
自　2018年4月　1日
至　2019年3月31日

月日 曜日 詳　　細 出　席　者 場　　　所

4/1 土 佐賀県同窓会総会 武井副会長 ホテルビアントス

〃 〃 福岡看護大学開学記念式典
宮口会長、武井・神田・高嶺・中・

岡・今田副会長、白本・劉常務理事
福岡看護大学

4/7 金 入学式 宮口会長

4/13 木 平成28年度監査 馬場副会長、西原常務、臼杵・原監事 同窓会事務局

4/15 土 第38回福岡県北同窓会総会・懇親会 神田副会長、持山専務 旧古河鉱業若松ビル

4/18 火 法人理事会 宮口会長 本学園

5/13 土
冠橋義歯学分野教授佐藤博信先生退職記念

祝賀会
宮口会長、髙嶺副会長 西鉄グランドホテル

5/14 日 平成29年度第1回理事会 電気ビル共創館

5/20 土 大阪府同窓会平成29年度定例総会 野口副会長、持山専務 サウナニュージャパン会議室

5/20 〃 長崎県同窓会総会・学術講演会 勝俣副会長 佐世保レオプラザホテル

5/21 日
神奈川歯科大学創立100周年記念式典・記

念コンサート・祝賀会 高嶺・馬場副会長 横須賀メルキュールホテル

5/23 火 法人理事会・評議員会・ガーデン研修会 宮口会長、武井・髙嶺副会長、髙橋顧 本学園

5/27 土
平成28年度地区会会長会・定時評議員会・

総会
ホテル日航福岡

6/6 火 第6学年激励会 岩本副会長 本学園　学生食堂

6/10 土 大分県同窓会総会・学術講演会 武井副会長 大分トキハ会館

6/10 〃 福岡県西同窓会総会・学術講演会 勝俣副会長
アークロイヤルホテル福岡天

神

6/17 土 関東同窓会総会・学術講演会 武井副会長 東部デパント東京

6/17 〃 沖縄県同窓会平成28年度総会・懇親会 高嶺・松島副会長 ザ・ナハテラス

6/17 〃 広島県同窓会総会 リーガロイヤルホテル広島

6/18 日
福岡歯科大学同窓生ご子息・ご息女対象

オープンキャンパス
神田副会長 本学園

6/20 火 法人理事会 宮口会長 本学園

6/22 木 2017年度臨床スキルアップセミナー「外 学術委員会 福岡県歯科医師会館　視聴覚

7/1 土
関根浄治教授就任十周年記念講演会・祝賀

会 岩本副会長 出雲ロイヤルホテル

7/1
〃

太田大阪府歯科医師会長・村上元日歯専務

理事懇談会
高嶺副会長、持山専務

7/1 〃 福岡県南同窓会総会・学術講演会 武井副会長 久留米歯科医師会

7/2 日
宮口嚴先生長崎県歯科医師会並びに神田晋

爾先生福岡市歯科医師会長就任祝賀会
西鉄グランドホテル

7/4 火 学術連絡会 岩本副会長、枌常務、重松理事 福岡県歯科医師会館1階ロビー

7/8 土
山口県同窓会　平成29年度長州歯会総会・

学術講演会・懇親会
持山専務 セントコア山口

7/18 火 法人理事会・評議員会 宮口会長、武井・髙嶺副会長、髙橋顧 本学園

7/20 木
第1回学術委員会と衛生士短大との学術講

演会打ち合わせ

岩本副会長、香川理事、升井顧問、安

河内衛生士長、堀部先生他
春華苑

7/22 土
九州大学歯学部創立50周年記念式典・祝賀

会
中・高嶺副会長、持山専務 ホテルオークラ福岡

7/24 月 学術委員会 岩本副会長、枌・葛西常務 福岡県歯科医師会

7/27 木 福岡歯科大学開学記念式典 高嶺副会長 本学園

7/29 土 平成28年度大阿蘇会定時総会 勝俣副会長
ANAクランウンプラザホテル

熊本

8/3 木 法人理事会 宮口会長 本学園

8/11 金 広島県同窓会在校生対象講演会 広島県歯科医師会館
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8/19 土 宮崎県同窓会夏季総会学術講演会 岩本副会長 エアラインホテル

8/24 木 2017年度臨床スキルアップセミナー「審 学術委員会 福岡県歯科医師会館　視聴覚

8/26 土 兵庫県同窓会学術講演会 グリーンヒルホテル神戸

8/26.27 土・日
第33回全国歯科大学同窓会・校友会学術担

当者連絡会/懇親会
学術委員会 福岡県歯科医師会館/稚加栄

9/2 土
九州歯科大学福岡県同窓会福岡支部レク

レーション
岩本・中副会長

グラナダスウィート「ザプラ

ザ」

9/2 〃 平成29年度佐賀県同窓会学術講演会 ホテルニューオータニ佐賀

9/2 〃
鹿児島県同窓会「福歯会」平成29年度総

会・学術講演会
武井副会長 鹿児島県歯科医師会館

9/9 土 近畿ブロック役員連絡協議会・懇親会 髙嶺副会長 ホテル阪神

9/11 月 第3回学術委員会 学術委員会
福岡県歯科医師会館　4階第二

会議室

9/14 木 日本歯科医師会役員就任披露パーティ 髙嶺副会長 ホテルニューオータニ

9/16 土 歯科矯正学分野教授玉置幸雄先生就任祝賀 髙嶺副会長 西鉄グランドホテル

9/20 火 法人理事会 宮口会長 本学園

9/23 土 12校会議ならびに時局講演会

高嶺副会長、持山専務、中野関東同窓

会長、槇原関東同窓会専務、竹村関東

同窓会理事、坂口関東同窓会監事

ホテルグランドパレス

9/30 土 北海道大学歯学部創立50周年記念事業 髙嶺副会長 札幌グランドホテル

10/12 木 平成29年度第42回福岡歯科大学献体者慰 持山専務 萬行寺

10/14 土 第70回九州歯科医学大会
武井・岩本・高嶺副会長、持山専務、

吉永理事
レンブラントホテル大分

10/16 月
第2回学術委員会と衛生士短大との学術講

演会打ち合わせ

岩本副会長、枌・葛西常務、香川理

事、升井顧問、安河内衛生士長、堀部
春華苑

10/19 木 法人理事会 宮口会長 本学園

10/21 土 第64回全国歯科大学同窓会・校友会懇話会
高嶺・野口副会長、持山専務、石川岡

山県同窓会長

ANAクランウンプラザホテル

岡山

10/22 〃 四国同窓会総会 武井副会長 徳島

10/27 木 2017年度臨床スキルアップセミナー「義 学術委員会 福岡県歯科医師会館　視聴覚

10/30 日
第８回　ICOI　Fellowship　養成コース

（１） 学術委員会 本学504合議室

11/3 金
日本歯科医師会主催「女性歯科医師がより

輝く未来へ」
馬場副会長 日本歯科医師会館1階大会議室

11/15 水 6年生激励会 武井副会長 本学園　学生食堂

11/18 土 朝日大学歯学部40周年記念事業 髙嶺副会長 岐阜都ホテル

11/20 月 第4回学術委員会 学術委員会

11/24 金 法人理事会・評議員会 宮口会長、武井・髙嶺副会長、髙橋顧 本学園

11/26 日
第８回　ICOI　Fellowship　養成コース

（２）
学術委員会 本学504合議室

12/2 土 九州歯科大学福岡県同窓会福岡支部忘年懇 持山専務 稚加榮

12/3 日 第5回ＪＵＣ発表会 中副会長 電機ビル「共創館」

12/3 〃 第44回福岡歯科大学学会総会・学術大会 岩本副会長 本学園

12/18 月
第3回学術委員会と衛生士短大との学術講

演会打ち合わせ

岩本副会長、枌・葛西常務、香川理

事、升井顧問、他
春華苑

12/19 火 法人理事会 宮口会長 本学園

1/15 月 第5回学術委員会 学術委員会
福岡市歯科医師会館　1階第一

会議室

1/20 土 「みずほの会」

宮口会長、野口副会長、持山専務、石

田理事、加藤大阪府同窓会専務、中川

大阪府同窓会常務理事

リーガロイヤルホテル

1/21 日
第８回　ICOI　Fellowship　養成コース

（３）
岩本副会長、枌常務理事 本学505合議室

1/21 〃 新年名刺交換会 槇原関東専務理事
ホテルメトロポリタン　エド

モンド

1/22 月 法人理事会 宮口会長 本学園



1/28 日
第34回全国歯科大学同窓会・校友会学術担

当者連絡会第2回準備会
枌常務

日本歯科大学生命歯学部本館

2F第1会議室

2/4 日 第35回臨床セミナー 学術委員会
福岡歯科大学医科歯科総合病

院3階　第2総合診療室

2/10 土 九州5大学歯学部同窓会連絡協議会
宮口会長、神田副会長、持山専務、小

柳常務、要鹿児島県同窓会長
華鹿児島県歯科医師会館/華蓮

2/10 〃 熊本県同窓会平成30年大阿蘇会新年会 勝俣副会長 ANAクラウンプラザホテル熊

2/17 土 平成29年度近畿ブロック連絡協議会 石田理事 京都センチュリーホテル

2/18 日
第８回　ICOI　Fellowship　養成コース

（４）
岩本副会長 本学506合議室

2/19 月 第6回学術委員会 学術委員会
福岡市歯科医師会館　1階第一

会議室

2/20 火 法人理事会　13：00～ 宮口会長 本学園

3/3 土 第31回学術講演会前準備 学術委員会 福岡県歯科医師会　大ホール

3/4 日 第31回学術講演会 学術委員会 福岡県歯科医師会　大ホール

3/8 木 奈良県同窓会総会 百楽奈良店

3/10 土 第40回卒業式/謝恩会 勝俣副会長
本学園/ホテルニューオータニ

博多

3/17 土 福岡県東同窓会平成29年度総会・学術講演 神田副会長、持山専務 福岡県歯科医師会館

3/18 日
第８回　ICOI　Fellowship　養成コース

（５）
本学507合議室

3/21
水(祝

日）
中国支部代表会議 西谷副会長 ホテルグランヴィア広島

3/21 〃 12校会議 武井・髙嶺副会長 ホテルグランドパレス

3/26 月 法人理事会 宮口会長 本学園

3/29 木
福岡歯科大学同窓会主催歯科医師研修医修

了祝賀会
勝俣副会長、水谷副会長 西鉄グランドホテル


