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と き
平成３１年 ２月２８日（木）

１４時
ところ

文京シビックホール
大ホール

学校歯科保健功労者表彰
代表 佐草佐恵子 氏

保健功労者 起立紹介 保育園・こども園・幼稚園の部 １位
私立玉川学園幼稚部 ４歳

鶴代叶夢さん

小学校低学年の部 １位
世田谷区立代沢小学校 ３年

山脇宙桜さん

小学校高学年の部 １位
文京区立礫川小学校 ５年

來栖仙之介さん

中学校の部 １位
清瀬市立清瀬第二中学校 ３年

芥川瑠花さん（代理）校長 荒川徳子 氏

高等学校の部 １位
都立六郷工科高等学校 ２年

佐藤ふぶきさん

特別支援学校の部 １位
都立王子特別支援学校高等部 ３年

林 �さん

図画・ポスター講評
東京学芸大学 名誉教授 博士（教育学）

増田金吾 氏

学校歯科保健優良校表彰
代表 門脇伸也 氏

図画・ポスターコンクール入賞者 図画・ポスターコンクールのスライド 標語コンクールのスライド

平成３１年３月 都学歯広報�第１２４号� ３



作文講評 千代田区教育会国語部長
（千代田区立和泉小学校校長）

渡辺裕之 氏

研究発表 座長
酒井克典理事

研究発表 感謝状

歯の作文入選者朗読 文京区立明化小学校 ６年
中村紋百佳さん

目黒区立第九中学校 ３年
柿崎良太さん

特別講演「パラリンピアンが考えるスポーツの力」
㈱電通パブリックリレーションズシニアコンサルタント・（公財）日本障がい者スポーツ協会理事・（公財）東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会・組織委員会顧問会議顧問・渋谷区教育委員会委員 大日方邦子 氏

図画・ポスターコンクール優秀作品の展示 研究発表ポスター展示

研究発表 台東区立東浅草小学校
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実行委員のご協力で

スムーズな大会運営

盛況の客席

平成３１年３月 都学歯広報�第１２４号� ５



● ●

東京都学校歯科会
創立７０周年・法人化４０周年

記念式典・祝賀会

会場：東京ドームホテル
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東京都学校歯科医会では事業の一環として，毎
年，国公私立の保育所（園）・幼稚園・こども
園・小学校・中学校・中等教育学校・高等学校・
特別支援学校を対象とした「学校歯科保健優良校
（園）」の募集と，小学校・中学校を対象とした
「歯の作文」の募集をしております。
学校歯科保健優良校（園）表彰は，毎年春に行

われる定期健康診断の結果や学校（園）歯科保健
の活動状況を調査票に記入し，東京都学校歯科医
会に送っていただきます。送られた調査票を東京
都学校歯科医会の審査委員会において，学校
（園）歯科保健活動が各学校（園）でどのように
取り組まれ，幼児，児童，生徒の歯・口の健康づ
くりがどのように実践されているかを審査いたし
ます。審査につきましては，う蝕処置率よりも学
校（園）歯科保健の活動状況の評価に重点を置く
ようにしております。また，各学校（園）歯科医
の活動内容も評価の対象になる部分があります。
毎年多数の学校（園）に応募していただいてお

り，平成３０年度は７１３校（園）の応募をいただき
ました。優良校（園）は東京都学校歯科保健研究
大会で表彰させていただいております。
なお，日本学校歯科医会では国公私立の幼稚

園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校を
対象に全日本学校歯科保健優良校表彰を行ってお
ります。東京都学校歯科医会では，応募校（園）
の中から特に優れた６校（園）を選出し，日本学
校歯科医会へ推薦いたします。
この事業の趣旨をご理解いただき，多くの学校

（園）が応募されますようお願い申し上げます。
また，「歯の作文」の応募につきましては，学

校歯科保健優良校（園）表彰の趣旨と同じく子ど
もたちの歯・口の健康づくり育成事業の一環とし
ておこなっております。対象学年は小学校では５
年，６年，中学校では全学年となっております。
平成３０年度の作文応募数は小学校２９０作品，中

学校１７１作品となっております。
応募作品は東京都学校歯科医会の審査委員会に

よって一次審査され，専門家の二次審査へとまわ
されます。これらの審査を経て選別された優秀作
品の中から，小学校部門より一作品，中学校部門
より一作品に絞られ，最優秀作品となります。そ
して，最優秀作品は毎年２月に開催されます東京
都学校歯科保健研究大会の席上において，ご本人
に朗読していただきます。また，優秀作品は本会
ホームページにも掲載させていただきます。
事業内容を充分にご理解いただき，各学校

（園）歯科医の先生方におかれましては，担当さ
れている学校（園）を訪問する際に，ご協力いた
だけるよう校長（園長）先生，養護教諭等に是非
お願いしていただけるよう希望いたします。

「学校歯科保健優良校（園）表彰」応募について
●対 象 校 国公私立の保育所（園）・幼稚園・

こども園・小学校・中学校・中等教
育学校・高等学校・特別支援学校

●応募締切 ６月末日までに東京都学校歯科医
会へご提出ください。

『歯の作文』募集について
●対象学年 小学校５年・６年・中学校全学年
●募集締切 地区教育委員会は，地区学校歯科

医会に７月中旬までにお届けくだ
さい。地区学校歯科医会は７月末
日までに東京都学校歯科医会へご
提出ください。
なお，国立および私立小・中学校
は７月末日までに直接東京都学校
歯科医会へご提出ください。

平成３１年度
「東京都学校歯科保健優良校（園）表彰の応募」と

「歯の作文募集」に関するご協力のお願い
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私たち狛江市学校歯科医会は，以前は北多摩歯
科医師会の調布狛江支部の学校歯科医会として活
動していました。現在の形になったのは，昭和５６
年に北多摩歯科医師会が解散し，各市単位に分離
独立，狛江市歯科医師会が誕生したことに伴い，
狛江市学校歯科医会が誕生しました。
そのころは，子供たちのむし歯も多く，春の健

康診断が終わると，治療の勧告書を持って来院す
る子供たちで大変忙しかったものです。
少人数で発足した会ですから，会長を中心に勉

強させて頂き，お互いの意見交換を密にしており
ました。
現在では，狛江市の小学校６校・中学校４校・

その他高校１校を受け持っています。歯科医師会
全体の会員数も少ないことから，学校歯科医につ
いては各校個別に専任しています。
狛江市は，人口８万人で北多摩地区の最南に位

置し，調布市と世田谷区に接しています。地理的
には，全国で２番目に小さな市で，しかもその四
分の一が多摩川の河川敷です。２０年程前に小田急
線が高架化，狛江駅の駅舎も新しくなり，開かず
の踏切が消えたことで，街がひとつになって街並
みも整いました。小田急線で新宿まで２０分という
市街地でありながら，それほど高い建物がなく，
市全体が平坦なので，はじからはじまで自転車で
移動が楽にできます。また，自然豊かな多摩川や
緑の多い落ち着いた住環境が好まれたのか，若い
世代の流入が多くなり，最近では，乳幼児の人口
が増えて，健康診断も忙しくなってきました。こ
れからこの子供たちの口腔の健康を守っていかな
ければならないと，各先生や市の歯科衛生士とも
話し合っています。
毎年，新学期が始まると，各校で健康診断が始

まります。他の地区と同様に近年ますます，むし
歯が減ってきております。ただ歯列の乱れは，顎
が小さくなってきているせいか，目立つようにな
りました。また，少数ながら多くのむし歯を持っ
た子供たちがいます。その子供たちを養護の先生
と協力しあって，いかに改善していけるかが，大

きな課題と思っています。
学校歯科医は，子供たちと会話をしたり，歯み

がきの方法を指導しながら，和やかに健康診断を
進めるよう互いに努力しています。
健康診断後は，結果を集計し，各校で保健委員

会を開催して今後の方針を検討します。また，さ
らに各校のデータを持ち寄り，狛江市全体での話
し合いが，持たれます。
また，市においても口腔衛生啓発のためのポス

ター作成や作文の募集を各校に要請し，収集して
いただいております。
私たちの会は少人数なので，会合は年に１回の

総会だけですが，歯科医師会の会合等で頻繁に意
見交換しており，円滑な会運営を行っておりま
す。
現在，子供達のむし歯は，全国平均では１２歳で

１人あたり０．８本台となっております。このよう
に子供たちの口腔の状態が良くなってきたのは，
全国の学校歯科医の貢献のたまものだと思ってい
ます。狛江市においても，歴代の会長の早川先
生，松浦先生以下諸先輩方とともに研究，努力を
重ねてまいりました。口腔の健康は，子供たちの
大切な財産として守り育てていくよう，学校歯科
医全員とともに，これからも力を尽くしてまいり
ます。

地区学校歯科医会からのメッセージ

狛江市学校歯科医会

会長 塩谷達昭
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調布市学校歯科医部会は，調布市歯科医師会の
委員会の一つとして活動しております。現在，市
立小学校は２０校・中学校は８校・都立高校は５校
あり，４４名の会員のもと（登録会員含む）市内児
童の口腔内を守るため様々な活動を行っておりま
す。本部会では，学校歯科医になるためには部会
に登録する制度を取っており，新たに学校歯科医
を選出する場合は，登録会員から選ぶ決まりと
なっております。部会の委員は，担当副会長・担
当理事を除き３名おり，年に７回の委員会を開催
しています。主な事業としましては，市内学校に
おける年２回（春・秋）の歯科健康診査と年に一
度の刷掃指導を行っており，年間を通した児童の
口腔内の管理を可能にしております。また，平成
１６年より登録衛生士制度を発足し，調布市内の
小・中学校並びに保育園での刷掃指導・健診補助
を行っており，本会独自の誇れる制度となってお
ります。登録衛生士の全体会も行っており，各学
校で統一した見解のもと活動することが可能と
なっております。また，年に一度学校歯科医を対
象に意見交換会の開催，全国並びに東京都の学校
歯科保健研究大会への参加，２年に１度公衆衛生
Ⅰ委員会と共催して口腔衛生指導講演会の開催，
調布市学校保健委員会役員会への参加，毎年６月
に市民向けに開催される「歯と健康のつどい」に
おいて市内児童を対象に「図画・ポスター・標語
コンクール」を行い，特に優秀な児童には部会か
ら表彰を行うなど，年間を通して活動しておりま
す。
本部会の事業目的として「学校歯科医部会は，

学校歯科医が行う学校歯科保健活動を支援する。
その活動は，市内児童・生徒が歯・口の健康づく
りを目的とした生きるちからをはぐくむ基礎づく
りである。学校歯科医は，その役割を果たすため

自己研鑚を行い，本部会はそのための研修会や情
報提供を行う」と謳っており，その共通した理念
のもと本部会の会員は，それぞれの学校にてご活
躍されております。また学校側へ提出する執務記
録も徹底して行い，年に一度の活動報告書を本部
会に提出してもらうようお願いしています。
最後になりますが，本部会の今後の課題とし

て，ひとつは給食後の歯みがきの徹底がありま
す。現在，小学校において半数近くで歯科健康診
断後２週間程度，昼食後の歯みがきを行っており
ます。しかしながらいまだ全校，通年で行ってい
ません。部会としても，学務課や指導室，養護教
諭部会に強く働きかけていますが，時間的な問題
や水道の不足等で達成できてはいません。今後と
も全校，通年でブラッシングしてもらえるよう働
きかけていきたいと思います。もう一つの課題
は，健康診断後の歯科医院への受診率の調査を全
校で行うことです。現在，調布市内では，この調
査・統計が出されておりません。本部会にとって
さらなる歯科保健の向上を目指すためにも，市内
児童がどの程度歯科医院を受診し，治療が完了し
ているのかを把握することはとても重要なことと
考えております。しかしながら，行政や学校側の
都合もあり，何度か協議を重ねておりますが，未
だはっきりとした回答が得られていない状況で
す。
今後とも，未来ある子供たちの健やかな成長の

ために本部会として，また歯科医師として何がで
きるのか，また何をしなければならないのかを常
に考え，微力ながら尽力していきたいと考えてお
ります。

調布市歯科医師会

学校歯科医部会 担当理事 小田切秀男
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日本橋学校歯科医会の紹介と活動

日本橋
日本橋学校歯科医会は地域柄小学校が少なく６名で

あり，全員がまだ４年未満という新人で構成されてい
ますが，今まで長年務められた先輩方の活動を踏襲し
引き継いでおります。中央区は日本橋と京橋に地区が
分かれており，年に一度，中央区の教育委員会と両学校
歯科医との合同懇親会を開き，地区における違いや問
題点などを協議し解決していこうと努力しております。
写真は，平成３０年１１月に行われた合同懇親会の後の

スナップ写真です（日本橋学校歯科医会６名）。
（吉成伴夫）

キャリブレーション研修会

港区芝
当会主催のキャリブレーション研修会が平成３０年５

月２２日に開催されました。講師は長井博昭会長で当日
４６名の学校・園歯科医が参加しました。研修はCO，
GO数症例を一回目は写真だけを見て診断し，二回目
は年齢や口腔内の状態などをヒントに一回目と同じ写
真を用いて診断するという方法で行われ，COでは二
回目でヒントが与えられると回答は一つの診断に集約
されていく傾向にあるが，GOでは集約されていくも
のの，症例によってはばらつきがあるという結果にな
りました。今後も継続的にキャリブレーション研修会
を行い，全員の診断を集約していく必要があると思わ

れます。なお，この結果は第６８回日本口腔衛生学会に
て発表の予定です。 （華岡眞幸）

文京区の「歯・口の健康づくり」

文 京
文京区学校歯科医会で毎年開催している「歯と口の

健康づくり」は，６月開催に向けて準備委員会が３回
実施されています。そのメンバーは教育委員会から学
校保健担当者が４名，文京区学校歯科医会は理事者全
員と小石川歯科医師会と文京区歯科医師会から各１
名，幼稚園会代表１名，小学校・中学校長会各１名，
小学校養護部会から２名，中学校養護部会から２名と
総勢２５名のメンバーで構成されています。初回の会議
は，前年度の問題点の改善策を徹底的に話し合い，２
回目は良い歯のポスター選考，３回目は反省会を行

い，今年度の問題点の抽出をして申し送りをしていま
す。 （竹内千惠）

台東区下谷地区の学校歯科保健活動

下 谷
台東区は，浅草地区と下谷地区に分かれていて，当

地区は秋葉原，上野，根岸，谷中，入谷界隈のエリア
です。
主だった活動は，各々の学校健康診断また眼科，内

科，耳鼻科，歯科の校医と保護者による学校保健委員
会をしています。１１月には，翌年度に就学される児童
の就学時健康診断を行っています。
台東区学校保健委員会としましては，浅草地区と合

同で医科，歯科，薬剤師，学務課と年４回の理事会，
総会，学校保健研究発表会を行い児童ならびに生徒た

ちの健やかな身体を維持できるように一丸となって協
議しています。 （秋山欣也）
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第６８回全国学校歯科医協議会
平 成３０年１０月２５日（木）１６時 か ら，SHIROYAMA

HOTEL kagoshima（旧城山観光ホテル）において開
催されました。
鹿児島県歯科医師会の伊地知博史会長，日本学校歯

科医会の川本 強会長の挨拶に続き，平成３０年度文部
科学大臣表彰受賞者紹介に移りました。本会からは，
事業担当である酒井克典理事が登壇し拍手にて会員各
位より祝福されました。
講演は，鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯

科学分野教授の山﨑要一先生による「こんなところに
も目を向けよう！スクリーニングとして重要な学校歯
科健康診断」と題して，発達期の歯科健康診断で注意
を払うべき特有な事項として，５項目の説明を受けま
した。５項目は，歯の外傷の影響・口腔習癖の歯列咬
合への影響・顎骨内の永久歯の形成と萌出の異常・永

久歯の先天性欠如・呼吸障害の影響で，ともすれば見
逃されがちな小児期特有の様々な歯科的問題点を察知
する「気づき」の重要性について，お伺いすることが
できました。学校歯科健康診断の場が，子供たちの発
育に影響する幅広い障害の検出の機会になる可能性
が，示唆されました。

学校歯科医生涯研修制度更新研修会
学校歯科医生涯研修制度更新研修会が，平成３０年１１

月１５日（木）に歯科医師会館１階大会議室で１３時から
開催されました。東京都学校歯科医会の澤田専務理事
の司会のもと，鈴木副会長の開会，末髙会長の挨拶，
日本学校歯科医会の川本会長の来賓挨拶に続き，講演
は「教育関連法規等と学校歯科保健」の演者は東京都
学校歯科医会の山室直子理事，「就学時の健康診断マ
ニュアルの改訂点について」の演者は同山﨑 靖理事
でした。
山室理事が，学習指導要領の改訂の中でのアクティ

ブラーニングの重要性と具体例を示してくださいまし
た。また，歯周病が生活習慣病の一つに明記され，そ
の原因，予防も具体的に記載されたそうです。１７歳時
での１０年前との比較で，明らかに肥満者が減ると同時
に過度の痩身志向がある等が食育基本法制定の背景に

あるとのことでした。
山﨑理事の講演では，う蝕多発傾向者の説明と，ネ

グレクト（育児放棄）が早期に発見しやすいので疑われ
たら早期に通告することの重要性をお話されました。
最後に，長沼副会長より最近の学校教育についての

話があり，閉会しました。

平成３０年度第２回参事会
平成３１年１月１７（木）１６時より開催され，長沼副会

長の開会，末髙会長の挨拶に続き山田善裕東京都教育
庁地域教育支援部歯科保健担当課長，川本 強日本学
校歯科医会会長，山崎一男東京都歯科医師会会長，石
島弘己東京都歯科医師連盟副会長に来賓挨拶を頂きま
した。報告と連絡は末髙座長のもと，山室学術担当理
事より，必ず手にとった方に読んで頂けるように工夫
をこらして冊子を作成している事，事業担当の清水理
事より歯の作文，図画・ポスター，標語コンクールの
応募に関して書面のほかに，学校に張ってもらえるポ
スターも配布するようにしたこと，髙橋文夫理事が第
５３東京都学校歯科保健研究大会へのご協力のお願い，
周年記念事業の説明を行い，澤田専務理事による第１２
回臨時代議員会の開催が３月１４日（木）になったこと
とその概要，箭本理事より公益法人移行の進捗状況，
酒井理事より東京都学校歯科医会の会員数の変移と東

京都の学校数の変移について，長沼副会長より東京都
福祉保健局が都内の小学５年から高校３年歯科保健行
動調査を本年度実態調査をするのでその説明と協力の
依頼，澤田専務理事より「歯・口の外傷マニュアル」
の配布の説明がなされました。
参事の先生方のご質問とご意見及び要望は，就学時

の健康診断マニュアルが変更されたことへの各地区の
対応について，参事会の開始時間について等でした。
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９／６（木） 第５回理事会 会館
作文審査会 会館
第５回広報委員会 会館

９／１２（水） 歯・口の健康啓発標語コンクール（都学歯締切）
図画・ポスターコンクール（都学歯締切）

９／１３（木） 城南地区学校歯科医連絡協議会 荏原歯科医師会館
９／２０（木） 歯・口の健康啓発標語コンクール審査会 会館

図画・ポスターコンクール審査会 会館
９／２７（木） 歯の作文２次審査依頼 千代田区立和泉小学校

ブロック別学校歯科医研修会（中央ブロック・
麹町） 会館

１０／４（木） 第１回東京都学校歯科保健功労者表彰審査会 会館
第６回事業部会 会館

１０／１１（木） 城東地区学校歯科医連絡協議会 ゑびす家（柴又）
１０／１８（木） 第２回東京都学校歯科保健功労者表彰審査会 会館

第６回理事会 会館
更新研修予演会 会館
第６回広報委員会 会館
ブロック別学校歯科医研修会（城東ブロック・
江東） 江東区歯科医師会館

１０／２５～２６ 平成３０年度全国学校保健・安全研究大会
第６８全国学校歯科医協議会 鹿児島市民文化ホール

城山ホテル鹿児島
１１／１（木） 公益社団法人移行についての打合せ会 都庁

第１回選挙管理委員会 会館
１１／７（水） 第４回学術研究委員会 会館
１１／８（木） 公益社団法人移行についての打合せ会 会館

平成３０年度東京都養護教諭研究会役員連絡会
会館

図画ポスターコンクール受賞作品展示掲載作業
市ヶ谷駅地下展示コーナー

第７回事業部会 会館
城北地区学校歯科医連絡協議会

豊島区歯科医師会館
１１／８～１２／２０ 図画ポスターコンクール受賞作品展示

市ヶ谷駅地下展示コーナー
１１／１０（土） 多摩①地区学校歯科医連絡協議会

調布市文化会館たづくり ８F 映像シアター
１１／１５（木） 学校歯科医生涯研修制度更新研修会

会館 １F大会議室
学校保健（学校歯科医）研修会

会館 １F大会議室
第７回広報委員会 会館

１１／２２（木） 第７回理事会 会館
ブロック別学校歯科医研修会（城西ブロック・
新宿） 会館

１１／２９（木） 東京都学校保健研究会役員連絡会 会館
歯の作文審査の御礼 千代田区立和泉小学校

１２／５（水） 公益社団法人移行についての打合せ会 都庁
１２／６～７ 第８２回全国学校歯科保健研究大会

沖縄コンベンションセンター
沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

１２／１３（木） 第８回事業部会 会館
公益社団法人移行についての打合せ会 会館

１２／１８（火） 第１回学術部会 会館
１２／２０（木） 予演会（基礎研修） 会館

図画ポスターコンクール受賞作品展示撤去作業
市ヶ谷駅地下展示コーナー

第８回理事会 会館
第８回広報委員会 会館
東京都教育委員会連絡協議会

シェンロン トーキョー
１２／２７（木） 表敬訪問 文部科学省
１／５（土） 新年名刺交換会（杉並） 杉並会館

合同新年会（品川・荏原）
グランドプリンスホテル新高輪

１／８（火） 新春懇談会（東京都歯科医師会）
ホテルグランドパレス

１／１０（木） 「いい歯東京」関連事業についての打合せ会
会館

新年賀詞交歓会（江東） ホテルイースト２１東京
１／１１（金） 第５回学術研究委員会 会館
１／１２（土） 新年祝賀会（板橋） 板橋区歯科医師会館

賀詞交歓会（東京都学校薬剤師会）
グランドニッコー東京台場

先輩に感謝する会（葛飾） テクノプラザかつしか
新年祝賀会（練馬） ホテルカデンツァ光が丘
合同新年賀詞交歓会（目黒） ホテル雅叙園東京
新年会（世田谷） キャロットタワー

１／１４（月） 新年祝賀会（豊島） ホテルメトロポリタン
１／１７（木） 中間監査 会館

第９回理事会 会館
第２回参事会 会館
第８回広報委員会 会館
新年会（大森） 大森歯科医師会館
新年会（歯科医師連盟多摩連合会）

立川グランドホテル
１／１９（土） 新年会（蒲田） プラザ・アペア

新年懇親会（江戸川） タワーホール船堀
１／２４（木） 第９回事業部会 会館

創立７０周年・法人化４０周年記念式典・祝賀会
第３回実行委員会 会館
東京ドームホテル下見 東京ドームホテル
新春時局講演会（東京都歯科医師連盟）

ホテルグランドパレス
新春賀詞交歓会（東京都歯科医師連盟）

ホテルグランドパレス
１／２６（土） 新年会（東久留米） ホテルメトロポリタン

新年会（荒川区） ホテルラングウッド
１／３１（木） 文京シビックホール打合せ 文京シビックセンター
２／２（土） 新春のつどい（東京都歯科衛生士会）

アルカディア市ヶ谷
２／７（木） 第２回予算決算特別委員会 会館

第１０回事業部会（作文募集ポスター打合せ） 会館
第２回学術部会 会館

２／１４（木） 第１０回理事会 会館
第９回広報委員会 会館

２／１６（土） 新年会（昭和大学歯学部同窓会）
ホテルメトロポリタンエドモント

２／２１（木） 都私幼連だよりのインタビュー 会館
２／２８（木） 第５３回東京都学校歯科保健研究大会

文京シビックホール
創立７０周年・法人化４０周年記念式典・祝賀会

東京ドームホテル
３／４（月） 次期会長候補者選挙候補者届出締切 会館

選挙管理委員会正・副委員長打合せ 会館
３／７（木） 学術委員全体会 会館

第１０回広報委員会 会館
３／１４（木） 第１１回理事会 会館

第２回選挙管理委員会 会館
第１２回臨時代議員会 会館
第１１回広報委員会 会館

３／２０（水） 第６回学術研究委員会 会館

【訃 報】

葛 飾 増田 清治 （葛飾区立立石中学校） H３１．１．４ご逝去

足 立 片桐 博陽 （足立区立栗島中学校） H３１．１．１２ご逝去

上記の先生がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り
致します。 （敬称略）

会 務 報 告
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