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　　　　　　　　　iphone（App store）、

　　　　　　　　Android（Google play

　　　　　　　　　　　　　　　　store）どちらからでも

　　　　　　　　インストールができます。

　学術講演会等の案内や、日々の歯科技工

の様々な情報をいち早くお届けいたします。

　まずはアプリをインストールして、利用

登録をしてみてください。　　　　広報部

大阪府歯科技工士会の

ア プ リ が
できました！

　平成29年7月1日（土）海遊館ホールにて近畿歯科技

工ガイダンス2017が開催された。

　近畿の歯科技工士学校から135名が参加し、会場は受

付時間前から就職活動を事前に控えた学生の熱気であふ

れていた。

　初めに、近畿歯科技工士連絡協議会の小川博和会長に

よる開会の挨拶が行われた後、Ⅰ部の大阪府歯科技工士

会 清水潤一 会長（日技認定講師）による「過去、現在、

未来の歯科技工士について」の講演が行われた。主に、

現在の歯科技工士の高齢化、人材不足問題、未来の歯科

技工士の在り方を提案された。

　続いて、Ⅱ部の「ディスカッション」が大阪府歯科技

工士会の冨田、森両理事を座長として行われ、卒後5年

未満の歯科技工士、卒後10年以上の歯科技工士、女性歯

科技工士、開設者の順で各3名壇上に上がって頂き、30

分毎のディスカッションとなった。

　学生たちは、普段接することのない臨床の場で活躍し

ている歯科技工士さんたちの言葉に熱心に耳を傾け、ま

たメモをする様子が見受けられた。前回から学生も参加

型となり、その場でメールにて質問を受付け、様々な質

問の中から時間の許す限り答えることができた。

　その後、組織部の千葉理事より歯科技工士会の紹介、

入会説明の後、重光俊憲副会長より閉会の挨拶があり、

終了した。

　歯科技工士業界は、高齢化による人材不足、また少子

化等で歯科技工士学校は定員割れという局面にある中、

5 年以内
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福井　安都子（中央南）
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開　設
端野　喜男（北　東）

永間　千恵（中央南）

竹岡　寛之（北大阪）

近畿歯科技工ガイダンス  2017 開催

パ ネ ラ ー

ここ数年、学生自身もこの業界で長く活躍するにはどう

したらいいのかという思いで、熱心にガイダンスに参加

する姿勢が多くみられる。一人でも多く、業界で活躍で

きるように頑張っていただきたい。
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会費引き落とし日のお知らせ
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時の話題
　歯科技工業界内では予てから言われ続けられ、当欄でも再三

取り上げられている歯科技工士の人材確保問題が、厚労省や日

本歯科医師会において議論されるようになってきている。当会

では清水執行部として基本方針の骨子として位置づけられ最終

年度を経過しているところである。また、大阪府ならびに大阪

府歯科医師会のご理解ご協力には感謝するところである。

　能書きは擱
お

くとして、社会から魅力ある職業となるためには、

周知のとおり経済性と社会の必要性(やりがい)の有無に尽きる。

製作技術料を削らなければ歯科医院経営が成り立たないのであ

れば保険点数を見直さなければならない。保険技工で社員や家

族を養えないのであればこれも然りである。宅配業界は時間指

定配達の見直しや宅配料金の改定により過度のサービスを是正

する動きにある。我々の業界も、「早かろう・安かろう」は決

して医療人として良質な医療に貢献しているとは言えないこと

を叫ばねばならない。

　歯周病対策の必要性が理解されはじめた昨今、医科歯科連携

の必要性が取沙汰されている。「歯科健診の義務化」などを提

案し女子高校生達がNPO法人を立ち上げて歯科健康教育やデ

ンタルフロスの使い方などの授業を歯科医師会の指導の元に行

なったらしい（日本歯科新聞より）。　歯周病の大きなリスク

ファクターでもあり、口の健康に深く関与する‘噛み合わせ治

療’には歯科技工士も頑張っている。本会では歯科医師会のブ

ースを借りるかたちで健康展に参加しているが、府民の方々へ

より貢献できる方法や、会員の皆様にとって必要性（やりが

い）を感じ取れるかたちに為るよう検討しているところである。

副会長　西　康文

時の話題
平成 29 年 10・11月 活動日程
 10 月
14 日（土）三役会・理事会・支部長会・検討会

       福祉厚生・組織各部会

  〃    第1回代議員選挙管理委員会

15 日（日）匠の技を見る

       CAD/CAM 講習会

20 日（金）枚方市立長尾中学校講演

22 日（日）大阪府歯科技工士会研修会

 11 月
11 日（土）三役会・理事会 技対・学術・広報・組織

12 日（日）CAD/CAM 講習会

10月：14日を除く 土曜・日曜・祝日 です。

11月：11日を除く 土曜・日曜・祝日 です。

会館休館日のお知らせ

  ☆ 10／10（火）…… 11月分
  ☆ 11／  8 （水）…… 12月分        
  ☆ 12／  8 （金）……     1  月分
   引落し日の前日までにご入金をお済ませください
   ますよう、よろしくお願い申し上げます。

ご自宅や会社の住所が変わられた場合は、お手数です
が、速やかに本会へご連絡をお願いいたします。

  TEL 06ー6699ー4400  
  FAX 06ー6697ー4100   
　　　※メールアドレスが変わりました。

 　 メール　kanri@daishigi.org

会員の皆様へ

平成30年

新 年 互 礼 会
日 時：平成 30年１月 7日（日）
     17：00 ～ 19：00

場 所：ホテル日航大阪 5F 鶴の間

  ＊申込み … 11月末までに各支部へ
       お申込み下さい。
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Congratulations!
＊8月入会（8名）
南大阪 荒 田 良 介  新大阪歯科技工士専門学校卒

北 東 深 澤 賢 一  新大阪歯科技工士専門学校卒

北 東 清 水   誠  大阪歯科大学歯科技工士専門学校卒

北 東 上 田 一 輝  大阪歯科大学歯科技工士専門学校卒

南大阪 山 上 雅 也  新大阪歯科技工士専門学校卒

北 東 金 丸 浩 寧  新大阪歯科技工士専門学校卒

中央南 佐々木  智章  鳥取歯科技工士専門学校卒

中央南 宮 下 美 緒  日本歯科学院専門学校卒

＊9月入会（2名）
中央北 吉 次 範 博  福岡医科歯科技術専門学校卒

北 東 宮 岡 耕 大  新大阪歯科技工士専門学校卒

新  入  会  者

 ご結婚・お子様のご誕生
 おめでとうございます!!  

   ＊下記3名の方に結婚祝金を給付しました。

　　　● 上村 亮太 様（中央南支部）

　　　● 本谷 真士 様（北東支部）

　　　● 志摩 俊亘 様（北東支部）

   ＊下記2名の方に出生祝金を給付しました。

　　　● 青松 温宗 様（北大阪支部）

　　　● 武岡  弘 様（北東支部）

＝ 会員慶弔制度のご案内 ＝
　本会の慶弔制度では「入院見舞金」や、子どもが生ま

れた際の「出生祝金」や、「結婚祝金」などが一定の要

件を満たした場合に給付されます。

　詳しくは「定款・諸規程集23P」もしくは

「ホームページ http://www.daishigi.org/?p=660」
をご参照ください。ホームページより用紙をダウンロー

ドできますのでご利用ください。
　7月23日（日）「匠の技を見る」が新大阪歯科技工士

専門学校の２階実習室で行われた。

　講師は北東支部の友西氏、千頭氏、愛尾氏、中央南支

部の岩佐氏が担当して、石膏カービングについての基礎

から応用を各参加者のレベルに合わせてレクチャー及び

デモを行い、その後各参加者が1～2本のカービングを完

成することができた。

　学生や会員合わせ

て46名の参加者は

かなり集中してカー

ビングに取り組んで

いました。

　最後に清水会長か

ら優秀賞の授与式が

ありとても充実し楽

しい技工ができた１

日でした。

林　　孝 様（北大阪）
平成29年7月14日ご逝去（享年68歳）

謹んでご冥福をお祈り致します。

訃　報

「匠の技を見る」開催   「匠の技を見る」開催
7/23
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第 3 回  理事会報告

日 時：平成29年6月10日（土）14：30～17：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

会長挨拶：新執行部の1年目の総会を迎え、スムーズな

　進行ができるよう協力をお願いします。

◎6・7月度の日程の確認

◎第2回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・日歯役員の改選があり、堀会長が当選された。

　②5/18近畿支部役員会報告

　　・無資格者技工所の件の報告があり、日技への質問

　　　を確認した。

　③5/20近畿歯科用品商協同組合総会・懇親会出席報告

　　・西副会長が出席し、組合の役員改正があり会長が

　　　交代された旨の報告。

　④5/21小正裕教授退任記念祝賀会出席報告

　　・清水会長が出席。約250名の参加者があった。

　⑤5/23大阪府歯科医師会訪問報告

　　・清水会長が訪問し、無資格者技工所の件に関して、

　　　歯科技工所のリスト提供について太田会長とご相

　　　談させていただいた旨の報告。

　⑥6/3天王寺区歯の健康展式典出席報告

　　・岸本専務が出席し、展示は中央南支部が担当した。

　　　地域各団体の参加もあり盛況であった旨の報告。

　⑦6/3～4 JIMTEF災害医療研修報告

　　・清水会長と長久理事が参加。医療関連職種団体よ

　　　り117名の参加があり、大規模災害発生時の多種

　　　多様な状況下での適切な対応能力が必要と感じた

　　　研修であった。

◎各部報告

【財務部】

　①5/20財務委員会報告

　　・第4回社員総会に上程する議案について慎重かつ

　　　厳正に審議した旨の報告。

　②6月分会費納入状況の報告。

　　・引続き未納会費の回収に努める。

【福祉厚生部】

　①訃報…岡本  尚 様（中央北）5/9ご逝去  享年57才

　　　　　高野  博行 様（南大阪）5/15ご逝去 享年53才

　　　　　上原  貫一 様（中央北）5/16ご逝去 享年87才

　②慶弔金支払い報告

　　・長寿祝金…北東・中央南各1名

　　・出生祝金…北大阪・北東・中央北・南大阪各1名

　　・結婚祝金…中央南・南大阪各1名

　③手話作成委員会出席報告

　　・南郷理事が出席。今年度の学ぶ会の日程等の報告

　　　があった。

　④平成29年度健康増進に係る事業

　　・昨年と同じ内容での助成を行う

【組織部】

　①5/28新入会員歓迎会報告

　　・出席者114名（新入会員41名・支部役員14名・若

　　　手会員46名・本会役員13名）

　　・決算報告についても承認される。

【広報部】

　①7・8月合併号進捗状況の確認

【学術部】

　①5/21匠の技を見る報告

　　・参加者：学生17名、会員12名、合計29名

　②10/15匠の技を見る開催決定

　　・ワイヤークラスプ屈曲の内容で開催。

◎審議事項

【総務部】

　①第4回社員総会に向けて

　　・第3～5号議案改正の施行日について、4月1日付

　　　けとすることになった。

　　・進行と答弁内容の確認。議事録署名人の選出。

【財務部】

　①回収不能会員の対応について

　　・3名を損金扱いで処理する。

　②支部活動費及び繰越金の取扱いについて

　　・継続審議として検討していく。

【福祉厚生部】

　①入院見舞金申請…南大阪1名

　　・承認される。

【組織部】

　①在阪学校イベント参加について

　　・今年は従来どおりでの対応とする。

【技対部】

　①近畿歯科技工ガイダンス2017について

　　・当日の内容等について確認。

　②歯科医師会への技工所リストの提供についてのアン

　　ケート結果

　　・352件の内、承諾する136件、承諾しない4件、未

　　　回答212件

　　・リストを近々、歯科医師会へ送付する。
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第 4 回  理事会報告

日 時：平成29年7月15日（土）14：00～17：00

場 所：大阪府歯科技工士会館地下

◎7・8月度の日程の確認

◎第3回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・第6回社員総会報告

　　・厚生労働省「平成 29 年度歯科技工料調査について」

　　・「歯科技工所開設届出等整備推進事業」担当者に

　　　ついて（野澤理事）

　　・日技連盟HP会員専用ページ開設のお知らせ

◎各部報告

【総務部】

　①6/14府立港南造形高等学校ガイダンス参加報告

　　・田中理事と新大阪・森口先生が出務。

【財務部】

　①6月末執行状況の確認

　②7月分会費納入状況の確認

　③未納会費の現状報告

【福祉厚生部】

　①慶弔金支払い報告

　　・出生祝金…北東1名

　　・結婚祝金…北大阪・南大阪各1名

　　・入院見舞金…南大阪1名

【組織部】

　①2016年度下半期「新卒者入会促進費」支援金支給

　　決定報告

　②組織拡充支援金支給結果報告5/21・6/4分

【学術部】

　①10/22研修会開催決定

　　・半調節性咬合器の活用法というテーマで開催。

【技対部】

　①ガイダンス2017報告

　　・アンケート内容の確認。近連会長とパネラーにも

　　　アンケート結果を送付する。

　②ファミリーデンタル及びネオデンタルプロジェクト

　　について

　　・広告違反があった旨の報告。

◎審議事項

【総務部】

　①CAD/CAM講習会の当番制について

　　・講習会が秋以降のスタートとなるため、日程の調

　　　整を審議した。また、1回の講習会に3名の役員が

　　　交代で出務していくようにする。

【財務部】

　①会費免除申請（南大阪1名）新規12ヶ月で承認され

　　る。

　②新卒入会者の入会時3ヶ月分支部扱い会費について

　　・入会時は口座開設できるまで支部扱いとなるので、

　　　滞納を回避するための対策を審議した。

　③支部繰越金の現状と対策シミュレーション

　　・支部によって繰越金額の差があるので、本会会計

　　　と支部会計の現状の説明と支部繰越金の取り扱い

　　　のシミュレーションについて検討した。継続審議

　　　とする。

【福祉厚生部】

　①入院見舞金申請（北大阪1名・中央北1名・中央南1

　　名）全て承認される。

　②弔旗の購入について

　　・各支部で保管していただくために追加購入するこ

　　　ととした。

【組織部】

　①在阪学校イベント（文化祭等）参加について

　　・出務者への交通費・手伝い日当について検討を考

　　　えるが、今回は本会理事2名で対応するので必要

　　　なしとする。

【広報部】

　①9・10月合併号の企画案について

　　・承認される。

【学術部】

　①学術講演会用ノートPCについて

　　・次回理事会にて具体的な見積りを提示し、再度審

　　　議する。

◎その他

　１．会員数状況・入会・退会予定者の確認

　２．支部長検討会についての確認

　３．平成29・30年度大阪口腔衛生協会評議員の委嘱

　　　について（会長就任）

　４．大阪府医師会「医療モニター」について（重光副

　　　会長就任）

◎その他

　１．会員数状況・入会・退会予定者の件

　２．大阪府地域推進協議会より「受動喫煙防止署名」依頼

　　　・本日の総会で署名を集める。
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第 2 回  支部長会報告

日 時：平成29年7月15日（土）18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3Ｆ

内 容

　①5/28新入会歓迎会開催報告

　　・参加者114名（新入会員41名、支部役員14名、

　　　若手会員46名、本会役員13名）

　②ガイダンス2017開催報告

　　・学生参加者135名。

　③歯科医師会への技工所リストの提供についてのアン

　　ケート結果報告

　　・352件の内、承諾する142件、承諾しない4件、

　　　未回答206件

　　・今月末に大阪府歯科医師会へリストを持参予定。

　④健康増進に係る事業について

　　・今月末の広報に同封

　　・助成金は振込対応とする。ただし個別の通知は出

　　　来かねることの報告。

　⑤9/10学術講演会案内（中央南支部共催）

　　・動員のお願いをした。

　　・基本、本会行事と支部行事の共催・併催はしない

　　　ことを確認した。

　⑥その他

　　・会費納入状況（7月分）の確認

　　・各案内

　　・日技行事の女性活躍についてのセミナーを10月

　　　8日大阪で開催する報告

第 2 回  支部長検討会報告

日 時：平成29年7月15日（土）19：00～20：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3Ｆ

内 容

　①第１回支部長経験者による支部検討会打合せ報告

　　・前回の検討会の見直しと、今後のあり方や進め方

　　　について審議をした旨の報告。

　②支部活性化について

　　・各支部の現状や問題点などを1人ずつ発言してい

　　　き、今後の活動についての参考とした。

　③次回検討会について

　　・健康展をテーマに話し合うために、各支部健康展

　　　の現状や問題点などをまとめて、事前に提出して

　　　いただくことになった。

　④その他

　　・次回より17：00～検討会、18：00～支部長会と

　　　させていただく。

　

第 2 回  技対部会報告

日 時：平成29年7月15日（土）18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①ガイダンス2017について

　　・7月1日に開催された 近畿歯科技工ガイダンスの

　　　報告

　②H29年度の部会勉強会について

　　・今後の開催を見据えて29年度、30年度の内容や

　　　対象者の検討を行った。又、日時（来年2月頃）の

　　　確認

　③その他

　　・労働保険事務組合の説明

第 3 回  学術部会報告

日 時：平成29年7月15日（土）18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館1Ｆ

内 容

　①９月の基本研修の役割について

　　・9月の基本研修が大阪府歯科技工士会・中央南支

　　　部併催ということもあり、役割分担について話し

　　　合った。8月の理事会で役割分担を提出する。

　②匠の技を見る（講師を各支部から募る）

　　・9月の学術部会で各支部から講師3名のリストを提

　　　出してもらい、内容に応じた講師リストを作る。

　③本会・各支部の動員の仕方について

　　・次回の学術部会で引き続き話し合う

　④マニュアル作り

　　・次回確認をすることとなった。

　⑤次年度の本会・各支部の講演内容を話し合う

　　・9月の部会で各支部の開催月や講習会の内容の最

　　　終確認をする。
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第 3 回  組織部会報告

日 時：平成 29 年 7 月 15 日（土）18：00 ～ 19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①新入会歓迎会について

　　・各支部結果報告・反省点を確認。

　　・来年度開催に向けての改善点を協議した。

　②青年部学術について

　　・日時・会場を決定。

　　・概要・内容を話し合った。

　③その他

　　・スケジュールの確認

　　・会員数状況表の確認

　　・新入会員リストの確認

　　・各案内
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　歯科技工士学校を卒業し3年目になりました。今の会

社では主にクラウン系の仕事をしており、模型作りから

研磨、CADのオペレーションなど様々な知識や技術を

教えて頂きながら日々成長できるように頑張っていま

す。

　1年目は覚えることが多く、不安に押しつぶされそう

になる事もありましたが、会社の方々に助けて頂いた

り、技工士学校で出会った友達と愚痴を言い合ったり…

笑…大変だと思う事も多々ありましたが、今は歯科技工

士という仕事が楽に思うようになり楽しさも感じます。

　休日は旅に出たり、映画を見に行ったり、友達とカラ

オケに行ったり、美味しいものを沢山食べたりありきた

りな充実した日々を過ごしています。これからも歯科技

工技術や知識を成長させながら、出会いを増やし視野を

広げて人生を沢山旅したいと思います^^

～新人歯科技工士さんへ～

　1年目は覚えることが多く迷惑をかけてしまうのでは

ないかと不安になることが多々ありますが、1年目は迷

惑をかけて当たり前なので、一生懸命自分のできる仕事

を率先して技術を磨けるように頑張って下さい！！

北東支部

　森下 泉

フェミニン通信

 次回担当支部のお知らせ
 11・12 月号の「リレー編集」と「私の町の風景」

  は、中央南支部担当 です。

　新大阪歯科技工士専門学校を卒業後、就職、結婚、出

産、子育て、仕事復帰と15年が経ちました。妻、2児の

母、そして歯科技工士として、平日は子供たちを小学校と

保育園へ送り出し、仕事へ向かい、仕事が終わればお迎え

と、働くママの１日はあっという間です。

　産後、仕事復帰を決める時、子供が体調を崩した時は、

急なお迎えやお休みも必要、子供たちの学校行事にも参加

してあげたいと思うと、歯科技工士の労働状況では、育児

中の技工士復帰は厳しいのかもしれない、時間の融通が利

く歯科技工士以外の仕事を探す方が良いのではないかと悩

みました。

　そんな中、私の希望

を受け入れてくれたの

が、研修生の頃からお

世話になった、有限会

社 吉田デンタル技研

（吹田市）。主人と出

会った職場でもあります。私の歯科技工士としての原点で

あり、技工の楽しさと奥深さを学びました。出産の度に復

帰させていただき、アットホームで家族のような存在で、

昔も今も変わらず優しく迎えてくれます。"先生にご満足

を、患者さんに喜びを"といつも人のために考え抜く吉田

社長の行動力は、思いやりの心と、人との繋がりの大切さ

を教えてくれます。

　そして、現在の職場、 株式会社 LAZARUS（大阪市中

央区）。私よりも年下の方ばかりで、技工への意識や技術

も高く、刺激を受け学ぶ日々です。環境が変われば仕事内

容も変わり、やらなければと焦る私に、「家庭を第一に」

という村田社長の言葉が、焦る気持ちを落ちつかせてくれ

ます。"現状維持は後退である"と常に熱く前へ突き進む村

田社長の行動力は、私に歯科技工士としてのやる気と、挑

戦する心を与えてくれます。

　思いやりと仕事に対する熱い志を持つ師と出会い、子育

てをしながらでも働きやすい環境を与えてくれた素晴らし

い職場にめぐり逢えた事、周囲の支えと何より家族の協力

があってこそ、私は歯科技工士を続ける事ができていま

す。日々感謝の気持ちを忘れず、家族の時間を大切に、こ

れからも前進していきます。
　下郡　綾子

出会いに感謝
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担当支部：中央北

プリント写真 会　行　事

　最近写真は画面の

中で見ることがほと

んどになりましたが

何か違和感を感じま

す。思うに写真好き

で大半の期間プリン

ト写真を眺めてきた

ぼくには単にそのス

タイルが慣れている

だけなのかもしれません。また画面で見るとサイズが小

さい、特に見比べようと何枚も一つの画面にすると必然

的に一枚の写真がサイズダウン、慣れ親しんだLサイズ

プリントが目に優しいからかもしれません。

　もちろんパソコンでの写真管理が楽なのですが気に入

った写真はいまだにプリントしてみています。

　ある機会に僕自身これまでに撮るだけとって箱に押し

込まれたプリント写真を机にぶちまけ何が出てくるのか

“わくわく”しながら手に取り見るのもこの上なく楽し

い時間です。

　そもそもフィルムカメラは限られた枚数の中で出来上

がりを想像し撮りたい写真を撮る。カメラ屋さんでネガ

現像とプリントをおこない 1 枚の写真になります。デジ

タルカメラのようにソフトを使い撮影後簡単に編集でき

ることもなくその場で撮ったものがプリントされる。ピ

ンぼけや何を写しているかわからない写真など今なら一

括削除されているものもプリントされ残っていたりする

のです。そういった物が

混ざった写真を繰ってい

ると流行りの車や服装、

近所の街並みの風景など

その時々の事が一気によ

みがえる。ただ好きで撮

りためた写真、今思うと

撮り続けていて良かった

なあと思うこの頃です。

（おっさんになったなあ）

　今年53歳。

　今年5月に父親が亡くなり初盆に集まってくれる方に

父の若いころの写真がないかと探していると、昭和44年

8.10 北大阪歯科技工師会 とクレジットされた写真が1

枚。

　技工士会で行った時の写真です。たぶん１泊旅行だっ

たと思うのですが、僕自身（5歳）ホテルのプールでお

ぼれかけたのはこの時だったような気がします。

　約100人の団体旅行、幹事さん大変だったでしょう

ね。

　毎年わが支部でも家族と一緒に食事会を開いていま

す。以前旧支部で運動会を開催した時も担当理事が子供

のころ参加した技工士会での運動会で楽しんだ思い出が

始まりでした。

　イベントの内容はその時によって変わると思いますが

新執行部になってから新入会員や若い会員さんに対して

のイベント・ガイダンス・学術講演会など技工士会の未

来に向かって今を頑張っていただいてるように思います

　　　　　　　上原　剛

昭和45年頃　 上新庄

　鳥取砂丘での記念撮影
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森本先生　

　2017年8月27日（日）千里阪急ホテル プールサイドビアガーデンにて支部レクレーションを

開催、当日はお昼からピーカンのお天気、暑さを覚悟して参加しましたが夕方には日が傾きいい

感じの気温に、オープンから3時間たっぷりとビアガーデンを楽しむことができました。

プールサイド ビアガーデンプールサイド ビアガーデン

今期 中央北支部 学術講演会 の予定が決まりましたので報告です

平成29年12月10日（日）13：00～17:00  学術講演会開催

　1 部　吉田 忠司 先生「真髄を極める！義歯製作における
　　　　　　　　　　　　　ドクターとのコミュニケーション」

　2 部　森本　 剛 先生「労働衛生に関する法的基礎知識と
　　　　　　　　　　　　　歯科も絡めた最近のトピックス」

　　　　● 講演会終了後場所を移して忘年会開催　17:30～

めだちますね～ 吉田先生夫妻 ー 粋 ー ペアの浴衣で仲良く参加
新入会員　田中・波多江・新田・竹原・澤田・横野・池田・南部8名

会員及びご家族合わせて40名参加いただきました
ps12月の学術講演会 吉田先生 は浴衣の粋な先生です　

『中央北支部だより』
　　　　　 第 35号支部コーナー
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『中央南支部だより』第37号 No.1

支部コーナー
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中央南支部 秋のリクレーション
― 紅葉と渓谷を楽しむハイキング／新阪急ホテル（オリンピア）でバイキング ―

『中央南支部だより』第37号 No.2

支部コーナー



（14）　第 498 号 平成 29 年 9・10 月合併号大　歯　技　広　報

『南大阪支部だより』
　　　　　 第 32号支部コーナー

● 南大阪支部会員状況（平成29年9月現在）

 会員数  142名 （男性 127名 女性 15名）

＊美原区域健康のつどい
  日　時 平成 29 年 10 月 29 日（日）9時～15時

  場　所 美原区役所 6Ｆ

＊大阪狭山市健康まつり
  日　時 平成 29 年 11 月5日（日）9時～15時30分

  場　所 大阪狭山市保健センター 2Ｆ

＊堺市歯ッピー健康フェアー
  日　時 平成 29 年 11 月 23 日（木・祝）9時～15時

  場　所 堺市口腔保健センター 2Ｆ 

　来る平成29年10月22日(日)ＡＭ11：00 

よりナンブ精工2Ｆに於きまして、南大阪

支部支部会を開催し、下記の議題について

討議致します。

 ＊議 題＊
 １．各部会報告

 ２．年末年始の支部行事について

 ３．支部活動の今後について

 ４．健康展に関して

 ５．その他

南大阪支部  支部会＆BBQ告知

　また、支部会終了後ナンブ精工屋上にて支部福

祉行事としてBBＱ大会を行います。

豪華Ａ5ランクの和牛や幻の銘酒に出会えるかも! ?

と言うことで、南大阪支部会員の親睦を深める為

にたくさんの方々のご参加を豪華食材と共にお待

ちしております。

  BBQ会費  支部会員 1,000円
   （但し、新入会員は無料です。）

 尚、上記事項について

 は往復ハガキにて

 ご案内致します。

健康展開催と参加のご案内
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『北大阪支部だより』
　　　　　 第 31号支部コーナー
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『北東支部だより』
　　　　　 第 52号支部コーナー

 平成29年8月27日（日）、北東支部バーベキュー大会

が開催されました。会場は“なんばテキサスBBQキャン

プ”、家族友人も参加OKとし、大いに盛り上がりました。

会員相互の親睦はもちろん、ご家族にも歯科技工士会のこ

とを知っていただく、良い機会とな

りました。福祉厚生部

の皆さん、準備から当

日の進行まで本当にお疲

れさまでした。

    第28回  北東支部青年部会 開催
　去る、平成29年6月24日（土）京橋にて第28回北東支部

青年部会が開催されました。

　8月の支部行事への協力のお願いと新たに加わった青年

部会メンバーの歓迎会を目的に行いました。今後も青年部

会にご協力いただける方を増やし、若い力で支部を盛り上

げていこうと思います。

● 健康展への協力について
以下の日程にて、健康展が開催されます。
ご協力頂ける方は支部までご連絡くださいますよう
お願い致します。

支部メール  daishigi.hokutou@gmail.com

　・枚方市健康展　 　10 月 22 日（日）

　・交野市健康展　　 11 月 12 日（日）

● 行事予定
　　10 月 28 日（土）　新入会員歓迎会

● 北東支部会員状況（平成29年9月現在）

　 ・会員数  310 名（男性 271 名　女性 39 名）

◎ 新入会員紹介（平成29年8月）

  深澤  賢一 新大阪歯科技工士専門学校卒

  清水   誠 大阪歯科大学歯科技工士専門学校卒

  上田  一輝 大阪歯科大学歯科技工士専門学校卒

  金丸  浩寧 新大阪歯科技工士専門学校卒

 （平成29年9月）

  宮岡  耕大 新大阪歯科技工士専門学校卒

北東支部バーベキュー大会 開催


