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令和3年度

合同大会
ダイジェスト　

ⅢPart

　2021年（令和3年）10月24日
（日）、TKP新橋カンファレンスセ
ンターにて第70回記念東京合同

大会が開催されました。徹底した
感染対策を行った上で、会場出席と
Zoomのハイブリッド開催となりま
した。
　大会委員長兼プロジェクト委員
長の待井佐喜子先生の開会の辞と、
大会会長である青山格東京合同支
部長による挨拶で大会が始まりま
した。昼の休憩時間には各賛助メー
カーに、3分間の商品アピールをし
ていただきました。
　午後の特別講演には、ゴボウ茶で
おなじみのナグモクリニック総院
長・医学博士・乳腺専門医の南雲吉
則先生に「人生100年時代の生き
方・過ごし方～選定品でどう伝えま
すか?～」と題して講演をしていた

だきました。とても楽しくお話し
いただき、最後まで興味深く聞くこ
とができました。
　南雲先生の講演の後、推販・日邦
アワーとして伸和製薬（株）さまよ
り育成商品第二弾の「アルツハイ
チャージ」について講演していただ
きました。いま伸びている商品と
いうことで、いままで以上に推奨し
ていこうと思いました。
　最後に大林武史副合同支部長の
閉会の辞があり、第70回記念東京
合同大会が閉会しました。コロナ
禍のため、懇親会は行わずに解散と
なりました。
　また以前のように懇親会が行える
日が早く来るように願うばかりです。

開 催 日　2021年（令和3年）10月24日（日）
開催方法　�ハイブリッド開催（開催地：TKP

新橋カンファレンスセンター）
参 加 者　175名

Reporter

東京墨東支部
広報部長
古川敦

協励会歌・協励十訓　
土肥美弥子東京合同支部
女性委員長

特別講演　
ナグモクリニック総院長
南雲吉則先生

挨拶　
青山格大会会長

司会　
小幡耕三東京合同支部青年委員長、
土肥美弥子東京合同支部女性委員長

来賓挨拶
小田美良会長

来賓挨拶　
中田雅之日邦薬品工業（株）
代表取締役社長

閉会の辞　
大林武史副合同支部長

開会の辞　
待井佐喜子大会委員長・
プロジェクト委員長

来賓挨拶　
大草貴之大草薬品（株）
代表取締役社長

第70回
記念

東京
合同大会
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　2021年（令和3年）10月24日
（日）、現地開催（ホテルメルパルク名
古屋）とZoomを使用したハイブリッ
ドで2021新東海合同大会を開催す
る予定でしたが、コロナ禍というこ
ともあり残念ながらZoomでの開催
となりました。
　会場には伊藤祥央大会会長、安岡

幹根大会実行委員長、司会の三重・
西井貴由記先生、協励十訓・協励会
歌の先導を行う私、三重・林賢治、三
重・亀ヶ谷俊彦先生が集まりまし
た。そして安岡大会実行委員長の
開会宣言の後、林の先導で協励会
歌・協励十訓の斉唱・唱和、その後、
伊藤大会会長より大会会長挨拶、小
田美良会長、中田雅之日邦薬品工業
（株）代表取締役社長より来賓挨拶
をいただきました。
　昼食を挟んで午後1時より、（株）
H＆カンパニーの石川奈美先生に
「『疾患と栄養指導、薬局で役立つア
ドバイス』～がん患者の食事療法と
最新の栄養事情～」と題して特別講
演をしていただきました。次に午
後3時から大阪大学大学院医学系
研究科臨床遺伝子治療学寄附講座
教授の森下竜一先生に「新型コロナ
ウイルスの正体とワクチン戦争：免疫

力アップで対抗する」と題し特別講
演をしていただきました。ワクチン
の作用機序・製造方法など、大学を
卒業してからは勉強する機会がな
い題材で、専門的なものでしたが実
りのある話でした。
　講演が終わると通常はディナー
ショーで行われていたお楽しみ抽
選会を実施。支部長賞などの目玉
の景品を引き当て、複数本あるもの
は後日抽選を行いました。
　Zoom接続が難しいと感じられて
いる先生も多く、全員がZoomを使
いこなすのはまだ先になりそうで
すが、日邦薬品工業（株）の社員の皆
さん、接続をフォローしてくださっ
た会社の皆さん、たいへんありがと
うございました。

特別講演　
大阪大学大学院　
森下竜一先生

協励会歌・協励十訓　
三重・林賢治先生

来賓挨拶　
小田美良会長

来賓挨拶　
中田雅之日邦薬品工業（株）
代表取締役社長

司会　
三重・西井貴由記先生

閉会の辞　
前田修静岡支部長

大会会長挨拶　
伊藤祥央大会会長

特別講演　
（株）H＆カンパニー　
石川奈美先生

開会宣言　
安岡幹根大会実行委員長

開 催 日　2021年（令和3年）10月24日（日）
開催方法　オンライン配信
参 加 者　105名

新東海
合同支部
広報委員長
林賢治

Reporter

2021

新東海
合同大会
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　2021年（令和3年）10月31日
（日）、第72回中国合同大会が開催

されました。昨年はコロナの感染
症拡大のため中止になりましたが、
今年はオンライン大会という形で
開催できました。
　特別講演では日本テレビ系の
「シューイチ」でおなじみの精神科
医・相愛大学客員教授・高野山大学
客員教授の名越康文先生に、「ここ
ろと心を繋ぐコミュニケーション
術」という演題で講演していただき
ました。コミュニケーションにお
いてまず大事なことは、自分を整え
るということ。食事、睡眠、運動を
規則正しく行うことで自律神経が
整い、コミュニケーションが円滑に

できるようになることなどを、若い
ころの名越先生の実体験を元にお
話ししていただきました。普段テ
レビで拝見しているイメージとは
違っていたので意外でした。また
いろいろなことに関心をもち、共感
する機会を増やすことも大事だと
教えていただきました。講演で学
んだことを今後に生かしていきた
いと思います。
　今回は初のオンライン大会でし
たが、滞りなく無事に終えることが
できました。来年こそは会場で皆
さまにお会いできることを楽しみ
にしています。

開 催 日　2021年（令和3年）10月31日（日）
開催方法　オンライン配信
参 加 者　104名

Reporter

島根・
くすりのさかい
酒井一樹

第72回

中国
合同大会

特別講演　
精神科医　名越康文先生

開会の辞　
広島・熊谷裕幸大会会長

新入会員紹介
島根・酒井一樹先生

司会　
島根・古山由郎先生

推販アワー　
遠藤潤一中国合同支部推販委員長

来賓挨拶　
小田美良会長

開会宣言　
白石宜朗大会委員長

閉会の辞　
山口・岸村康伯先生

来賓挨拶　中田雅之日邦薬品工業（株）
代表取締役社長

新入会員紹介
岡山・岩田真歩先生

協励会歌・協励十訓　
島根・藤原進先生

協励ソング「またの日を」　
島根・藤原裕美先生
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　2021年（令和3年）10月17日
（日）、大分県大分市の全労災ソレイ
ユ（一社）大分県労働福祉会館を配
信元とし、第71回九州合同大会in
大分が2年ぶりに開催されました。

昨年は新型コロナウイルスにより
中止になり、今大会もどういう形で
行われるか分からないなか、一年
前から準備をして最終的に本会場
を一カ所確保、混合協励会をどうし
てもやりたいということで、各自リ
モートでの参加になりました。
　大会テーマ ｢合わせよう、協励の
力!　踏み出そう、明るい未来へ!」が
示すように、特別講演も「宇宙と大
分の未来」と題して大分県商工観光
労働部長の高濱航先生に講演して
いただきました。高濱先生は、宇宙
港として大分空港から人工衛星を
打ち上げるというプロジェクトを
着実に進められています。さらに
このプロジェクトには地域の活性

化も含まれており、技術開発分野の
拠点づくりや、子どもたちの才能を
開花させ生かしていくという、これ
からの新しい価値観の時代を見据
えた講演で、私たちも地域の一員と
して非常に刺激を受けました。
　混協も運営側のトラブルがあり、
戸惑いながらのスタートでしたが、
時間とともに盛りあがりました。
　懇親会もなく、先生方に直接会え
なかったのは残念なうえ、先生方が
満足できたか甚だ疑問ですが、新し
い合同大会としては納得のいく形
で終えることができ、準備してきた
私たちもホッとしています。

開 催 日　2021年（令和3年）10月17日（日）
開催方法　オンライン配信
参 加 者　152名

九州合同支部
広報委員長
岩里研一

Reporter第71回

九州
合同大会
in 大分

司会��大分・�岩里研一先生

大会会長挨拶　福森正剛大会会長

特別講演　大分県商工観光労働部長・高濱航先生

開会宣言　石井孝憲大会委員長

来賓挨拶　小田美良会長

閉会の辞　福岡東・髙尾正樹先生

協励会歌・協励十訓　大分・藤原総司先生

来賓挨拶　
中田雅之日邦薬品工業（株）代表取締役社長

協励ソング「またの日を」　大分・伊東大輝先生
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