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副会長 古谷 隆則 

                                 

 

 

 

平成と共に始まった 8020 運動も 30 年間で 50％以上を達成し、新しい希望をのせて時代

は令和へと移りました。ところが、昨年 9 月、10 月の台風 15 号・19 号、さらに大雨被害、

年を越せば新型コロナウイルス感染拡大や、それに伴う緊急事態宣言と甚大な災いが続く

時代になっています。歯科の現場にも直撃で、学校保健安全法や母子保健法にかかわる健診

事業（学校歯科健診や乳幼児歯科健診）の延期・見直し、当会も各種事業・行事の多くが延

期や中止となっております。会員の皆さんにおかれましても日々の診療で感染症対策をさ

れながら、また毎日の診療に欠かせないマスク、グローブ、消毒用エタノールなどの物資不

足で頭を悩ませながら、神経をすり減らし大変な毎日の中で市民の皆さんの口腔衛生管理

のため地域医療へ貢献されていることと思います。社会全体で身を守ることへの意識は以

前よりもずっと高まっています。会員の先生方も十分お体に注意していただくようにお願

いします。 

相変わらず歯科用金属に関しては頭が痛いところですが、4 月の診療報酬改定では初・再

診料はじめ多くの項目で若干ですが増点されたことは小さな幸せを感じました。当会とし

ては、8 年前の法人改革の時に策定された公益目的支出計画の終わりが見えてきました。当

時、この法人改革にご尽力いただいた先生方のご苦労は計り知れないものであったと思い

ますが、その結果、現在の各事業内容が安定していると感じています。ですが最近は行政や

地域包括事業などとの対外的な仕事はどんどん増えて、会長はじめ各理事の負担はかなり

大きなものとなっております。現在、新型コロナウイルス対策として理事会も web 会議の

形で行われたり、かなり不自由な状態ではありますが会務遂行のために尽くしてくれます

理事会のメンバーの皆さんにはただただ頭が下がります。有難うございます。暗い話がまだ

暫く続くと思いますが、また明るく笑顔で過ごせる毎日必ず来ると信じております。会員の

皆さん、もっと顔を合わせましょう！言葉を交わしましょう！この時代をみんなで元気に

乗り越えましょう！！

巻頭言 
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令和元年度 年末年始休日診療報告 

 

 

令和元年度 四市合計受診者総数   117 名 

 

 

  令和元年 12 月 31 日 令和 2 年 1 月 1 日 令和 2 年 1 月 2 日  令和 2 年 1 月 3 日 

木更津市 

こうの・ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 太田歯科診療所 八幡台歯科医院 けんもつ歯科医院 

河野 礼由公先生 山口 雄太先生 平山 政彦先生 釼持 恒先生 

0438-41-3363 0438-25-7066 0438-36-4618 0438-25-3010 

計  36 名 受診者  16 名 受診者  7 名 受診者  10 名 受診者  3 名 

君津市 

おきつ歯科医院 原歯科医院 加藤歯科医院 おおの歯科医院 

冲津 光久先生 原 比佐志先生 加藤 浩士先生 大野 清美先生 

0439-27-3918 0439-55-8148 0439-72-6480 0439-54-8244 

計  24 名 受診者  6 名 受診者  1 名 受診者  10 名 受診者  7 名 

富津市 

飯島歯科医院 しいづ歯科医院 白井歯科医院 三枝歯科クリニック 

飯島 達郎先生 椎津 裕貴先生 白井 義夫先生 三枝 冨司夫 

0439-87-1052 0439-87-7711 0439-65-0552 0439-66-2033 

計  19 名 受診者  8 名 受診者  8 名 受診者  7 名 受診者  3 名 

袖ヶ浦市 

やまぐち歯科 長浦マリン歯科 ホームデンタルクリニック 中村歯科医院 

山口 雅史先生 山中 太郎先生 廣 克彦先生 中村 武仁先生 

0428-62-9633 0438-60-8070 0438-62-2007 0438-62-4849 

計  34 名 受診者  5 名 受診者  9 名 受診者  12 名 受診者  8 名 
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（参考 過去 10 年間） 

平 成 2 1 年 度  

102 名 

平 成 2 2 年 度 

 94 名 

平 成 2 3 年 度 

 125 名 

平 成 2 4 年 度 

 104 名 

平 成 2 5 年 度 

 115 名 

平 成 2 6 年 度 

  110 名 

平 成 2 7 年 度 

91 名 

平 成 2 8 年 度 

 91 名 

平 成 2 9 年 度 

106 名 

平 成 3 0 年 度 

71 名 

 

 

（来院理由） 

C             

13 名 

Pul          

11 名 

Per          

28 名 

P 急発            

10 名 

外傷             

4 名 

Perico         

7 名 

AA            

1 名 

GA            

3 名 

義歯関係        

6 名 

脱離         

21 名 

他（詳細下記）    

10 名     
  

他 破損 2名 舌腫瘍疑い 1 名 顎関節症 1 名 HYS１名 乳歯晩期残存 3名 口唇ヘルペス１名  

  抜歯窩治癒不全１名 

 

 

（休日当番医をどのように知ったか） 

各市へ問合せ              

8 名 

各市広報誌                 

25 名 

4 市 HP              

38 名 

 
君津/木更津 H P           

3 名 

房総ファミリア            

7 名 

新千葉新聞                

0 名 

朝日新聞               

0 名 

毎日新聞             

0 名 

各市消防署                

3 名 

その他                

29 名 
 

 

本年度の年末年始休日診療も会員の先生方の御協力で無事に行う事ができました。 この書面をおか

りしまして諸先生方に御礼申し上げます。  

患者総数は１１７名でした。多くの患者さんに認知されていると思われるとともに、本事業が地域医

療に大いに貢献できていると実感することができます。 

本事業は今後も君津木更津歯科医師会の事業として継続されてゆくものですが、会員の先生方の御協

力がなくては成り立ちません。地域の為、患者さんの為にも今後とも御協力をお願い致します。  

 

松清 均 記 
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令和元年度 社保講習会・新年会 

 

２０２０年１月１８日、君津木更津歯科医師会の新年会が開かれました。当郡市では新年会の前に千葉

県歯科医師会より社会保険担当理事の先生を派遣していただき、社保講習会をお願いしております。今

年も毛取健至先生においでいただき新年会の前に３時間みっちりと当郡市会員に社保の勉強をしていた

だきました。当日は雪交じりの寒さ厳しい雨模様の中ではありましたが、収入と直接関係のある社保の

講習となると会員の出席率はおのずと高くなります。 

講師：毛取健至県歯社保担当理事         

                                  

以前でしたら、診療に際しこの場合この点数は算定できるとか、このケースは算定不可とかの話が社保

講習会の中心でしたが、近ごろは講習内容も先ずレセプトの提出方法についての話から始まり、歯科で

は現在導入率が１７％程度という状況のレセプトオンライン請求が今後必要になるとのことです。受付

ではスキャナーによる保険証の確認、それどころか顔認証による保険証確認となるようだとのこと、な

んだか受付が機械だらけになりそうですが、その場で瞬時に保険証の資格が確認できるため後から資格

喪失後の受診などとレセプトが返戻されずに済むようです。 

 またオンラインで外と繋がることにより地域包括ケアなどで多職種の方々との情報交換もでき診療に

活用される期待が高まっているようです。とここまでは地域保健委員会の講習のようですが、ここから

が社保講習会の本質です。  

講習会場では医療機関への指導について指導の種類やその中身についての話になり、開業経験のある

先生なら一度は受けているだろう新規個別指導も今ではこんな感じですと・・、当然ですが新規個別指導

でも個別指導でも大切なのは指導を受ける際のカルテですが保険医である以上は療養担当規則に沿った

診療を行い、またその診療内容をカルテへ誤りなく記載することが大事ですとのこと（あたりまえの事

ですが日々の診療に追われているとこれがなかなか難しいのでは・・）、ご自身の頭の中で把握していて

も診療方針・診療実態を他の人が確認できるようなカルテ記載でなければならず、参考として県歯社保

委員会作成のカルテの記載例の症例がホームページから閲覧できるそうなので活用してみるのもいいと

思います。 

最近の保険改定では様々な施設基準が提示されその施設基準を届け出た医療機関は算定項目が多くな
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り増点につながるため医院の環境を整えより多くの施設基準をクリアーする事が大切だそうです。また、

新しい歯科材料の情報や歯科適用の薬の情報などをいち早く入手し日々の診療にそれを取り入れて保険

請求することも増点へのヒントみたいです。この中身（実は講習会で最も長くお話しいただいた部分で

すが・・）は細かい各論のため今回の投稿では省略させて頂きますが、県歯社保委員会の先生方が各郡市

での講習会でお話しされているのではないかと思います。 

次に審査会のお話になったところで現役審査員の私としては一休みして、この間に宴会場のほうへ偵

察に行き、来賓の方々の名前のチェックや、料理は指示通り毛取先生が苦手な鶏肉を抜いたものになっ

ているか確認し講習会場のほうへ戻ります。講習会場では審査会からの審査情報事例の話になっており、

支払基金本部での審査取り決め事項が独自にあり青本や疑義解釈以外にも審査基準があるとお話され、

この審査事例は支払基金のホームページからも確認でき、私も先生方がレセプトを提出している審査会

の情報を知るのもいいかと思います。 

おおよそ講習が終わり時間もかなり押してきているので、質問時間を設けてはありますが出来れば質

問は少なくお願いしますと思ってひやひやでしたが、お一人のみの質問で時間通りに新年会の宴が始ま

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

原会長挨拶           来賓：君津市長 石井ひろ子様     来賓：千葉県衛生士会副会長 山中由美子様 

 

例年ですと毛取先生は所用で乾杯の後すぐに退席されていたのですが、今回は木更津に宿泊していた

だき寒い木更津の夜の街へ、 とてもいい調子で酔った社保に熱い先生方と怪しげな飲み屋街へ消えて

行かれました。毛取先生、日付をまたいでの本当に長い一日お疲れ様でした、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

                       

     

   

 

 

乾杯挨拶：細井先生      司会：松葉先生                                            

 

 

須藤 正明 記 
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木更津市高齢者歯科健診 

 

 

 

２月１３日（木）１３：３０より、大久保団地会館にて令和元年度木更津市高齢者歯科健診を実施い

たしました。当日は３０名の予定でしたが、新型コロナウイルスの影響か、半数の１５名の受診者とな

りました。例年通り千葉県歯科衛生士会様にもご協力いただき、健診後は歯科衛生士会の渡邉様よりオ

ーラルフレイルについての講話、私からは新型コロナウイルス対策についてお話させていただきまし

た。人数が少ない分、時間をかけて丁寧に健診出来たことで、受診者も十分満足されたようです。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

玉利 彰良 記 
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      顧問会議 
 

 

 

 

令和 2 年 3 月 21 日（土）午後 7 時より医歯薬会館 1 階 会議室において、顧問会議を開催いたしまし

た。 

前日には当地区において初めて新型コロナウイルスに感染者が確認された時でしたが、中村顧問・細井

顧問・市川顧問・鎌田顧問・山口顧問の参加をいただき、三役と監事、そして勝見会計理事と総務の私の

合計 13 名でおこなわれました。 

協議としては、今後の会務運営に関すること（法人として進む方向、特定資産の扱い、本会基金の融通

性、行政行事に対する関係性、執行役員の依頼方法）などについて、貴重な顧問のご意見を伺いながらの

時間を持つことが出来ました。 

最後に顧問からは「これからも和やかな会を志して欲しい」という要望をいただき、原会長からは「年

に一回は顧問会議の開催をしてよりいい方向へ進みたい」とされて締めくくりました。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋 晃 記    
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第 14 回 定時総会 
 

 

 

令和 2 年 6 月 24 日（水）午後 7 時半より、医歯薬会館 3 階大教室において「第 14 回 定時総会」が

開催された。コロナ禍ということでの開催方法も検討され、会員へは事情をお汲み取りいただくという

ことで、できるだけ“書面又は電磁的方法による議決権の行使”でのご理解ご協力（定款第 19 条の 2 に

より「出席したものとみなす」）も仰ぎ、定款第 18 条の条件も満たし本定時総会の成立の運びとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔司会進行 神 由紀彦 専務理事〕 

 

１．開会の辞                                                〔古谷 隆則 副会長〕 

２．点呼   会員総数 146 名 （出席 25 名 委任状 15 名 議決権行使書 55 名） 

３．物故会員弔慰          

   和田勝先生（令和 2 年 4 月 1 日逝去）に黙とう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執行部の先生方                       黙とう 
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４．挨拶                                                      〔原 比佐志 会長〕 

 「コロナ渦での定時総会開催にあたり、議決権行使などへのご協力に感謝いたします。また本日の議

案の審議の結果にもよりますが、法人化への支出計画も終わりがみえてきました。どうぞ慎重審議をよ

ろしくお願いいたします。」 

 

 

 

 

 

 

 

神専務理事                原会長               古谷副会長 

５．議長選出 

   執行部一任の声により、鎌田誠先生が議長に選出。 

 

６．議事録署名人選任 

   議長一任の声により、山口延善先生・小竹和巳先生が 

議事録署名人に選任。 

 

７．役員報告                            議長 鎌田先生 

    （１）事業報告            専  務 理 事   神 由紀彦 

    （２）福祉共済報告         総務担当理事    高橋  晃 

    （３）県歯代議員報告        代  議  員   原 比佐志 

    （４）国保組合会報告        国保組合会議員   成川 芳明 

    （５）監査報告           監     事   砂川 直俊 

                                釼持  恒 

 

 

 

 

 

 

 

高橋総務担当理事            成川議員             砂川・釼持両監事 

「監査会(令和２年 5 月３０日開催)において、年度内における業務全般の実施状況について適正に運営

されているものと認められました。尚、令和元年度会計経理について監査の結果、適正に処理・手続きさ

れていると認められました。」 
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８．委員会報告                              〔神 由紀彦 専務理事〕 

９．議案の審議 

   提出議案      

   第１号議案    令和元年度貸借対照表及び付属明細書の承認を求める件 

第２号議案    令和元年度損益計算書及び付属明細書の承認を求める件 

「勝見雅也会計担当理事より説明があり、第 1 号議案・第 2 号議案ともに出席者多数そして議決権賛成

55 名に委任状の同意により定款第 18 条の条件を満たし可決決定。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成挙手                          議案可決に御礼 

 

１０．役員の選挙 

「須藤正明理事の退任（千葉県歯科医師会から推薦された審査会における新たな役職が、他団体との役

員と兼務できないため）による理事の補充において、松葉亨先生の立候補の届け出を受け、出席者多数そ

して議決権賛成 55 名に委任状の同意により定款第 18 条の条件を満たし当選。」（定時総会終了後に松葉

亨先生は原比佐志会長より社会保険担当理事に任命された。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

勝見会計担当理事          松葉新社保担当理事               熊切副会長 

 

１１．協議  

 特になし。 

１２．閉会の辞                                                  〔熊切 篤 副会長〕      

(終了：午後 8 時 5 分） 

高橋 晃 記 
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三郡市ゴルフコンペ（Ｒ２.3.1２） 

 
 

 
 

芝楽苦会ゴルフコンペ（Ｒ２.3.２６） 
 

 

 

 

 

令和２年３月１２日（木）、ロイヤルスターゴルフクラブにて君津木更津歯科医師会主催の３郡市ゴ

ルフコンペが開催されました。当日は新型コロナウイルス感染症の拡大が心配される中、１８名の強者

の参加にて開催されましたが、さすがにコンペはハーフで終了し、競技終了後の表彰式は中止して早々

に帰宅するという処置をとらせていただきました。以下、新ペリア方式によるその結果です。 

 

 原 比佐志 記 

 

 

 

 

 

令和２年３月２６日（木）森永高滝カントリー倶楽部に於いて、芝楽苦会ゴルフコンペが開催されまし

た。いつものように安房歯科医師会の出口先生にもご参加いただき、参加者は総勢８名でした。 

ゴルフ場への道中では所々に満開の桜が見られ、否応なしに気分も盛り上がります。朝のうちやや肌寒

さを感じましたが、日中は穏やかな春の陽気に恵まれ、当日は絶好のゴルフ日和となりました。春真った

だ中、さぞかし熾烈な優勝争いが繰り広げられるかと思いきや、ポカポカ陽気に和みすぎた参加者のス

コアは伸び悩み、適度にまとめた原会長が見事ベスグロ優勝に輝きました。 

以下、その結果をお知らせします。 

 

 

順位 

 

氏名 

 

GROSS 

 

HDCP 

 

NET 

 

備考 

優勝 山口延善（君） ５２ １６．８ ３５．２  

準優勝 中島真吾（安） ４４ ８．４ ３５．６  

３位 細井系太郎（君） ５１ １４．４ ３６．６  

４位 渡辺哲広（市） ４２ ４．８ ３７．２  

５位 藤平真樹（市） ４１ ３．６ ３７．４ BG 

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝(B.G) 原 比佐志 ４３ ４５ ８８ ５．０ ８３．０ 

準優勝 山中 洋一 ５０ ４３ ９３ ９．０ ８４．０ 

３位 末吉 弥和 ６１ ５９ １２０ ３６．０ ８４．０ 

B.B 出口 晃 ５０ ４７ ９７ ４．０ ９３．０ 
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髙野 孝治 記 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 6 月 11 日（木）、ジャパン PGA ゴルフクラブに於いて芝楽苦会ゴルフコンペが開催され、12

名の参加者が集まりました。 

今回より芝楽苦会の新しい仲間として、郡市の理事、県歯の委員とご活躍されている水町裕義先生が参

加してくださることになりました。水町先生はゴルフを始めたばかりということでしたが、ラウンドは

すでに 4 回目ということでした。朝のミーティング時に「初心者ですが頑張りますので、どうぞよろし

くお願いします。」とご挨拶をされました。 

当日は朝からどんよりとした曇り空が広がっており、天気予報では次第に雨が降り出し、午後からは雨

脚が強まるとのことで、雨の心配をしながらのスタートとなりました。しかし、幸いにも天気が持ち堪

え、プレー中に雨が降ることはありませんでしたが、強まる風の影響からか参加者たちのスコアは総じ 

芝楽苦会ゴルフコンペ（Ｒ２.６.１１） 
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て伸び悩んでおりました。通常は芝楽苦会独自のハンディキャップ制による競技となりますが、今回は

そのハンディ改正を行うためにぺリア方式による競技となりました。 

そんな今回の芝楽苦会でしたが、見事優勝に輝いたのは市川 昇先生でした。尚、2 位は須藤先生、3 位

は細井先生と「上位を日歯大が独占！」という形で幕を閉じました。 

プレーが終わり表彰式をしていると外はかなりの雨が降ってきたようです。やはり日頃の行いは良く

しておくものですね(笑) 

以下、結果をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位独占の日歯大！           優勝 市川先生         初出場の水町先生（右） 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

髙野 孝治 記 

 

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 市川 昇 ４５ ５１ ９６ ３１.２ ６４.８ 

２位 須藤 正明 ５４ ４６ １００ ３１.２ ６８.８ 

３位 細井 系太郎 ５１ ５２ １０３ ３３.６ ６９.４ 

B.B 高野 孝治 ５３ ５４ １０７ １９.２ ８７.８ 

B.G 原 比佐志 ４８ ４１ ８９ １２.０ ７７.０ 
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理事会報告 

 

第 11 回理事会報告 

                      令和 2 年 1 月 8 日(水)19:30～21:43 

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. 11/28(木) 障がい福祉委員会(木下)                        成川理事 

   18 時 30 分より。8 名参加。 

 2. 11/29(金) 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。7 名に対して指導。 

 3. 11/29(金) 木更津市在宅医療・介護連携推進協議会研修会              成川理事 

(木更津市民総合福祉会館) 

   18 時 30 分より 21 時まで。総数 126 名、歯科医師会より 10 名参加。 

4. 12/2(月) 口腔がん検診事業報告(袖ケ浦市健康福祉課)                 玉利理事 

   10 時より 10 時 30 分まで。来年度は 11/12 日(木)に決定。 

 5. 12/2(月) 高齢者口腔教室事業報告(富津市健康福祉部介護福祉課)           玉利理事 

   13 時より 13 時 45 分まで。来年度は 2 回を予定。 

 6. 12/3(火)  木更津警察署警察官友の会激励会(東京ベイプラザホテル)         古谷副会長 

   18 時より 20 時 30 分まで。 

 7. 12/7(土) 生涯研修講習会(東京ベイプラザホテル)                         水町理事 

   15 時 30 分より 17 時 30 分まで。39 名参加。 

 8. 12/7(土) 敬老・祝賀忘年会(東京ベイプラザホテル)                 中村理事 

18 時 00 分より 20 時 30 分まで。来賓者 5 名、会員 41 名参加。  

 9. 12/10(火) 袖ケ浦市在宅介護共同研修会                      砂川監事 

   急患対応により、欠席。 

10. 12/11(水)  酸蝕症検診依頼                                        玉利理事 

      二瀬窯業より 4 名の検診依頼があった。 

11. 12/12(木)  木更津市在宅部会会議                         成川理事 

12. 12/12(木) 袖ケ浦市健康づくり推進協議会                    砂川監事 

  受動喫煙について、自殺防止について。 

 13.12/13(金) 富津市健康づくり課衛生士検討会 (熊切歯科医院)           熊切副会長 

   13 時 30 分より。 

 14.12/17(火) 君津リハビリテーション連絡協議会(君津中央病院)             原会長 

   18 時 30 分より 20 時 30 分まで。 

 15.12/18(水) 広報調査委員会(天たけ)                        飯島理事 
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19 時より 21 時まで。11 名参加。会報 84 号の校正。 

 16.12/20(金) 君津市介護保険運営協議会(君津市役所)                   原会長 

      19 時より 20 時 30 分まで。 

 17.12/31(火) 会報 84 号発行                            飯島理事 

 18.12/31(火)～1 月 3 日(金) 年末年始休日診療                     松清理事 

   総患者数 117 名。 

四．協議 

 1．年末年始休日診療の臨時代行について                       原会長 

    当番医の体調不良等による当日代行診療の対応について検討。 

2．社保講習会について                              須藤理事 

   15 時より。45 名参加予定。 

3．新年会について                                須藤理事 

   来賓者および役割分担等の確認。 

4．本会基金について                               勝見理事 

   一般社団法人と公益社団法人の違いについて(現在-移行法人) 

   本会基金のあり方を検討。 

 5．電子データの保存と共有について                        勝見理事 

    会員名簿の保存および更新について検討。 

 6．令和 2 年度行事予定について                         神専務理事 

    来年度、各行事日程の調整・確認。 

 7．顧問会議について                                 原会長 

    2 月下旬から 3 月上旬を予定。総務委員会が担当。 

 8．事務局のプリンターについて                          勝見理事 

    老朽化により、購入。 

 9．検診用のユニットについて                           玉利理事 

    検診用のユニットを 1 台購入。 

10．企業検診について                               玉利理事 

    郡市歯科医師会を通し、金額を検討。 

五．閉会                                     熊切副会長 

 

 

第 12 回理事会報告 

                      令和 2 年 2 月 5 日(水)19:30～21:18 

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. 1/5(日) 新千葉新聞への広告掲載                        飯島理事 
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2. 1/9(木) 県歯新年会(京成ホテルミラマーレ)                     原会長 

   17 時 30 分より 19 時 30 分まで。 

 3. 1/16(木) 富津市令和元年度自立支援のための地域ケア会議(富津市役所)        水町理事 

   13 時より 15 時まで。 

4. 1/18(土) 社保講習会(東京ベイプラザホテル)                     須藤理事 

   15 時より 17 時 30 分まで。48 名参加。 

 5. 1/18(土) 新年会(東京ベイプラザホテル)                      須藤理事 

   18 時より 20 時 30 分まで。34 名参加、来賓者 3 名。 

 6. 1/22(水)  君津児相健診(君津市児童相談所)                      原会長 

   9 時 30 分より 12 時 00 分まで。受診者 23 名。 

 7. 1/22(水) 地域医療支援病院委員会(君津中央病院 4 階講堂)                      原会長 

   19 時より 21 時まで。 

 8. 1/22(水) スキー同好会新年会(大海老)                       勝見理事 

19 時より。8 名参加。 

 9. 1/24(金) 君津市健康保険課来院(原歯科医院)                     原会長 

   11 時 30 分より 12 時まで。水害被害者の保険負担を 3 月末まで延長。 

10. 1/24(金)  令和元年度君津市在宅医療・介護連会推進多職種研修会               原会長 

                         (君津市生涯学習交流センター)  

   18 時 30 分より 20 時 30 分まで。 

11. 1/27(月)  会報第 84 号(50 部)製本完成                       飯島理事 

12. 1/30(木) 千葉県袖ケ浦福祉センター摂食嚥下指導(袖ケ浦福祉センター)       水町理事 

  11 時より 15 時まで。9 名に対して行った。 

13. 1/30(木) 木更津市高齢者歯科健診会場視察(大久保団地会館)            玉利理事 

   10 時より 10 時 30 分まで。 

 14. 1/30(木) 令和元年度第 7 回医療と介護のシンポジウム(木更津市民会館)       成川理事 

   18 時 30 分より 20 時 30 分まで。7 名参加。 

 15. 1/31(金) 令和元年度第 1 回君津地域保健医療連携・地域医療構想調整会議       原会長 

                   (君津健康福祉センター3 階大会議室) 

19 時より 21 時まで。 

 16. 2/3(月) 令和元年度木更津市口腔がん検診経過報告書提出             玉利理事 

(木更津市健康推進課) 

 17. 2/3(月) 令和元年度袖ケ浦市口腔がん検診経過報告書提出             玉利理事 

                      (袖ケ浦市健康推進課) 

 18. 2/3(月) 認知症メモリーウォーク千葉 in 富津より協賛依頼             水町理事 

四．協議 

 1．本会基金について                               勝見理事 

   一般社団法人と公益社団法人の違いについて。 

   家族会員(入会金・会費・本会基金負担金)について。 
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2．君津中央病院第 12 回医療連携の集いについて                    原会長 

  2 月 20 日 18 時 30 分より、原会長の講演会を予定。 

3．酸蝕症企業検診について(個別型・集団型)                     玉利理事 

  委託費用について検討。検診内容、用紙の確認。 

4．来年度各市への要望書の内容について                      玉利理事 

  6 月に提出予定。各市、次回までに考えとくよう説明。 

 5．口座振替について                               勝見理事 

    未提出者(7 名)の連絡方法について。 

 6．園医の変更について                                原会長 

    選出について。 

 7．顧問会議について                               高橋理事 

   出席者の確認。 

五．閉会                                     古谷副会長 

 

 

第 13 回理事会報告 

                      令和 2 年 3 月 7 日(土)19:30～20:48 

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. 2/6(木) 富津市医師、歯科医師、薬剤師会議                   熊切副会長 

   18 時 30 分より。歯科医師 4 名参加。 

 2. 2/6(木) 令和元年度県歯災害対策本部運営訓練                   松清理事 

 3. 2/7(金) 第 3 回個別ケア会議[自立支援型](君津市保健福祉センター)         神専務理事 

   13 時 10 分より 14 時 50 分まで。 

4. 2/13(木) 令和元年度郡市歯科医師会学術生涯研修担当者連絡協議        佐久間委員長         

14 時より 17 時まで。(千葉県歯科医師会館） 

ライブセミナー(県歯の講習会を郡市の会場でネット配信)について 

 5. 2 /13(木) 郡市広報担当者連絡協議会(千葉県歯科医師会館)              飯島理事 

 6. 2/13(木)  木更津市高齢者歯科健診(大久保団地会館)                   玉利理事 

   13 時より 15 時 30 分まで。 

 7. 2/13(木) 君津木更津医師会 災害医療研修会(東京ベイプラザホテル)         松清理事 

   19 時より 20 時 30 分まで。 

 8. 2/14(金) 令和元年度第 3 回君津市国民健康保険運営協議会(君津市役所)       神専務理事 

欠席。 

 9. 2/14(金) 君津市在宅医療・介護連携推進協議会(君津市生涯学習センター)        原会長 

   19 時より 20 時 30 分まで。 
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10. 2/17(月) 令和元年度第 4 回在宅医療・介護連携に係わる多職種協働研修会       砂川監事 

  19 時より 20 時まで。                (袖ケ浦市役所) 

11. 2/18(火)  会館運営委員会(松立)                          原会長 

  19 時より 20 時 30 分まで。出席者－原会長、古谷副会長、熊切副会長 

12. 2/20(木) 第 13 回医療連携の集い(君津中央病院)                   原会長 

  新型コロナウイルスの影響により中止。 

13. 2/20(木) 丹沢秀樹教授最終講義                         水町理事 

   16 時より 18 時まで。   (千葉大学医学部付属病院 3 階ガーネットホール) 

 14. 2/20(木) 富津市自立支援のための地域ケア会議                 熊切副会長 

   13 時より。 

 15. 2/20(木) 郡市会長会議(千葉県歯科医師会館)                    原会長 

13 時より 16 時まで。 

 16. 2/21(金) 第 5 回きみつ愛児園摂食嚥下指導                    成川理事 

 17. 2/21(金) 障がい福祉委員会(木下)                         成川理事 

   20 時より 22 時まで。9 名出席 

 18. 2/23(日) 災害リハビリテーション講習会(君津中央病院)                原会長 

   新型コロナウイルスの影響により中止。 

 19. 2/27(木) 令和元年度郡市在宅歯科医療担当者連絡協議会               原会長 

   新型コロナウイルスの影響により中止。 

 20. 2/27(木) 木更津市在宅医療連携協議会・部会会議(木更津市民福祉会館)        成川理事 

   19 時 30 分より。 

 21. 3/4(水)～6(金) スキーツアー                          勝見理事 

   新型コロナウイルスの影響により中止。 

 22. 3/5(木) 木更津看護学校卒業式                          原会長 

   規模縮小で行った。 

四．協議 

 1．小糸保育園園医変更について                           原会長 

   鎌田誠先生に決定。 

2．新型コロナウイルス感染症患者の情報提供について                 原会長 

  千葉県ホームページの患者情報で確認とする。 

3．新型コロナウイルス感染症の影響による会務運営について              原会長 

  今後の新型コロナウイルスの拡大により対応していく事とする。 

4．令和 2 年度予算及び事業計画について                      勝見理事 

 5．顧問会議について                               高橋理事 

   3/21(土)に予定通り行う。 

 6．社保講習会について(3/25 水)                          須藤理事 

   新型コロナウイルスの影響により中止とする。 

 7．学校健診説明会について                           長谷部理事 
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資料の配布。 

 8．健歯児童・生徒審査会について                        長谷部理事 

   6/4(木)を予定。賞状の準備。 

 9．要望書について                                玉利理事 

    4 市とも妊婦健診、2 歳児健診について(袖ケ浦市は妊婦健診のみ) 

 10．第 14 回定時総会について                           高橋理事 

    6/20(土)を予定。会場、開始時間の検討。 

 11．生涯研修講習会について                          佐久間委員長 

    7/8(水)を予定。 

 12．救急薬剤について                             佐久間委員長 

    第 14 回定時総会の時に配布予定。 

 13．給与・報酬等の支払いについて                         勝見理事 

    現金払いもしくは振り込み(月給制)にするか検討。 

 14．役員の任期満了前の退任について                         原会長 

 15．災害緊急時安否連絡網について                         松清理事 

       連絡手段(LINE の導入)の検討。 

 16．行事予定について                              神専務理事 

    年間行事を再度確認。 

  17．会費について                                 勝見理事 

       分院の先生の名義書換料について。 

    家族会員から正会員の移行について。 

五．閉会                                     熊切副会長 

 

 

令和２年度第 1 回理事会報告 

                      令和 2 年 4 月 8 日(水)20:02～21:40 

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. 3/12(木) 3 郡市ゴルフコンペ(ロイヤルスター)                    原会長 

 2. 3/12(木) 郡市学校歯科保健担当者連絡協議会(千葉県歯科医師会館)         長谷部理事 

 3. 3/12(木) 君津市居宅介護支援専門事例検討会 中止                神専務理事 

4. 3/13(金) 君津木更津医師会主催 4 市ケアマネ・地域包括支援センター協議会 中止 

 5. 3/19 (木) 県歯臨時代議員会                             原会長 

   10 時より 11 時 30 分まで。 

 6. 3/19(木) 、3/ 26(木) マスク受け取り(千葉県歯科医師会館)              原会長 

 7. 3/19(木) 令和元年度自立支援のための地域ケア会議 中止             水町理事 
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8. 3/21(土) 顧問会議                               高橋理事 

19 時より 20 時まで。中村顧問、細井顧問、市川顧問、鎌田顧問、山口顧問 

三役、監事、勝見会計理事、高橋総務理事の 13 名参加。 

今後の会務運営に関して。 

 9. 3/23(月) 富津市在宅医療・介護推進会議 中止                  熊切副会長 

10. 3/25(水)  郡市社保講習会(医歯薬会館 3 階大教室)                  須藤理事 

  19 時より 20 時 30 分まで。10 名参加。 

11. 3/26(木)  郡市ゴルフコンペ(森永高滝カントリークラブ)                原会長 

12. 3/30(月) 富津市介護認定全体会議 中止                     水町理事 

13. 4/2(木) 木更津看護学院入学式 中止                       原会長 

 14. 4/2(木) 南房総教育事務所訪問                          原会長 

四．協議 

 1．新入会員について                               高橋理事 

   医療法人社団史祥会 房総メディカル第 2 クリニック 小出茉美先生 入会決定。 

2．生涯研修講習会(7/8)の延期について                       水町理事 

  新型コロナウイルスの影響により、中止 

3．健歯児童・生徒審査会について                          原会長 

  今年度の歯科健診は年度末までに行う予定。 

式典は中止、賞状・賞品の授与は行う予定。 

「高齢者のよい歯のコンクール」「親と子のよい歯のコンクール」 

「標準のコンクール」「図画・ポスター」については 

今後の新型コロナウイルスの拡大により随時対応していく事とする。 

4．会計ソフトについて                              勝見理事 

  会計ソフトの購入について、会計委員会で再協議とする。 

 5．TV 電話会議について                              勝見理事 

   Workplace を使用し、試験的に数回行う予定。 

 6．酸蝕症企業検診(個別型)の委託料振り込み日について                玉利理事 

   郡市歯科医師会より振り込みとする。入金日は今後検討。 

 7．第 14 回定時総会について                             高橋理事 

   役員会は中止、総会は少人数で行う予定。 

   議決権行使書、委任状については自署とする。 

   社会保険理事の欠員による理事選挙を行う予定。 

 8．新型コロナウイルス拡大による今後の影響について                  原会長 

   関係者が罹患した場合の報告・当会の対応について検討。 

   千葉県歯科医師会の配布資料の内容に沿って対応。 

 9．君津圏域医療・介護多職種連携エチケット集について               成川理事 

   総会資料と同封して会員に配布。 

 10．LINE の導入について                             松清理事 
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今後 4 市に分けて、連絡網を導入するか検討 

 11．一般健診について                                松清理事 

   6/25(木)に予定通り行う予定。 

五．閉会                                      古谷副会長 

 

 

第 2 回理事会報告 

                      令和 2 年 5 月 9 日(水)19:28～20:59 

テレビ電話会議(Workplace) 

一．開会                                     古谷副会長 

二．挨拶                                       原会長 

三．報告 

 1. 4/15(水) テレビ電話会議実施のためのテスト                   勝見理事 

四．協議 

 1．新入会員について                               高橋理事 

   医療法人社団朱由佑会 こうの・デンタルクリニック 河野香織先生 入会決定。 

2．コ・デンタルスタッフセミナーについて                      中村理事 

  新型コロナウイルスの影響により延期。 

3．一般健診について                               松清理事 

  6/25(木)に予定通り行う予定。 

4．会計委員会、監査会の開催方法について                    神専務理事 

  会計委員会は 5/27(水)に 19 時 30 分より医歯薬会館 1 階会議室で行う。 

  参加：市川顧問、三役、勝見理事、水町理事 

  監査会は 5/30(土)に 19 時 30 分より医歯薬会館 1 階会議室で行う。 

  参加：原会長、神専務理事、勝見理事、水町理事、釼持監事、砂川監事 

 5．役員および協力医の手当等の支給について                    勝見理事 

   役員報酬は現金、協力医の手当等は口座振り込みにするか検討。 

 6．救急薬剤の配布方法について                          水町理事 

   新型コロナウイルスの影響により、配布を延期。 

 7．会報第 85 号刊行について                             飯島理事 

   寄稿の依頼。新型コロナウイルスの影響により、刊行日の延期の可能性あり。 

 8．第 14 回定時総会について                             高橋理事 

   6 月 24 日(水)19 時 30 分より医歯薬会館 3F 大教室で行う予定。 

 9．福祉共済について                              神専務理事 

   前年度の状況確認。 

 10．物資のアンケート結果とその対応について                   神専務理事 

   現在、マスク・消毒用エタノールは当郡市歯科医師会で対応可能。 

   その他(紙エプロン・ガーゼ等)については、当郡市歯科医師会より 
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千葉県歯科医師会へ相談とする。 

 11．オンライン診療を行う医療機関(木更津市)への補助金について          古谷副会長 

   オンライン診療を導入するかは各医療機関で判断とする。 

五．閉会                                     古谷副会長 

 

 

第 3 回理事会報告 

                      令和 2 年 6 月 10 日(水)19:29～21:00 

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. 5/14(木) 第 2 回マスク受け取り(千葉県歯科医師会館)                       原会長 

 2. 5/14(木) 郡市会長会議のための接続テスト                           原会長 

   13 時より 13 時 30 分まで。 

 3. 5/16(土) 学校歯科保健・地域保健合同委員会(東洋) 延期                    長谷部理事 

4. 5/16(土) 総務委員会(東洋) 延期                              髙橋理事 

5. 5/17 (日) 令和 2 年度富津市献血推進協議会 書面会議                砂川監事 

 6. 5/25 (月) 令和 2 年度第 1 回君津市国保運営協議会 書面会議             原会長 

 7. 5/26(火) 令和 2 年度第 1 回富津市国保運営協議会 書面会議            熊切副会長 

 8. 5/27(水) 会計委員会(医歯薬会館 1 階会議室)                    勝見理事 

      19 時 30 分より 20 時 30 分まで。 

出席者：市川顧問、三役、勝見会計理事、水町生涯研修理事 

 9. 5/28(木) 郡市会長会議(Web 会議)                         原会長 

      13 時より 16 時まで。 

 10. 5/29(金) 令和 2 年度第 1 回富津市介護保険運営協議会 書面会議         熊切副会長 

11. 5/30(土)  監査会(医歯薬会館 1 階会議室)                      砂川監事 

  19 時 30 分より 20 時 30 分まで。 

  出席者：砂川監事、釼持監事、原会長、神専務理事、勝見理事、水町理事 

12. 令和 2 年度富津市献血推進協議会 中止                      水町理事 

13. 6/4(木) 健歯児童・生徒審査会(君津教育会館) 延期               神専務理事 

14. 6/6(土) 役員会(東洋) 中止                          神専務理事 

四．協議 

 1．第 14 回定時総会について                            高橋理事 

   日程・会場確認。会員に配布する郵送書類、総会資料および役割分担の確認。 

2．保育園、小中学校歯科健診について                         原会長 

  小中学校・県立高校の健診期日は今年度中までとする。 

保育園の健診期日については再度確認とする。 
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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   代表 高橋千晶 

 

3．事業費用(支出)について                             勝見理事 

  令和元年度の各事業費用の確認および今年度の事業費用について 

4．会計処理に関する事について                          勝見理事 

  会計ソフトおよびパソコン購入決定。 

 5．青本の配布と代金徴収について                         勝見理事 

   配布および代金徴収方法について検討。 

 6．木更津市口腔がん検診について                         玉利理事 

   新型コロナウイルスの影響により、今年度は会場を変更。 

   会場・検診者数、1 次検診医の人数について検討。 

 7．袖ケ浦市口腔がん検診について                         玉利理事 

   今年度の実施を行うか市へ確認とする。 

 8．会報第 85 号について                              飯島理事 

   会報内容を最終確認。 

 9．公衆衛生事業功労者について                           原会長 

   郡市歯科医師会より鎌田顧問を推薦。 

五．閉会                                     古谷副会長 

 

（理事会報告作成：広報調査委員長 山田 遼） 
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新

入会員紹介 

 

  

新入会員紹介 

 

小出茉
こ い で ま

美
み

 先生（木更津市） 

4月より入会させて頂きました医療法人社団史祥会 房総メディカル 

第２クリニックの小出 茉美と申します。 

昭和大学卒業後、研修を終え以前は市原市で勤務しておりましたが、 

ご縁があり木更津市で診療することになりました。 

最近私生活ではゴルフを始め、休みの日はリフレッシュしております。 

早くコースに出るのを楽しみに日々練習しています。 

これから歯科医師として地域医療に貢献できるように精進していきたいと 

思っています。ご指導の程よろしくお願い申し上げます。 

 

医療法人社団史祥会 房総メディカル第２クリニック 

〒299-0065 木更津市吾妻 243-1 

TEL 0438-38-6771 FAX0438-38-6776 

 

河野
こ う の

香織
か お り

 先生（木更津市） 

この度、コロナ禍の中、家族会員として入会しました河野香織です。 

平成 8年に日本歯科大学を卒業後、東大付属病院を経て 主人と共に木更津 

に開業して 16 年になります。開業当初は「お姉さん先生」と呼ばれていた 

ものが「おばちゃん先生」と呼ばれても何も違和感がなくなり、最近は老人 

ホームで『若くてかわいいね～』と呼ばれることを励みに仕事をしており 

ます。 

休校中の子供の宿題である手作りマスクをはじめたところ、洋裁もできる  

のでは？と思い立ち、アロハ白衣作りをしようと思っております。 

コロナで大変な時期ではありますが、ケセラセラで過ごしていけたらと思 

います。主人共々よろしくお願いいたします。 

 

医療法人社団朱由佑会 こうの・デンタルクリニック 

〒292-0014  木更津市高柳 1-5-27 

TEL 0438-41-3363  FAX 0438-41-3161 
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和田勝先生を偲んで 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

令和２年４月３日の朝、久しぶりに礒貝昇先生から電話があり、和田勝先生のご子息 雅彦先生から「父

が亡くなりました」と電話で報告されましたと話され、余りにも突然のことで言葉を失いました。ご家族

の総意で、現在世界中に広まった新型コロナウイルス感染を心配し、葬儀が終わるまで一切口外しない

で下さいと言われたそうです。訃報が届いた翌日、勝先生のゴルフ仲間３人（礒貝・平野・高𣘺千晶各先

生）と私の４人で、最後のお別れの対面をさせて頂き、その席で雅彦先生から闘病生活の一部始終を聞い

て、長期間ご家族皆様が苦しみを抱えて生活をされていたことを思い胸が締め付けられました。葬儀は

近親者のみで４月８日に通夜、９日に告別式を執り行いますとのことでした。 

私と勝先生とは、木更津高校時代から日本大学歯学部卒業までの９年間、父の家督を継ぐために学問に

励みました。卒業後、勝先生は当歯科医師会に入会し、その後の経歴は会員皆様ご存知の通り、会長を務

め、旭日双光章を受章し、会員のために会務に励み、そして地域歯科医療にご尽力されました。偶然のこ

とですが雅彦先生と現副会長の熊切先生、そして私の娘は木更津高校で同期生でした。また３人の父親

は大学で同期生でした。 

和田家ご家族皆々様のご健勝とご繫栄をご祈念申し上げます。最後に和田勝先生のご冥福を心からお

祈り致します。 合掌  

                                      大澤 憲二 記 

 

 

はじめに、歯科医師会入会以後、今日まで長きに渡り皆様にご指導ご鞭撻いただくと共に、御一緒に活動出

来ましたことは、本人にとりましてとても幸せなことでした。父にかわって御礼申し上げます。本当にありがとうござ

いました。 

父、和田勝は令和２年 4月１日、胃がんにより 80歳の生涯を終えました。1月 26日に 80歳の誕生日を迎えた

ばかりでした。昨年末に胃がん末期(ステージⅣ)と診断され、年明けから抗がん剤治療に取り組みました。3 月 23

日までは近所のみでしたが、車の運転をするほど順調でしたが、3 月 24 日、点滴通院時に体調を崩し、そのまま

入院となりました。家族にとっても驚きの急変でした。あいにく、この時期感染症対策の一環として面会もままなら
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ない状況でした。ただ歩行は出来ていましたので、着替えを届けに行った母とはわずかな時間ですが会って話を

したようです。その後 3月 29日までは電話での会話が出来ていました。3月 30日に容体が悪化し、家族のみ面

会が可能となりました。お別れの場を病院が用意してくれたようです。以前から痛みを我慢してかくしていたのかも

しれませんが、入院生活が一週間程度だった事と母と 3 人の子供と一緒に、やすらかな最期を看取れた事が救

いだったと思います。 

なお、葬儀は昨今の情勢を考慮して近親者のみにて執り行いました。ご通知が遅れましたこと等、数々の御無

礼がありましたこと心よりお詫び申し上げます。 

また、この様なごあいさつの機会を貴重な紙面を割いて御用意下さいました原会長、飯島理事はじめ皆様に感

謝申し上げます。 

和田 雅彦 記 

 

 

  

 

 

会員の動向 

 

 

  

閉院 

          吉田 かおり 先生 （君津市）  令和２年３月３１日  閉院 

 

退会 

           石渡 千紗 先生 （木更津市）  令和２年３月３１日  退会 

 

物故会員 

和田 勝 先生 （袖ケ浦市）   令和２年４月１日 ご逝去 
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★☆★……………‥‥‥‥‥‥編集後記‥‥‥‥‥‥……………★☆★ 

～コロナのあれこれ～ 

 

巻頭言でも古谷副会長が触れていましたが、昨年末より湖北省武漢で発生したと思われる新型コロナ

ウイルス(COVID-19)は一瞬のうちに世界中に拡散し、ここ日本でも上半期を過ぎたところでようやく収

束の兆しを見せ始めていますが、当分終息というわけにはいかないようです。当初は対岸の火事に過ぎ

なかったその足音は徐々に我が歯科会にも忍び寄り、マスク不足から始まって消毒用アルコール等の衛

生用品が手に入りづらくなりました。やがては患者さんの足が遠のき、自粛や休業により経営問題にす

ら発展してしまうなど、皆様もさぞ今回のコロナ騒動に疲弊し、うんざりしていることと思います。 

 

             令和元年度第１３回理事会（３月７日） 

                この頃はまだマスクさえしていれば大丈夫ぐらいの感覚だった 

 

 

当会でも今年に入りこの騒動に大きく翻弄され、様々な時間やイベント等を犠牲にしてきました。各行

政の歯科健診や協議会等は軒並み中止となり、会では毎年会報に掲載されている 3 月のスキーツアー、

第１回生涯研修講習会が中止され、健歯児童生徒審査会が延期となりました。この先も色々な行事が恒

例化していますが、先行き不透明な状況であります。 

 

 

 

 

令和２年度第１回理事会（４月８日）ソーシャルディスタンスを守り、窓を全開にして行った 

 

私も早いもので広報の担当理事になって１年が経とうとしていますが、今回の会報が本当に刊行でき

るかとても不安でした。しかし、例年より少し寂しく、遅れての刊行となりましたが、本当に多くの先生

方に助けられ、ご協力していただいたおかげでなんとか踏み切ることが出来ました。コロナ発生から半

年以上が過ぎ、ここにきて感染者に対する致死率の少なさに日本は WHO をはじめ、世界各国から評価

され始めたようですが、休業しろと言われれば泣く泣くシャッターを下ろし、外出を自粛しろと言われ

れば家に籠り、街から人が消えて不満や文句をいいつつも、我々日本人はよその国のように経済活動を

優先させず、暴動も起こさず、決め事を遵守するとても忍耐強い国民だと思います。会員の皆様でこの難

局をなんとか乗り越えていきましょう！ 

                    

第２回理事会（５月９日）遂に自宅での web 会議となった 

                      `テレワーク´は今年の流行語にノミネートされるだろうか 

 

                                      広報調査担当理事 飯島達郎 
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「メールアドレス」登録のお願い 

～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） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★表紙コメント★  

『渓流の青い宝石』といわれるカワセミ。 

僕の自宅の脇を流れる矢那川の小さな段差でよく見かけます。  

 

撮影者/広報調査委員 鈴木 邦彦 

mailto:kkdental@nifty.com
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