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「渡辺先生に感謝する会」行われる
渡辺三雄先生(昭 41 年歯卒)は医歯大躰道部第二代監督、躰道協会審判長、躰道本院事務総長などを歴
任され現在も躰道本院最高会議議長として躰道界に偉大な足跡を残されています。また先生は歯科界に
於いてもご開業の傍ら、東京医科歯科大学東京同窓会会長などの活動を精力的にこなされています。ま
た平成 18 年度からは歯科医師会中央協議審議会委員として歯科保険点数の改訂作業に獅子奮迅の活躍を
されてきました。このたび中医協委員を退任された事を契機にその慰労の会また古稀のお祝いを兼ね、
長年の先生のご功績に感謝する会を行うべきではないかというご提案が、清水友先生(昭 51 年歯卒) 宮
崎隆先生(昭 53 年歯卒)、守澤正幸先生(昭 56 年歯卒)らから出されました。そのご提案を受け、馬場麻
人先生(平成元年歯卒)を実行委員長とする「渡辺先生に感謝する会」が平成 23 年 11 月 26 日（土曜日）
、
学士会館で行われました。会は躰道協会から中村正弘会長、近藤光男範士をお迎えし、18 時に開始とな
りました。会は発起人代表として清水先生のご挨拶に始まり、ちょうどこの日が祝嶺正献最高師範のご
命日に当たられる関係で先生および震災の犠牲者の皆様に黙祷を捧げた後、中村、近藤両先生からのご
挨拶と続き、顧問の天笠先生の音頭で乾杯となりました。いずれの先生方からも渡辺先生の超人的とも
いうべき活動内容に対する尊敬と賛美が込められたご挨拶がなされ、改めて渡辺先生のすごさを感じる
ことができました。その後は私（柴田）が仁雄会４５周年記念誌に編集した写真を利用して、渡辺先生
の現役時代から現代に到るまでの 50 年余の活動を振り返りました。写真の仲の不明な点はご出席いただ
いた日野先生（昭４６年医卒）にかなり解説していただきました。この場をお借りしてお礼申し上げま
す。その後各テーブルからスピーチがあった後、先生への記念品、花束贈呈と続き、先生からご自身の
入部から現在に至るまでの躰道界での活動、同窓会・歯科医師会関連での活動、臨床医として活動等、
広範囲に渡る活動に関するご挨拶がありました。渡辺先生はそのいずれの活動においても第一線でご活
躍されている事は本当に驚嘆すべきことだと思われます。会はその後宮崎先生の閉会の挨拶の後、集合
写真を撮ってお開きとなりました。会には前日まで渡辺先生の奥様もご出席のご予定でしたが、急用の
ためご欠席となりました。
渡辺先生におかれましては今後とも躰道部、仁雄会へのご指導、ご鞭撻、またご支援のほど、よろし
くお願い致します。なお、当日欠席の多くの先生方から寸志をいただきました。本当にありがとうござ
いました。
渡辺先生に感謝する会 出席者（順不同、敬称略）
渡辺三雄、中村正弘（躰道協会）
、近藤光男（躰道協会）、天笠 光雄（前顧問）、木下一郎 S35M、日野恒和 S46M、飯泉智
弘 S47M、佐藤良治 S50M、清水 友 S51D、小川博章 S51D、三壁敏雄 S52M、原 好秋 S52D、鈴木 格 S52D、宮崎 隆 S53D、橋
本吉明 S54D、守澤正幸 S56D、柴田俊一 S57D、高田義章 S58M、役山比登志 S60D、金 明培 S60D、島田康史 S61D、青木 章 H01D、
馬場麻人 H01D、塩崎智彦 H06D、南 一郎 H12D、江川京子 H19N、飯村祥子 H19N、宮本翔平（現 M6）
、金崎彩子（現 D6）
、戸島
範之（現主将 M5）
、成相諒子（現副将 M5）
、大久保美伽（現次期幹部 N2）

寸志をお寄せいただいた先生方
寸志をお寄せいただいた先生方（順不同、敬称略）
をお寄せいただいた先生方（順不同、敬称略）
安部 幸史郎（躰道協会）新冨 芳明 S41M、藤原 秀臣 S42M、鈴木 晴司 S43D、川蔦 真人 S44M、高江洲 義英 S46M、
奥村 弘一郎 S47D、福本 達 S51M、福本 守男 S52M、知花 朝美 S52M、戸塚 慎一 S52M、村田 耕一 S54D、伊藤 雅史 S55M 、
新田 幸恵 S56N、土井 庄三郎 S57M、佐藤 準一 S58M、渡辺 竜登美 S59D、渡辺 功 S61D、小島 雅浩 S61M、古木 譲 S63D、
布施 泰子 S63M、松本 進一 H01D、石川 直人 H06M、文村 優一・英美 H08M、岡部 格 H10M、中西 一弘 H22 技工、隈 陽
一郎 H23D

渡辺先生に感謝する会 会計報告
収入
・式典会費：425,000円
・お祝い:35,000円
・寸志：260,000円
計：720,000円

差し引き：89,480 円（仁雄会会計に繰り込みました）。

支出
・会場支払い：486,366円
・準備費用：8,624円
・最高師範命日：10,520円
・旅行代：100,000円
・お車代：15,000円
計：620,520円

*大会結果
第 45 回全国学生躰道優勝大会（
回全国学生躰道優勝大会（2011/10/8）
2011/10/8）於東京武道館
新人団体法形競技 第５位 （伊藤 M1、長瀬 M1、長尾 T1、村上 T1、吉川 M1）

第７回神奈川県競技会（
回神奈川県競技会（2011/7/23）
2011/7/23）於神奈川県立武道館
新人法形競技 優勝 吉川遥菜 M1
準優勝 長瀬大芽 M1
第３位 伊藤 晃 M1
第４位 長尾侑紀 M1
女子級位実戦競技 優勝 川畑めぐみ N2
準優勝 大久保美伽 N2
級位法形競技 第３位 川畑めぐみ N2
団体実戦競技 優勝 堀内 H16
団体法形競技 優勝 （宮本 M6、戸島 M5、中西 H22、堀内 H16、宮下 H16）
準優勝 （川畑 N2、大久保 N2、成相 M5、江川 H19、飯村 H19）
団体展開競技 優勝（主：堀内 H16、1：戸島 M5、2：中西 H22、3：宮本 M6、4：江川 H19、5：宮下 H16）

第 22 回東京城西地区躰優勝大会（2011/7/10
回東京城西地区躰優勝大会（2011/7/10）
2011/7/10）於中野体育館アリーナ
新人法形競技 優勝 吉川遥菜 M1
準優勝 伊藤 晃 M1
団体実戦競技 優勝 （成相 M5、宮本 M6、中西 H22、堀内 H16、宮下 H16）
団体法形競技 優勝 （戸島 M5、宮本 M6、中西 H22、堀内 H16、宮下 H16）

第 34 回東京城北地区躰道優勝大会（
回東京城北地区躰道優勝大会（2011/6/26）
2011/6/26）於練馬体育館
男子個人法形競技 第３位 宮下宏紀 H16
団体法形競技 準優勝 （戸島 M5、宮本 M6、中西 H22、堀内 H16、宮下 H16）

＊平成 23 年度追い出しコンパ行われる
医学部医学科の宮本翔平、森美奈子、歯学部歯学科の金崎彩子、歯学部口腔保健衛生学科の沼田友里を
送る恒例の追い出しコンパが、平成２３年１２月１０日（土曜）にこれまた毎年恒例の新宿の焼き肉屋
で行われました。会は顧問の天笠先生、渡辺先生を初め、馬場先生、宮下監督、堀内監督補など多くの
OB の出席のもと楽しく進行していきました。私（柴田）にとっては医歯大に復帰してからはじめての追
いコンとなり、少し感慨深いものがありました。私は二次会途中で失礼しましたが、例年二次会、三次
会では楽しい出し物が出されるようでして、本年は新装成った躰道部ホームページ(http://tmdutaido.jp)
からその様子を引用させていただきます。
さて、１次会では先生方からお話をいただきました。躰道で学んだことの全てが、これから社会で生きていく上
で役に立つことや、躰道の良さは続けた人にしかわからないことなどがわかり、
改めて躰道の奥深さを感じました。また、食事もとても美味しく、お腹いっぱいまでいただくことができました。
2次会は虎の子という居酒屋でやりました！じつは会場への道の途中にもう一つ虎の子があり、みんな惑わされて、
なかなか辿り着けませんでした(笑"2次会ではそれぞれが好き勝手に話していましたが、途中で卒業する先輩方に
プレゼントが！中身は、部で作ったパーカーと手作りアルバム、花束です！現役が時間と愛をつぎ込んで作ったア
ルバムです(笑")。パーカーのデザインは柿澤先輩によるもので、これまた格好いいんです。その後、卒業する先
輩方のありがたいお話を聞いて、2次会はおひらきとなりました。
皆既月食がきれいな夜、3 次会も楽しみです！
追いコン三次会は、二次会の場所から程近い所にあるカラオケの鉄人で行われました。まず、宮下監督が最初に歌
い、毎回の事ながら素晴らしい歌声を披露してくれました。その後一時間位は各々好きなように歌い、いよいよ出
し物を披露する時がやって来ました。最初にOBの先輩方が一発芸をして、次に僕ら一年生の出し物でした。一年生
は、ウルトラマンタロウの歌に合わせてウルトラマンと怪獣が戦う(？)といったものでした。かなりシュールでし
た(笑)。その次に、二年生の先輩二方が「うたの☆プリンスさまっ♪」のダンスをかっこよく披露してくれました。
四番目は、追いコンの主役である今年卒業する先輩方です。プリキュアのダンスを披露してくれましたが、宮本先
輩のセーラー服姿は、なかなか面白いものでした(笑)。最後は戸島主将と成相副将のコントでした。サンタクロー
スに扮した成相先輩が、クリスマスプレゼントとして戸島先輩にルービックキューブを渡して、戸島がそれを解く、
といったものでした。戸島先輩は少し手こずりながらも、1分程で見事9面を揃えました(一次会でこっそり練習し
ていました笑)。その後は、朝5時位まで自由に歌って、追いコンはお開きになりました。初めての追いコンで緊張
したけど、それなりに楽しめたし、何より卒業する先輩方が楽しそうだったのが良かったです。

卒業生が皆様の近くに行きましたら是非かわいがってあげてください。またコンパ等にも奮ってご参加
いただきますようお願い致します。

＊引き続き、平成２３年度仁雄会年会費納入のお願い
前方でお願いした年会費が未納の先生方におかれましては、是非とも納入の方をお願い致します。
会費は医学部、歯学部卒１万円、パラメデイカルおよび保健衛生学科卒５千円
医学部、歯学部卒１万円、パラメデイカルおよび保健衛生学科卒５千円となっており、前報で同
医学部、歯学部卒１万円、パラメデイカルおよび保健衛生学科卒５千円
封した振り込み用紙をご利用ください。
加入者名 東京医科歯科大学 仁雄会

口座番号

00130-5- 36708

＊ 仁雄会事務局よりご案内
仁雄会事務局よりご案内
事務局長の柴田が医歯大に復帰しましたので、事務局を再び学内に置く事に致しました。連絡先は下
記の通りです。また躰道部のホームページがリニューアルされましたので、ご案内させていただきま
す。部の日々の活動内容が載っていますのでぜひ訪問してください。
仁雄会事務局：東京医科歯科大学顎顔面解剖学分野内
事務局長：柴田俊一 Tel; 05-5803-5435（東京医歯大顎顔面解剖学分野）
E-mail: sshibata.mfa@tmd.ac.jp
躰道部ホームページアドレス：http://tmdutaido.jp
http://tmdutaido.jp

