点

7 位

細井系太郎

7 ポイント

57,000 点

10 位

渡辺和彦

5 ポイント

44,800 点

B・B

原比佐志

4 ポイント

26,300 点

20

渡辺 和彦 記
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安房歯科医師会主催 三郡市ゴルフコンペ
令和元年 7 月 11 日（木）、上総モナークカントリークラブにて、安房歯科医師会主催による三郡市ゴ
ルフコンペが開催されました。
梅雨前線の停滞による長雨が一週間ほど続いており、雨天での開催が心配されておりましたが、当日は
幸いにも雨に降られることなく、厚い雲に覆われた曇り空のおかげで暑さを感じることもなく、この時
期にしては快適なゴルフ日和となったのではないでしょうか。
ご存知の事とは思いますが、三郡市ゴルフコンペは市原歯科医師会、安房歯科医師会、及び当会の三郡
市の歯科医師会が持ち回りで主幹をして、年に三回開催されています。普段接することの少ない他郡市
の先生方とゴルフをプレーしながら親睦を深めることのできる絶好の機会となっております。たまにし
か顔を合わせることがなくてもゴルフを通じて気心の知れた仲ですから、和気あいあいと近況を語り合
いながらプレーされているのが印象的です。ゴルフをされるのであれば敷居は高くありませんから、ま
だ参加されたことのない先生は是非参加してみてください。けっこう楽しいッス（笑）
今回の参加者は 16 名で、
和やかな雰囲気の中でも参加された先生方は虎視眈々と優勝を狙っています。
当会より中谷一空先生が三郡市ゴルフコンペに初参加してくださり、まだまだ波の激しいゴルフではあ
りましたが、なかなか気合の入った姿勢に近いうち優勝争いに絡んでくるなと思わせる腕前を披露して
おりました。そんな熾烈な優勝争いを制したのは市原歯科医師会の渡辺哲広先生でした。
以下、その結果をお知らせします。

OUT

IN

GROSS

HDCP

NET

渡辺 哲広

４１

４５

８６

１３．２

７２．８

２位

出口 晃

４５

４５

９０

１６．８

７３．２

３位

原 比佐志

４０

４５

８５

１０．８

７４．２

B.B

中谷 一空

５８

６０

１１８

２８．８

８９．２

B.G

浅野 裕之

４０

３８

７８

２．４

７５．６

順位

名前

優勝

高野 孝治 記
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市原歯科医師会主催 三郡市ゴルフコンペ
令和元年 10 月 10 日（木）、大多喜城ゴルフ倶楽部にて市原歯科医師会の幹事により三郡市ゴルフコン
ペが開催されました。
週末には台風 19 号が大きな勢力を保ったまま関東地方に上陸する予報が出ており天候が危ぶまれて
おりましたが、当日はまだ台風の影響が及ぶことなく、まさにトップシーズンというような絶好のゴル
フ日和となりました。参加者も朝から清々しい笑顔を見せており、各組が和気あいあいとスタートして
行きました。そんな素晴らしいコンディションの中で、私と同組で回った市原の浅野裕之先生が常にス
テディなゴルフを展開して熾烈な優勝争いを制しました。また当郡市からは市川先生が 3 位入賞を果た
しました。
以下、その結果をお知らせします。

東

GROSS

HDCP

NET

４２

４２

８４

１２．０

７２．０

鎗田 四郎

４８

４７

９５

２１．６

７３．４

３位

市川 昇

４５

４２

８７

１３．２

７３．８

B.B

時田 直人

５０

４９

９９

１５．６

８３．４

B.G

渡辺 哲広

４１

３８

７９

４．８

７４．２

順位

名前

優勝

浅野 裕之

２位

西

高野 孝治 記
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芝楽苦会ゴルフコンペ
令和元年 12 月 12 日（木）、鹿野山ゴルフ倶楽部にて芝楽苦会ゴルフコンペが 10 名の参加者を集め開
催されました。
ここ数日寒い日が続いており、前日は夕方から雷が鳴り雨も激しく降り出す荒れた天気となっており
ました。翌日の天気を心配しながら診療しておりましたが、当日は冷え込みも弱まり、日差しに恵まれた
この時期としては良いゴルフ日和だったのではないでしょうか。
しかし、スタート前から吹き出した風がお昼頃には帽子が飛ばされそうになるくらいの強風となり、優
勝候補者とみなされる先生方が軒並みスコアを崩す展開となりました。そんな荒れた展開の中で、飛距
離が出ないため強風の影響をあまり受けずに済んだのか、はたまた日頃の行いの良さがゴルフの神様に
通じたのか、恐れ多くも私が優勝の座を射止めてしまいました。
優勝が見えてきた上がり 3 ホール、チキンハートの緊張のためか 16 番ダボ、17 番トリと一気に優勝
戦線から脱落しそうなマズイ展開に、同伴の細井先生、高橋千晶先生に「慌てるなよ！」と温かい励まし
のお言葉をいただきながら、最終ホールを何とかパーで収めて優勝することができました。もちろん私
が優勝できたのは持ち前のハンデの恩恵が大きいですが、いつも私のハンデの多さに期待して馬を買っ
ていただいていた先生方を裏切ってばかりいました。今回やっとご期待に沿うことができホッとしてお
ります。
以下、結果をお知らせします。

順位

名前

白鳥

天神

GROSS

HDCP

NET

優勝

高野 孝治

４６

４７

９３

２０．０

７３．０

２位

原 比佐志

４４

３８

８２

６．０

７６．０

３位

山口 延善

４８

４７

９５

１０．０

８５．０

B.B

細井 系太郎

５１

６１

１１２

１４．０

９８．０

B.G

原 比佐志

高野 孝治 記
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理事会報告
第 5 回理事会報告
令和元年 7 月 3 日(水)19:30～21:15
医歯薬会館１階 会議室
一．開会

古谷副会長

二．挨拶

原会長

三．新監事、新理事挨拶

神専務理事

4 名挨拶
(新監事-釼持 恒先生、新理事-高橋 晃先生、中村 武仁先生、飯島 達郎先生)
四．報告
1．5/30(木) 富津市高齢者口腔教室(富津中央公民館)

玉利理事

13 時より。出席者：須藤理事、玉利理事
2．6/1(土) 役員会・第 12 回臨時総会(東京ベイプラザホテル)

神専務理事

19 時より。役員会 28 名、臨時総会 35 名（委任状 51 名）、懇親会 31 名参加。
3．6/6(木) 健歯児童・生徒審査会(君津教育会館)

飯島理事

小学生 70 名、中学生 53 名、高齢者 14 名参加。
4．6/7(金) 地域救急医療協議会(木更津市民総合福祉会館)

原会長

19 時より。
5．6/13(木) 郡市ゴルフコンペ(ジャパン PGA ゴルフクラブ)

原会長

参加者 9 名。
6．6/15(土) 第 13 回定時総会(東京ベイプラザホテル)

神専務理事

16 時 30 分より。定時総会 35 名(委任状 57 名)、懇親会 32 名参加。
7．6/17(月) 令和元年度第 1 回袖ケ浦市認知症施設推進検討協議会
19 時より。

砂川監事

(袖ケ浦市役所)

8．6/19(水) 袖ケ浦市健康づくり推進協議会

砂川監事

9．6/19(水) 広報調査委員会(医歯薬会館 1 階相談室)

飯島理事

午後 7 時より。出席者 9 名。委員長の選出、及び会報第 83 号発行のための校正を行った。
山田 遼先生が委員長に選出された。
10．6/19(水) 役員退任ならびに役員就任挨拶文の配信

原会長

(医歯薬会館 1 階相談室)
11．6/20 日(木) 令和元年度第 3 回自立支援のための地域ケア会議
13 時から 15 時まで。

水町理事

(富津市役所)

12．6/20(木) 県歯代議員会(県歯会館)

古谷副会長

10 時から 16 時まで。出席者：原会長、古谷副会長
13．6/23(日)、6/26(水) 新規個別指導対策勉強会
勝見理事が担当。
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須藤理事

14．6/26(水) 医師会在宅会議

成川理事

成川理事が出席。
15．6/27(木) 木更津市後期高齢者の服薬支援の説明会

古谷副会長

16．6/27(木) 一般健診(君津健康センター)

松清理事

198 名受診(男性 35 名、女性 163 名)
17．6/28(金) 公益目的支出計画実施報告等の提出完了

原会長

18．6/30(日) 第 83 号会報発行

飯島理事

19．6/30(日) 医師会ゴルフコンペ(木更津ゴルフクラブ)

原会長

参加者：原会長、細井先生、渡邉和彦先生、高野孝治先生
20．7/2(火) 令和元年度第 1 回富津市在宅医療・介護連携推進会議
19 時から 20 時 30 分。参加者：熊切副会長、水町理事

熊切副会長

(富津市役所)

21．6/6(木)要望書について

玉利理事

富津市より、口腔がん検診について協議したいとの旨
五．協議
1．7/20(土) コ・デンタルスタッフセミナーについて

中村理事

参加人数の確認を行った。
2．会員研修旅行について
日程等について検討。

中村理事

3．木更津市からの歯科健診に対する指摘について

古谷副会長

グローブの交換・着用について、乳幼児の健診の対応ついて
4．健歯児童・生徒審査会(6/6)の反省点について

飯島理事

参加者の把握・共有、懇親会の人数変更、賞状授与の順番、フリガナの記載等
5．9/19(木) 木更津市口腔がん検診について

玉利理事

会場の設営、役割分担、懇親会の場所について検討。
6．年末年始休日診療について

松清理事

4 市に対する行政担当者の確認、及び年末年始休日当番医の選出方法などを協議。
7．平成 30 年度決算ならびに委員会事業の会計報告について
8．今後の行事予定について

水町理事
神専務理事

今年度の理事会日程を検討。
9．メーリングリストについて

勝見理事

執行部役員の使用するメールソフトについて検討。
10．委員会の編成について

原会長

各会員の所属する委員会の希望用紙、各委員会の人数配分、委員長選任について。
六．閉会

熊切副会長
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第 6 回理事会報告
令和元年 7 月 31 日(水)19:25～21:25
医歯薬会館１階 会議室
一．開会

熊切副会長

二．挨拶

原会長

三．報告
1．7/4(木) 木更津市在宅医療・介護連携推進会部会

成川理事

18 時 30 分より 21 時まで。
2．7/8(月) 富津市役所 健康福祉部、社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
木更津市役所 健康子供推進課 挨拶回り
3．7/11(木)

玉利理事

3 郡市ゴルフコンペ(上総モナークカントリー)

原会長

4．7/11(木) 医師会在宅医療推進講習会 (医歯薬会館)

原会長

19 時より 21 時まで。
5．7/12(金) 個別地域ケア会議(自立支援型)説明会(君津市保健福祉センター)

原会長

出席者：原会長、神専務理事
6．7/16(火) 会館運営協議会(松立)

熊切副会長

出席者：原会長、古谷副会長、熊切副会長
会館負担金(歯科医師会)について
7．7/18(木) 令和元年度 君津市子どもを守るネットワーク地域代表者会議
14 時より 15 時 30 分まで。

神専務理事

(君津市保健福祉センター)

8．7/19(金) 君津市医師会・歯科医師会・行政合同納涼会(ホテル千成)

神専務理事

19 時より 21 時まで。参加者：59 名のうち歯科医師 14 名
9．7/20(土) コ・デンタルスタッフセミナー(富津スターレーン)

勝呂委員長

19 時 30 分より。参加者：会員 15 名、スタッフ 31 名
10．7/20(土) 委員会編成会議(君津ココス)

原会長

11．7/24(水) 令和元年度 第 2 回君津市国民健康保険運営協議会

神専務理事

(君津市役所)
12．7/24(水) 生涯研修委員会(いち吉) 参加者：7 名

水町理事

特殊歯科委員会(いち吉) 参加者：6 名

勝呂委員長

勝呂 泰樹先生が委員長に選出された。
医療管理委員会(いち吉) 参加者：6 名
13．7/24(水) 君津児童相談所歯科検診

松清理事
原会長

9 時 30 分より 12 時まで。
14．7/24(水) 君津市在宅医療・介護推進協議会(君津ふれあい館)

原会長

19 時より。
15．7/25(木) 第 124 回臨時国保組合会議

成川理事

14 時より。出席者：成川理事、大野先生
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16．7/25(木) 木更津市健康づくり推進協議会
13 時より 15 時まで。

古谷副会長

(木更津市民総合福祉会館 3F 講習室)

17．7/26(金) 君津愛児園、摂食・嚥下指導

成川理事

9 時 30 分より 15 時まで。11 名に指導。
18．7/26(金) 君津市政策推進課来院

原会長

11 時 30 分より 12 時まで。広報君津の配布について
19．7/29(月) 地域医療支援病院委員会(君津中央病院 4F 講堂)

原会長

15 時より 19 時まで。
20．健歯児童・生徒審査会ポスターの配布

飯島理事

四．協議
1．今年度の会員名簿の発行について

飯島理事

2．木更津市口腔がん検診について

玉利理事

開始時刻の確認。当日の役割分担、注意点、検診医の名札について検討。
3．会員研修旅行について

勝呂委員長

日帰りバス旅行の日程、場所について検討。
4．袖ケ浦市学校歯科医について

砂川監事

学校歯科医選出方法について検討。
5．年末年始休日診療について

松清理事

年末年始休日当番医の選出方法などを協議。
6．12/7(土)生涯研修講習会について

水町理事

7．会費の口座振替等、会計に関する事項について

勝見理事

インターネットバンキングの導入について検討。
8． メーリングリストついて

勝見理事

メールソフトについて。
9．委員会の編成について

原会長

各委員会の人員選出を協議。
10. 社保勉強会について

須藤理事

日程について検討。
11．プレミアム商品券について

原会長

プレミアム商品券の取扱い等の質問への対応について。
五．閉会

古谷副会長
第 7 回理事会報告
令和元年 9 月 7 日(土)19:20～21:00
医歯薬会館１階 会議室

一．開会

古谷副会長

二．挨拶

原会長

三．報告
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1．8/1(木) 郡市会長・専務理事会議(県歯会館)

原会長

14 時より 17 時まで。出席者：原会長、神専務理事
2．8/1(木) 令和元年度袖ケ浦市口腔がん検診打ち合わせ

玉利理事

14 時より 15 時まで。出席者：須藤理事、玉利理事
3．8/2(金) 君津市個別ケア会議(ふれあい館)

原会長

13 時 10 分より 14 時 30 分まで。出席者：原会長、神専務理事
4. 8/6(火) 君津市介護支援専門員研修会(ふれあい館)

原会長

18 時 30 分より 20 時まで。出席者：原会長、神専務理事
5．8/8(木) フッ素洗口推進会議(県歯会館)

長谷部理事

6．8/22(木) 令和元年度 障がい児(者)のための摂食嚥下指導事業

長谷部理事

(袖ケ浦市福祉センター)
出席者：長谷部理事、桜井先生
7. 8/22(木) 第 5 回自立支援のための地域ケア会議

熊切副会長

13 時より。
8. 8/22(木) 富津市健康づくり課と成人歯科健診について

熊切副会長

15 時より。
9．8/25(日) 令和元年度袖ケ浦市総合防災訓練(蔵波小学校)

砂川監事

10 時より 12 時 30 分まで
10. 8/28(水) 令和元年度第 1 回木更津市国民保護協議会

古谷副会長

13 時より 14 時まで。(木更津市役所 駅前庁舎 防災室・会議室)
11.8/28(水) 令和元年度第 1 回木更津市防災会議

古谷副会長

(木更津市役所 駅前庁舎 防災室・会議室)
14 時 15 分より 15 時 15 分まで。
12. 8/30(金) 医師会在宅リーダー会議

成川理事

19 時より 21 時まで。
13. 9/5(木) 第 2 回児童相談所嘱託歯科医合同会議(県歯会館)

原会長

10 時より 12 時まで。
14.9/5(木) 国保組合会議(県歯会館)

成川理事

15 時より。
四．協議
1．会員研修旅行について

勝呂委員長

スケジュールの最終調整、確認。
2．敬老・祝賀忘年会について

中村理事

会場設営について検討。
3．口腔がん検診について

玉利理事

細胞診について。
4．社保小勉強会について

須藤理事
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11 月 16 日(土) 19 時より、医歯薬会館(3F)で行う予定。
5．年末年始休日診療について

松清理事

年末年始休日診療の仕方について。
6．成人歯科健診について

熊切副会長

健診受診者の対応について検討。
7．会費の口座振替等、会計に関する事項について

勝見理事

口座振替サービス(リコーリース)について、印鑑(実印・銀行印)について
各委員会・行事での会計処理について。
8．委員会の編成について

神専務理事

各委員会の委員編成の確認。
9．障がい福祉委員会について

成川理事

9 月 12 日(木) 19 時より、木下で行う予定。
五．閉会

熊切副会長
第 8 回理事会報告
令和元年 10 月 2 日(水)19:30～20:55
医歯薬会館 3 階 大教室

一．開会

熊切副会長

二．挨拶

原会長

三．報告
1．9/8(日) 新規個別勉強会

須藤理事

14 時より 18 時まで。
2. 9/12(木) 木更津市在宅医療・連携協議会部会

成川理事

18 時 30 分より。
3. 9/13(金)～9/16(日) 医療調整会議(君津保健所)

原会長

16 時より 18 時まで。
4. 9/13(金) きみつ愛児園 摂食・嚥下指導

成川理事

台風 15 号による影響で中止。
5. 9/19(木) 木更津市口腔がん検診(イオンモール木更津)

玉利理事

10 時より 13 時まで。137 名受診。
6. 9/20(金) 認知症治療多職種連携の会(イオンモール木更津)

成川理事

19 時より 20 時 30 分まで。歯科医師会より 5 名参加。
7．9/26(木) 第 169 回臨時代議員会(県歯会館)

古谷副会長

14 時より 17 時 10 分まで。
8. 9/26(木) 第 107 回千葉県歯科医師連盟評議員会(県歯会館)

砂川監事

11 時より。出席者：砂川監事、石井 守先生
9. 9/29(日) 第 10 回君津圏域公開フォーラム(君津中央病院)
12 時 30 分より 16 時まで。
30

原会長

10. 9/29(日) 医師会ゴルフコンペ(木更津ゴルフクラブ)

原会長

参加者：原会長、細井先生、渡邉先生
11. 10/1(火) 令和元年第 2 回袖ケ浦市認知症施策推進検討委員会
19 時より。

砂川監事

(袖ケ浦市役所)

四．協議
1．会員研修旅行について

中村理事

台風 15 号の影響により、中止を検討。
2．敬老・祝賀忘年会について

中村理事

会場設営、来賓者の確認。
3．袖ケ浦市口腔がん検診について

玉利理事

役割分担について。
4．社保小勉強会について

須藤理事

11/16(土) 19 時より、医歯薬会館(3F)で行う予定。
5．年末年始休日診療について

松清理事

令和元年度、年末年始休日当番医について。
6．糖尿病と認知症を考える会 in 木更津について

成川理事

11/22(金)18 時 20 分より。
ロイヤルヒルズ木更津ビューホテルにて行う予定。
7．各市の委員等委嘱状況について

原会長

8．台風 15 号被害状況について

原会長

各会員の被害状況の報告について
9．医師・歯科医師・薬剤師の連携について

原会長

医師・薬剤師の訃報について
10．社保委員会について

須藤理事

10/5(土) 19 時より、田園にて行う予定。
11．障がい福祉委員会について

成川理事

10/26(土)19 時より、木下にて行う予定。
12．きみつ愛児園 摂食嚥下指導について

成川理事

10/28(月)9 時 30 分より行う予定。
13．郡市総務・医療管理担当者連絡会議について

高橋理事

10/31(木)14 時より 17 時まで行う予定。
14．会計に関する事項について

勝見理事

印鑑(実印・銀行印)購入を報告。
15．会費について

原会長

途中入会および途中退会の会費について検討。
五．閉会

古谷副会長
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第 9 回理事会報告
令和元年 10 月 30 日(水)19:25～20:55
医歯薬会館 1 階会議室
一．開会

古谷副会長

二．挨拶

原会長

三．報告
1. 10/3(木) 社会保険担当者連絡協議会(県歯会館)

須藤理事

14 時より。
2. 10/5(土) 社保委員会(田園)

須藤理事

19 時より。
3. 10/10(木) 第 2 回富津市高齢者口腔教室(わかあゆの郷)

玉利理事

13 時 30 分より 16 時まで。出席者：玉利理事、須藤理事、15 名参加
4. 10/10(木)

3 郡市ゴルフコンペ(大多喜城カントリークラブ)

原会長

7 名参加。
5. 10/17(木) 富津市自立支援地域ケア会議

熊切副会長

台風で被災した埼玉県東松山市の支援の為、中止。
6. 10/18(金) 富津市在宅医療・介護連携推進会議
令和元年度第 1 回ワーキンググループ

熊切副会長

18 時 30 分より 20 時まで。
7. 10/18(金) 房総の糖尿病を考える＝内科-歯科連携の会＝
19 時より。

原会長

(アカデミアパークホテル)

8. 10/18(金) 君津市在宅医療・介護連携推進多職種研修会

神専務理事

台風 19 号の影響により、延期。
9. 10/23(水) 君津児相歯科健診(君津児童相談所)

原会長

9 時 30 分より 12 時まで。22 名受診。
10. 10/24(木) 千葉県学校歯科保健研究大会(県歯会館)

熊切副会長

11. 10/24(木) 木更津市在宅医療・介護連携推進協議会

成川理事

19 時より。
12.10/24(木) 君津地域・職域連携推進協議会(君津健康福祉センター)

原会長

14 時より 16 時まで。タバコについて。
13.10/24(木) 袖ケ浦市長粕谷候補者推薦状授与

原会長

10 時 30 分より 11 時まで。
14.10/25(金) 君津市介護保険運営協議会

原会長

大雨による避難勧告の為、延期。
15.10/26(土) 障がい福祉委員会(木下)

成川理事

19 時より。出席者 8 名。
16.10/28(月) きみつ愛児園摂食嚥下指導

成川理事

9 時 30 分より 14 時 30 分まで。11 名に対して指導行った。
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17.10/28(月) 第 2 回在宅医療介護連携多職種共同研修会

砂川監事

(袖ケ浦市役所 3 階会議室)
四．協議
1．袖ケ浦市口腔がん検診について

玉利理事

2 次検診医の先生方の検診料について確認。
2．麻雀大会について

中村理事

場所は雀荘潮見、参加者 8 名程度を予定。
3．敬老・祝賀忘年会について

中村理事

席順、表彰受賞者の確認。
4．生涯研修講習会について

水町理事

講師の確認、役割分担について。
5．社保勉強会について

須藤理事

11/16(土)19 時より 21 時まで、医歯薬会館 3 階大教室にて行う予定。
6．社保講習会について

須藤理事

1/18(土)15 時より 17 時 30 分まで、東京ベイプラザホテルにて行う予定。
7．新年会について

須藤理事

会場設営について確認。
8．年末年始休日診療について

松清理事

診療内容の注意点について確認。
9．台風 15 号・19 号の被害状況の調査報告について

原会長

各市の行政担当者が調査報告をまとめるよう説明。
10．会員名簿発行について

飯島理事

役員名簿の項目を最終確認。
11．会報第 84 号発行について

飯島理事

表紙について、各理事に挨拶文の依頼。
12．袖ケ浦市長選について

原会長

13．千葉県知事表彰者推薦について

原会長

郡市の知事表彰者推薦者の選出方法について。
14．顧問会議について

原会長

来年より年 2 回程度、顧問会議(3 役、顧問の先生方)を予定。
15．会計について

勝見理事

来年度の口座振替について
五．閉会

熊切副会長
第 10 回理事会報告
令和元年 11 月 27 日(水)19:30～21:25
医歯薬会館 1 階会議室

一．開会

熊切副会長
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二．挨拶

原会長

三．報告
1. 10/31(木) 郡市総務・医療管理担当者連絡協議会(県歯会館)

高橋理事

14 時より 17 時まで。
2. 11/1(金) 令和元年度木更津市要保護児童対策地域協議会代表者・実務者合同会議
(木更津市役所朝日庁舎 会議室 A 1)

古谷副会長

14 時より 16 時 30 分まで。
3. 11/1(金) 君津市個別ケア会議(ふれあい館)

原会長

13 時 30 分より 15 時 30 分まで。
4. 11/7(木) 袖ケ浦市口腔がん検診(袖ケ浦市保健センター)

玉利理事

9 時より 12 時まで。受診者 216 名、キャンセル 24 名。
5. 11/7(木) 木更津看護学院戴帽式(木更津看護学院)

原会長

13 時より 15 時まで。
6. 11/10(日) 学校歯科医基礎研修(京成ホテルミラマーレ)

熊切副会長

9 時より 12 時まで。
7. 11/13(水) 麻雀大会(雀荘潮見)

中村理事

12 名参加。
8. 11/13(水) 第 2 回居宅介護支援専門員事例検討会

神専務理事

18 時 30 分より 20 時まで。(君津市保健福祉センター)
9. 11/14(木) 袖ケ浦福祉センター摂食指導

長谷部理事

10. 11/14(木) 富津市高齢者口腔教室(飯野コミュニティセンター)

玉利理事

13 時 30 分より 16 時まで。参加者 24 名。
11. 11/14(木) 国保組合支部長連絡協議会(県歯会館)

勝見理事

14 時より 16 時まで。
12.11/16(土) 社保勉強会 (医歯薬会館)

須藤理事

19 時より 21 時 15 分まで。出席者 35 名。
13.11/17(日) 南総 5 郡市四役協議会(センシティータワー東天紅)

原会長

16 時より 19 時まで。
出席者：原会長、古谷副会長、熊切副会長、神専務理事、勝見理事
14.11/18(月) 君津健康福祉センター運営協議会(君津健康福祉センター)

原会長

14 時より 16 時まで。
15.11/18(月) 介護認定審査会 4 市全体会議(医歯薬会館)

原会長

19 時より 21 時まで。
16.11/19(火) 袖ケ浦市自立支援型地域ケア会議(袖ケ浦市役所保健センター)

砂川監事

19 時より 20 時 30 分まで。
17.11/21(木) 県歯地域保健連絡協議会(県歯会館)
14 時より 17 時まで。

34

玉利理事

18.11/21(木) 警察歯科医会定時総会・合同研修会(県歯会館)

高橋理事

10 時より 17 時まで。出席者：中村幸成先生、三枝冨司夫先生、高橋理事
19.11/22(金) 糖尿病と認知症を考える会 in 木更津(木更津ビューホテル)

古谷副会長

16 時 20 分より 21 時まで。参加者：原会長、古谷副会長
20.11/23(土) 日本子供虐待防止歯科研究会 第 4 回学術大会
10 時より 16 時まで。

水町理事

(明海大学浦安キャンパス)

四．協議
1．木更津市在宅介護講習会について

長谷部理事

場所、時間、服装、配送車の確認。
2．生涯研修講習会について

水町理事

内容に変更なし。
3．敬老・祝賀忘年会について

中村理事

敬老の参加者を確認。
敬老者の選出は年度締めで行う。
敬老のお祝い金は誕生月の翌月にお支払いとする
4．福祉共済の慶事祝金について

勝見理事

弔慰金について検討。
5．社保講習会・新年会について

須藤理事

来賓者の確認。
6．年末年始休日診療について

松清理事

担当者変更なし。
7．会報第 84 号発行について

飯島理事

令和元年 12 月 31 日刊行予定。
8．日本スポーツ振興センター災害給付金申請について

熊切副会長

積極的に申請手続きを行うように(500 点以上の場合)
文書料は基本的に請求してはいけない。
9．閉院及び退会に伴う学校歯科医、市医委嘱について

原会長

中途交代について(辞任届、推薦者選出、報酬の分配等)
閉院すると学校歯科医は辞任となるので注意。
10．がん検診について

玉利理事

検診用ユニットの老朽化により、1 台購入を検討。
11．各市の要望書について

玉利理事

来年の要望書作成について検討。
12．歯科健康診査(検診)について

古谷副会長

新規事業(2 歳児、妊婦)について検討。
五．閉会

古谷副会長
（理事会報告作成：広報調査委員長
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山田 遼）

フィリピンにおける歯科医療奉仕活動
物資支援のご協力のお願いと報告
今回で 38 年目を迎えるフィリピンでの歯科医療奉仕活動ですが、11 月 22、23 日の 2 日間実施しまし
たので書かせていただこうと思います。

現場はルソン島のマニラ中心部からバスで北に二時間ほど走り、ケソンシティの北東部にあるパヤタ
ス、マリキナシティというところですが、以前ゴミの集積場、ゴミ山があったところで特に経済的困難者
が住む場所として知られています。現在ゴミ山自体は別の場所に移動されていますが、標高 700ｍ位の元
ゴミ山は木が植えられ公園となり、メタンガスのパイプが所々頭を出しているという地域です。その麓
に暮らす住民は多くはゴミ処理にかかわる商売に携わり、経済的に恵まれない人々が多く、ほとんど歯
科治療を受けた経験の無い人々が患者さんです。
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日本からは歯科医師 8 名、ボランティア含め 24 名の団体を結成、フィリピン歯科医師会の 7 名の歯科
医師、ロータリークラブの協力を得て 1 日目 208 名、2 日目 265 名（内子供 48 名）の抜歯治療を行ない
ました。600 本の歯ブラシを日本から持って行き、抗生剤、鎮痛薬を投与するとき一緒に配布しました。
11～12 歳くらいの子供の第一大臼歯 C3～C4 の抜歯のケースが多いのは心が痛みます。

高𣘺 千晶 記

フィリピン歯科医療奉仕活動に
※引き続き会員の皆様のご協力をお願いいたします。
資金援助してくださる方は下記に振り込みお願いいたします。
みずほ銀行 木更津支店 普通預金 店番号

３２７ 口座番号 １９１０８９３

口座名 Yo Omori Memorial Dental Team
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代表 高𣘺千晶

◆会員の動向◆
退会
長尾 洋二 先生 （君津市） 令和元年 9 月 30 日

退会

物故会員
茂田 雄 先生 （君津市） 令和元年 11 月 29 日

ご逝去

移転
重田 吉美 先生 （富津市） 令和 2 年 1 月 15 日より移転
よしみ歯科クリニック
〒293-1603
富津市更和 11-1 Tel 0439-29-7040 Fax 0439-29-7041

～君津木更津歯科医師会の情報をあなたのパソコンへ～
ぜひ、ご登録を！
下記のメールアドレスに送信

kkdental@nifty.com
件 名：メールアドレスの件
通信欄：メールアドレスお知らせします。
氏名記載（フルネームでお願いします）
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編集後記‥‥‥‥‥‥……………★☆★

★☆★……………‥‥‥‥‥‥

冒頭でもご挨拶させていただきました広報調査担当理事の飯島です。本来、編集後記は広報委員長や他
の委員にお願いしたりする事が多いようですが、今回は私が理事になっての会報第 1 号ですので、自分
で少し書かせていただこうと思います。
私の父親である邦宏は今年の秋で八十になり、終身会員として会には所属していますが、仕事は当に引
退し、今は静かに余生を楽しんでおります。去る 12 月 7 日に行われた敬老祝賀忘年会で表彰受賞された
中村幸成先生や細井先生をはじめ、父と同世代の先生方や当時の歯科医師会に尽力を努められた先生方
は私を見かけるなり必ず「お父さん元気!?」と気に留めていただきますので少しご報告しますと、軽度の
認知症を患いながらも、のっしり小幅での歩行ではありますが普通の生活は送れています。ただ全盛期
は毎週のようにゴルフに出かけていた父でしたが、今は一日リビングのソファに寝転がり放っておくと
一歩も動かないので、これではいけないと要介護 2 の認定を受けながら嫌々週 3 回デイサービスへ出か
け、行かない日は午後から私の母親に引っ張られ近くの公園を歩いているようです。昨年は出来たばか
りの会員名簿をまるで瞑想するかのようにじっと眺めていましたが、存じあげている先生方を思い出し
ていたのでしょうか。まだまだ元気ですので、駆け出しの私と重ねて宜しくお願い申し上げます。

飯島 達郎 記

★表紙のコメント★

東京ドイツ村 イルミネーション

過去には関東三大イルミネーションにも認定された東京ドイツ村のイルミネーション。現在はその座
を譲り渡していますが、音楽に合わせイルミネーションが変化する「光と音のショー」、全長 70 メート
ルにも及ぶ虹のように輝く「光のトンネル」、壮大なスケールに圧倒される「3D イルミネーション」な
ど、当郡市に於いて「イルミネーションと言ったらドイツ村」と言ってもいいくらい今でもその存在感は
抜群です。ご家族と一緒に、あるいは大切な人と一度はご覧になられた先生方も多いのではないでしょ
うか？年々進化しながら今年で 14 回目を迎えた東京ドイツ村のイルミネーションですが、再び関東三大
イルミネーションの座に返り咲くことを期待しています。
撮影者：広報調査委員会担当理事
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飯島 達郎
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