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第 5 回社員総会を開催するにあたり一言ご挨拶申し
上げます。

平素は一般社団法人大阪府歯科技工士会の諸活動に対
しましてご理解、ご協力を頂き、執行部を代表して、心
中よりお礼申し上げます。また、匠の技を見るをはじめ、
学術、ガイダンス、互礼会等々ご参加頂きました行政関
係、学校関係、メーカー各社、関係業者の方々にも、改
めましてこの場をお借りして厚くお礼申し上げます。
「next stage 大阪」と銘を打って立ち上がりましたこ

の執行部も、はや 2 年がたち、本日の社員総会をもち
まして任期満了となります。拙い会務運営で多々ご迷惑
をおかけし、この間執行部として支えてくださった各理
事、監事、相談役の皆様方にも改めてお礼申し上げます。
ありがとうございました。

さて、皆さんもご承知の通り、歯科技工士養成所は減
少の一途をたどり、少子化の影響もあり入学者数も全国
的に激減しています。巷でも新卒を求人すれども来ずの
状況が続いています。29 年度全国の歯科技工士求人倍
率は 23 倍にも及びます。これは一般業界の 1.48 倍と
比べても、如何に乖離しているかがお分かりいただける
と思います。一方、業界の一線で働く歯科技工士も高齢
化が進み、跡継ぎ不在で廃業というお話も聞くことが増
えてきました。この苦境が続けば業界は加速度的に必ず
衰退します。

それを避けるため、大阪府技では 2 年前から大阪府
庁の協力のもと、昨年は府立高校、今年は私立を含む全
大阪府下の高校に、府技が作成した PR ポスターやリー
フレットを配布して参りました。

また、第 37 回近畿高等学校総合文化祭にも協賛団体
として参加し、歯科技工士の社会的認知度を上げる活動
に邁進して参りました。その甲斐もあってか、今年度は
前年度比で 27％増の入学者が大阪府下の養成所に入学
してきました。ただし、これでも定員を大きく下回って
います。

そして彼らが社会に出るときに、我々業界もそれに相
応しい労働環境、賃金体系で迎えなければなりません。
それを適えるために何が必要かを次期執行部への課題と
し、全国一の会員数を誇る大阪として相応しい社員総会
となることをお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただき
ます。

平成 30 年 6 月 23 日
一般社団法人大阪府歯科技工士会

会　長　清水　潤一
※開催報告は次号
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役員就任挨拶

会長　清水　潤一

平素は一般社団法人大阪府歯科技

工士会の諸活動に対しましてご理解、

ご協力を賜りまして心から感謝申し上

げます。

また、この度の大阪北部地震におい

て被災されました方々におかれましては、お見舞い申し上げ

ます。

創立 63 年の歴史を誇る大阪府歯科技工士会の第 29 代会

長として 6 月 23 日の社員総会にて再選頂きました清水でご

ざいます。

全国一の会員数を誇る大阪府歯科技工士会として、執行

部が一丸となり諸問題解決に尽力して参りますので、ご理解、

ご協力を重ねてお願いし、就任のご挨拶とさせて頂きます。

副会長　重光　俊憲

第二次清水執行部において、引き続

き副会長任を仰せつかりました。

これまで、組織拡充と経済問題の

解決を掲げ、会務を遂行してまいりま

した。

歯科技工士養成校の入学者が減少する中、歯科技工とい

う職業を知ってもらうことに、行政の協力得ながら力を注い

でまいりました。本執行部はこれまでの経験を踏まえて、更

に徹底して参りたいと思います。会員の皆様には、これま

で以上のご協力とご支援をお願いいたします。

副会長　西　康文

会員の皆様におかれましては、ま

すますご健勝のこととお慶び申し上げ

ます。

このたび再度、副会長に就任いたし

ました西です。よろしくお願い申し上

げます。

一期目のご挨拶時に、元気な大阪府技を目指したいと申

し上げました。引き続き、相手と真剣に向き合い、共鳴し

合えるような行動、思考をもって努力していく所存です。歯

科技工業の面白さ、やりがいを共有し、歯科補綴の重要性・

必要性を社会へ毅然と主張し、理解していただけるように

活動していかねばと考えています。それには皆様のご協力

ご理解が必要不可欠ですので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

副会長　小谷　和弘

この度副会長に就任いたしました小

谷和弘です。前期は監事として清水執

行部をサポートさせていただきました

が、今期は執行理事として活動させて

いただきます。

今、確実に大阪では若い会員が増えつつあります。会長

を中心に組織拡充を目標に頑張りますのでご支援、ご協力

をよろしくお願いいたします。

専務理事　本多　隆男

この 度 清 水 執 行 部 2 期 目にあた

り、専務理事を拝命いたしました本多

です。

本会 2 期目での大役で不安もありま

すが、全国 NO1 の大阪府歯科技工士

会、清水会長を中心に執行部一丸となって、会務に当たっ

てまいります。皆様のご協力よろしくお願いいたします。

統括理事　前川　清和

この度（学術、福祉厚生） を受け

持つ統括理事に就任することとなりま

した前川清和です。学術担当は 10 年

になります今期は大阪府歯科技工士会

学術のこれからが見える様な次に繋が

る学術事業を展開できればと考えております。

福祉厚生におきましては現在行われている各種助成事業
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や互礼会などの周年行事をどの様にして充実させていける

かを本会及び支部役員と協力し考え、発展に専心努力して

いく所存であります。会員のみなさま並び役員のみなさまに

は何卒今後とも一層のご指導ご懇情を賜わりますようお願い

申し上げます。

統括理事　野澤　健二

今年度 3 期目の理事に就任いたしま

した野澤です、よろしくお願いいたし

ます。

この 4 年間の経験を活かし、技工

士の労働環境問題をはじめとする諸問

題解決へ前進するよう新執行部と共に努力して参ります。

統括理事　荻野　勝也

この度、組織・広報の統括理事とし

て拝命しました荻野勝也です。

歯科業界全体が大きな変化を遂げよ

うとしている中、現在従事されている

方は勿論、次世代を担う若手歯科技

工士の為にも、歯科業界全体が良き方向に改善・改革が成

される様、清水会長の下、執行部一丸となり取り組んでい

く所存です。会員の皆さま、ご協力のほど宜しくお願い申

し上げます。

理事　南郷　孝嘉

引きつづき福祉厚生を担当します南

郷です。精一杯、努めてまいりますの

でよろしくお願いいたします。

理事　森　直美

この度、福祉厚生・組織（女性部

会）理事を、仰せつかりました、森直

美です。福祉厚生におきましては新年

互礼会の充実を軸とし、また組織にお

きましては、近年、技工士学校におき

ましては女子学生が増加していることをふまえて、さらに「女

性が活躍できる業界」 を見据え活動する所存です。会員の

皆様よろしくお願い致します。

理事　田中　洋佑

この度、組織理事に就任しました田

中洋佑です。前執行部で培った経験を

活かし組織事業の会務に全力で取り組

んでいきます。また組織事業を通して

今まで参加されていない方々が参加し

やすい環境作りを目標に、皆様のご助言ご協力を仰ぎ、清

水会長をはじめ執行部一丸となって頑張っていく所存です。

引き続き皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

理事　長久　宏之

引き続き、大阪府歯科技工士会の

理事に就任致しました長久です。

微力非才ではございますが、職務遂

行のため努力してまいりますので、会

員皆さまのご指導・ご協力を賜ります

よう、よろしくお願いいたします。

理事　岩佐　達也

この度、財務理事に就任致しました

北東支部の岩佐達也です。

不慣れな部分が多々ありますが、諸

先輩方、並びに支部役員・会員の皆様

のお力添えを頂き精一杯、会務を務め

させて頂く所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻のほ

ど宜しくお願い致します。

理事　山本　吉保

この度、広報理事に就任致しました

山本吉保と申します。

初めての理事就任となりますが、清

水会長の下、皆様のお役に立てるよう

努めて参る所存です。

広報誌 「大歯技広報」 を通じて、会員の皆様に様々な情

報をお伝えすると共に、「スマホアプリ」「ホームページ」

を積極的に活用し、時代のニーズに合わせた情報伝達ツー

ルの充実に努めます。また、情報伝達だけではなく、情報

交換としての機能も充実させ、会員の皆様に“技工士会は

役に立つ”と思って頂けるよう、努めて参ります。ぜひとも、

皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
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支部長就任挨拶

理事　榎本　俊輔

今期から学術担当理事をさせていた

だくことになりました榎本俊輔です。

今回、初めて本会の理事のお話を

頂き恐縮するばかりですが、お受けし

たからには前期までの支部の理事の経

験を活かし、少しでも会員様や入会を検討されている方が

入ってよかったと思えるような講習会・講習会や実技研修な

どを計画出来るように協力していきたいと思っております。

歯科技工士会がより魅力ある会になるお手伝いが出来る

よう頑張りますので、何卒、ご指導ご協力のほど宜しくお願

い致します。

北大阪支部
支部長　山口　雅弘

この度、２期目となる支部長をや

らせていただきます。精一杯頑張っ

て参りたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

北東支部
支部長　友西　康輔

この度、北東支部の支部長に就任

する事になりました友西康輔です。

再びこのような大役を務めさせて頂

く事になりました。

支部の活動が充実するように努力して参りたいと思い

ますので、会員の皆様のご助言、ご協力をよろしくお願

い申し上げます。

中央北支部
支部長　池田　和久

この度 2 期目の支部長を務めさせ

て頂きます池田です。1 期目は何も

分からず支部役員の皆様に支えられ

監事　山下　茂子

大阪府歯科技工士会の理事を拝命

してから 20 年、常務理事、副会長と

して活動させて頂きましたが、会員の

ためにお役に立てたかどうか忸怩たる

思いでおります。次期の執行部では、

今までの経験をいかして監事として的確なアドバイスが出来

るよう頑張ります。よろしくお願い申し上げます。

監事　野首　光男

このたび幹事に就任します南大阪支部の野首光男です。

長いあいだ代議員、議長を務めさせていただきましたが、

この経験が少しでもお役に立てればと願っております。山下

監事はじめ新役員の皆さんと仕事ができること楽しみにして

おります。よろしくお願いします。

て務めることが出来ました。

今期も会員の皆様と共にさらに中央北支部を盛り上げ

て行きたいと思いますので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお

願い致します。

中央南支部
支部長　町田　昌紀

この度、中央南支部の支部長を引

き継ぐ事となりました町田昌紀です。

歯科技工士不足などで、私たちを

取り巻く環境に変化を感じる昨今で

すが、各方面にアンテナを張り支部会員の皆様と共有出

来る支部運営を心掛けていきたいと思っています。

会員の皆様にも、色々とご協力をお願いする事もある

と思いますが、何卒宜しくお願い致します。

南大阪支部
支部長　畑木　信之

この度、南大阪支部支部長に就任

しました畑木信之でございます。南

大阪支部の発展そして活気のある支

部になるよう全力を尽くします。

はなはだ微力な為、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよ

うに心よりお願い申し上げます。
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新入会員歓迎会開催

平成 30 年度 5 月 27 日（日）、グレースバリなんば道頓堀において、大阪府

歯科技工士会主催の新入会員歓迎会が開催された。以前は各支部単位で行って

いたが、昨年度から各支部が集まり、合同で行われた。

午前 11 時から冨田理事の進行により、西副会長の挨拶からイベントが開催さ

れた。今回、新入会員の参加者は 11 名と少なかったが、青年部の参加が 45 名、

全体で 83 名の参加者があり、盛大に行われた。

今年度はみんなで描くアート大会と題して各チームに別

れてテーマごとにイラストを描いた。投票により順位が決

められ、1 位が南大阪支部、2 位が中央北支部、3 位が

北大阪支部となった。イベントが終わると新入会員を挟ん

で昼食会が行われ、お互いの親睦の場として、今後の活

動についての情報交換が行われた。最後に、清水会長よ

り挨拶があり、閉会した。

次年度からもっと多くの新入会員が参加できるように各

支部でアナウンスを徹底して参加を促して頂く事で、他の

イベントへの参加率向上にも繋がっていくものだと考えら

れます。
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テクニカルエッセンス

清掃性と咬頭嵌合位の安定を考慮した

インプラント埋入ポジションの考察
北大阪支部　新海　敦司　

1）はじめに

現在、欠損補綴のオプションとして、多くの歯科医師
がインプラント治療を選択されています。その成功率は
非情に高く、もはや歯科医療に欠かせない、安定性のあ
る治療法と考えられています。

しかし、長期安定性をもってインプラント体を維持で
きているでしょうか。

インプラント周囲軟組織の出血や腫れ、辺縁骨の吸収
を厳密に評価すると、多くの症例でインプラント周囲組
織に感染が伴っていると報告されています。

インプラント周囲組織が感染を伴い、その支持骨が吸
収している状態を『インプラント周囲炎』と呼びます。
インプラント周囲炎となる原因は、主にプラークです。
プラークコントロールがしっかり行えてないと、口腔内
の細菌が増えて、インプラントが細菌に感染してしまい
ます。インプラント補綴は天然歯と違って、歯磨きが難
しい部分もあり、普段の歯磨きでは落としきれていない
汚れを歯科医師や歯科衛生士により定期的にチェックし
て、メンテナンスすることが必要になります。

そこで我々歯科技工士は、プラークが付着しにくい補
綴物を製作する必要があります。本稿では筆者が臨床で
行なっている、清掃性と咬頭嵌合位の安定を考慮した補
綴物形態を与えるために考えていることをご紹介させて
頂きます。

2）ケースの概要と考察

患者さんは 70 代の男性です。他院にて左下に片側性
の義歯を入れたが合わなかったため、インプラントを希
望し来院されました。（図 1）このケースを用いて清掃
性と咬頭嵌合位の安定を考慮したインプラント埋入ポジ
ションの考察をしてみたいと思います。

考察に入る前に補綴物の清掃性が悪くインプラント周
囲炎になった症例を見ていただきます。（図 2）

　図 1
左下 6 番のインプラントは上部構造の審美を優先させ

た解剖学的な幅径で製作したところ歯肉縁下のプラーク
コントロールがやりにくい状態になっています。（図 3）

インプラント周囲粘膜の生物学的比率は、歯肉の高さ：
歯肉の幅＝ 1：1.5 と言われています、（図 4b）もし歯
肉の幅が少ない場合、生物学的比率を保つために高さが
低くなり歯肉退縮してしまいます。それに伴い骨吸収が
起き、補綴物のアンダーカット量が増え、ブラッシング
が難しくなり清掃性が悪くなるという悪循環がうまれて
しまいます。

また歯肉も歯槽骨も血液から栄養をもらい抵抗力を備
えています。天然歯は歯根膜から血液供給がなされてい
ますが、インプラントには歯根膜は存在しない分、細菌
からの抵抗力が低く感染しやすいので（図 4a）のように、
歯肉貫通部の形態をストレートもしくはアンダーにして
縁下約 1mm から張らせることによってインプラント周
囲歯肉の厚みを増やし、血液の供給量を確保するのが望
ましいです。

このケースは、埋入深度も浅かったので歯肉貫通部を
真横に張らした形態になっていて（図 4c）の様に歯肉
を圧迫されて血液の供給量が減り歯肉の抵抗力を低下さ
せたと思われます。

このような清掃性不良補綴物を製作しないように、本
ケースでは左下 6 番に（図 5）清掃性と咬頭嵌合位の安
定を考慮したインプラント埋入ポジションの考察をしな
がら診断用ワクシングを行いました。
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図 3図 2

図 4

図 6図 5

図 7

図 9図 8

図 10

図 11

咬頭嵌合位が安定するためには咬頭と窩が向かい合っ
たポジションであることです、そしてこの顎位を維持安
定させるために適正なバーティカルストップが必要に
なってきます。

条件設定としてインプラントの埋入深度は一定という
ことで説明させて頂きます。

考察Ⅰ）まずアングルの不正咬合の分類でいう 1 級
で解剖学的なサイズでワクシングしてみました。（図 6）

咬頭嵌合位の安定という点では上下顎の機能咬頭が咬
頭対窩に噛み込むので適性なバーティカルストップを付
与して安定はします。しかし歯肉貫通部では、解剖学的
なサイズでワクシングしているため、その分歯肉に過大
な圧力が加わって結果的に清掃性が悪くなるのではない
かと考えました。

考察Ⅱ）解剖学的なサイズでは清掃性が悪くなるとい
うことなので、8 割のサイズでワクシングしてみました。

（図 7）アングルの不正咬合の分類でいう 3 級で、下顎
の咬頭が上顎の窩に入りますが、咬頭嵌合位の安定とい
う点では 1 級と比べるとやや劣ります。

歯肉貫通部では 8 割サイズになっている分考察 1 と
比べると歯肉へと圧力のかかり方は軽減されてはい
ます。

してみたところ、（図 8）歯肉貫通部をストレートに立
ち上げることができ、歯肉にかかる圧力を最小限にする
ことができたので、歯肉貫通部の清掃性は確保できると
判断しました。しかし咬頭嵌合位の安定という点では下
顎の咬頭が上顎の近心窩に入りますが、適正なバーティ
カルストップを与えることはできませんでした。

考察Ⅳ）考察ⅠⅡⅢを踏まえて咬頭嵌合位の安定と歯
肉貫通部の清掃性を与えるには、咬合面は解剖学的なサ
イズの大臼歯形態で、インプラントの埋入ポジションを
小臼歯サイズで遠心根部に埋入し、近心へのカンチレ
バータイプにすることで、咬頭嵌合位の安定と歯肉貫通
部の清掃性を与えることができると判断したので考察Ⅳ
で進めることになりました。（図 9）この時に構造力学
の観点から近心のカンチレバー部には接触点は与えてい
ません。

考察Ⅲ）考察ⅠⅡをワクシングしてみましたが、やは
り歯肉に過度な圧力がかかってしまいます。そこで、血
液の供給量を減らさないように小臼歯形態でワクシング

3）まとめ
インプラント治療が一般的になってきた近年では、そ

れと比例して少なくない数のインプラントのトラブルが
出てきています。私たち歯科技工士は患者さんの日々の
ブラッシングや定期検診のクリーニング時に、清掃しや
すい補綴物を製作しなければならならのはもちろんの事、
対合歯との噛み合わせを考慮した、インプラント埋入ポ
ジションの補綴的な診断ができる知識や技術を身につけ
ておくことが、口腔内の長期安定へとつながり患者さん
の QOL を高めることができるのではないでしょうか。
参考文献

石川高行／山森翔太：こうすれば防げるインプラント周囲炎
クインテッセンス出版、2012

古谷野潔／市川哲雄：審美歯科・インプラントワードブック
補綴臨床別冊、医歯薬出版、2008

本多正明／高井基普：咬合を臨床的にとらえる
ザ・クインテッセンス  Vol25 No.10.11.12 2006

 Vol26 No.1.2.3 2007

図 10、歯間ブラシで清掃性の確認とファイナルセット
　　　後のデンタル。
図 11、ファイナルセット後口腔内写真。
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③ 6/13 大阪府立港南造形高等学校ガイダンス出務者

について

・昨年に引き続き、高校生向けガイダンスを企画し

ている会社より依頼があり、ガイダンスを行う。

出務者について相談をした。

④支部健康展備品購入に伴う費用について

・共済より支出する。6 セット 110 万前後の予定。

【財務部】

①未納会費回収不能申請…中央北 1 名

・弁護士より内容証明を送ることになった。

【福祉厚生部】

①入院見舞金申請…北東支部 1 名

・承認される。

②平成 30 年度健康増進に係る事業

・7/22 ダーツ大会を開催する。予算案、内容につ

いて承認される。

・予防接種助成…助成金額は前年度同様とする。

【広報部】

①ＨＰ・アプリについて

・会員専用ページを設けることについて承認され

る。どのような内容を掲載するかは広報部主体で

具体的に検討していく。

【学術部】

①生涯研修受付用ノート PC 購入の件

・修理と購入の見積りをあげて再度検討する。

【技対部】

①ガイダンス 2018 の件

・例年通りの内容で行う。

◎その他

1 ．会員数状況・入会・退会予定者の確認

2 ．役員選挙立候補期間の確認（4/23 ～ 5/7）

3 ．全スタッフ会議：6/24（日）10：00 ～

　　　　　　　　於：ドーンセンター

4 ．2017 年度 CAD/CAM 講習会アンケート結果まとめ

日時：平成 30 年 5 月 12 日（土）15：30 ～ 17：30

場所：大阪府歯科技工士会館 3F

◎ 5・6 月度の日程の確認

◎第 1 回理事会報告の各部確認

◎一般報告

①日技報告

日時：平成 30 年 4 月 7 日（土）15：00 ～ 17：30

場所：大阪府歯科技工士会館地下会議室

会長挨拶：先日の診療報酬改定講習会は良かったと連

絡がありました。また点数が上がった物に

ついては、しっかり計算して対応をお願い

します。

◎ 4・5 月度の日程の確認

◎第 12 回理事会報告の各部確認

◎一般報告

①日技報告

・3/17 日技第 2 回全国会長懇談会報告

・サンエーの進捗状況についての報告

② 3/29 近畿支部第 3 回役員会報告

・次期役員についての話し合いがあった。

◎各部報告

【財務部】

① 4 月分会費納入状況の確認

【福祉厚生部】

①訃報…中村　廣文様（北東）3 月 5 日ご逝去　亨年

69 才

②平成 29 年度健康増進に係る事業報告

・インフルエンザ…123 名 （297,260 円）

・B 型肝炎…42 名 （961,852 円）

・肺炎球菌…7 名 （20,000 円）

　助成金合計 （1,279,112 円）

③ 3/24 歯の手話を学ぶ会修了式報告

・11 名の方に感謝状を贈呈した。

【広報部】

① 6 月号進捗状況について

・執筆担当者及び〆切について確認。

【学術部】

① 3/25 匠の技を見る報告

・参加者　会員 10 名、学生 10 名、計 20 名

②平成29年度健康展支部助成金支払い報告（125,000円）

【技対部】

① 4/1 診療報酬改定セミナー報告

・参加者　会員 71 名、未入会員 2 名　合計 73 名

◎審議事項

【総務部】

①平成 29 年度事業報告について

・内容について確認を行った。

②第 5 回社員総会に向けて

・議案について審議。

第 1 回  理事会 報告

第 2 回  理事会 報告
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・役員選挙立候補者の件

・日技友の会の件（例年通り）

・2017 年度下半期教育研修推進事業助成金支給

報告

② 5/7 役員選挙管理委員会報告

・候補者が定員を超えなかったため、第 14 条の規

程に基づき投票によらず、全員当選と決定した旨

の報告。

◎各部報告

【総務部】

①平成 29 年度人材育成事業補助金の件

・大阪府の審査が終わり補助金支給の内定が下り

た旨の報告。

【財務部】

① 5 月分会費納入状況の確認。

②支部繰越金本会送金額確定報告

・確定金額を 5 月末までに送金してもらう。

③交通費の源泉徴収税について

・本年度より本会・支部全ての交通費を執務費とし

て源泉処理を行う。合わせて諸規程の改定も行う。

【福祉厚生部】

①慶弔金支払い報告…出生祝金支払い…北東 1 名

【組織部】

①日技組織拡充支援金支給結果

2.18　歯科技工所セミナー　　 6,000 円

2.25　フェミニンフォーラム　15,000 円

3.4 　CAD/CAM　　　　　　 6,000 円

3.4 　北大阪支部学術講演会　 6,000 円

◎審議事項

【総務部】

①第 5 回社員総会に向けて

・財務委員会資料を基に内容を確認した。

・予算案の一部修正について説明。

②クオカードの使用方法について

・クオカードは資産として厳重に取り扱うように

顧問より指摘があった。

③共催について

・日本歯科医療管理学会が、平成 30 年 8 月 26 日

（日）に大阪府歯科医師会共催で行う学術大会の

共催依頼について承認される。

【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新入会員歓迎会について

・参加人数、スケジュール、役割分担。予算につい

て確認。

【広報部】

①ＨＰ会員専用ページについて

・会員専用ログインページを設ける。

② 7・8 月合併号企画案について

・内容と執筆者について確認。

【学術部】

①生涯研修受付用ノート PC 購入の件（再）

・今の所使えそうなので購入は見送る。

②プロジェクター購入の件

・購入について承認される。

◎その他

1 ．会員数状況・入会・退会予定者の確認

2 ．各案内の確認

3 ．健康展備品の支払いについて確認

4 ．CAD/CAM 講習会の継続について

・補助金事業が終了。今後の開催について継続審議

とする。

日時：平成 30 年 5 月 12 日（土）18：00 ～ 19：30

場所：大阪府歯科技工士会館 3F

内容

①支部会計監査報告

・監事より若干の修正はあったが、大きな問題はな

く適正に執行されているとの報告を受けた。

② 3/10 支部長検討会報告

・健康展備品の購入と健康展執務費について決定

した。

・支部長検討会は平成 29 年度をもって一区切り

とし、必要に応じて新たな検討会等を配慮して

いく。

③役員選挙管理委員会報告

・候補者が定員を超えなかったため、第 14 条の規

程に基づき投票によらず、全員当選と決定したと

の報告があった。

④支部役員名簿提出について

・5 月末〆切

⑤第 5 回社員総会について

・質問・要望事項〆切　6/18（月）17：00 必着

・広報 6 月号（5 月末送付）への掲載議案

第 1 回  支部長会 報告
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日時：平成 30 年 4 月 7 日（土）18：00 ～ 19：00

場所：大阪府歯科技工士会館 2F

内容

①「匠の技を見る」の講師（各支部から募る）リスト

最終確認

・講師のリストを最終確認した。これから「匠の技

を見る」を開催する時に活用していく事で、充実

した本会運営にして行く

②動員の仕方について

・引き続き話合う事とした。

③その他

・平成 30 年度年間予定表の確認

・各案内

日時：平成 30 年 4 月 7 日（土）18：00 ～ 19：00

場所：大阪府歯科技工士会館 2F

内容

①平成 30 年度大歯技広報年間スケジュールについて

・平成 30 年度の大歯技広報年間スケジュールの確

認を行った。

②私の町の風景、リレー編集の確認

・平成 30 年度の私の町の風景、リレー編集のスケ

ジュールと担当支部の確認を行った。

③ホームページ、アプリ活用法について

・現在、ホームページのリニューアルに向けて、大

きく下記の 2 点を変更している点について報告

した。

・会員と非会員との情報の差別化が出来てなく、会

員専用ページを設けることにより解決を行う。

・大阪府下の歯科材料メーカーに対してバナー広

告の案内を行う。

・会員と非会員への情報の区別は現在の案を見て

頂き、確認を行った。

・ホームページリニューアルに伴う支部からの要

望について…各支部コーナーを設け、支部の情報

等を載せることが出来ないか。

⑥支部繰越金について

・支部繰越金が確定し、各支部へ送金額の通知をす

る。5 月末までに送金となる。

⑦交通費の源泉徴収について

・本会も支部も交通費を執務費として実費以外の

分は全て源泉徴収の処理をする。

⑧新入会員歓迎会について

・各支部参加状況の確認と再度動員協力を要請

した。

⑨その他

・全スタッフ会議：6/24（日）10：00 ～

　　　　　　　　　於：ドーンセンター

・会費納入状況の確認

・各案内

日時：平成 30 年 4 月 7 日（土）18：00 ～ 20：00

場所：大阪府歯科技工士会館 3F

内容

①決算に向けて各支部の進捗状況の確認

・順調に進んでいるとの報告有

②各支部の未納会費の現状報告

・各支部の問題点を個別に報告を受け、指示を

した。

③支部繰越金の対応方法について

・繰越金スケジュールを説明し、助成金の内容と報

告のスケジュールを説明した。

日時：平成 30 年 4 月 7 日（土）18：00 ～ 19：00

場所：大阪府歯科技工士会館 2F

内容

①平成 30 年度健康増進に係る事業について

・7 月 22 日　ダーツ大会開催決定・・・役割分担

を指示。

・予防接種の助成・・・各支部に更なる広報活動を

依頼。

第 1 回  会計部会 報告

第 1 回  福祉厚生部会 報告

第 1 回  学術部会 報告

第 1 回  広報部会 報告
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日時：平成 30 年 5 月 12 日（土）18：00 ～ 19：00

場所：大阪府歯科技工士会館 3F

内容

①近畿歯科技工ガイダンス 2018 について

・日時　場所の確認

・内容の説明

②歯科技工士法違反行為を行う悪質な歯科技工所の対

応について

・違反行為の事例及び現状の対応説明

・今後の対応方法の検討

③歯科技工士会会員及び開設届済みカードについて

・歯科医師会に対して歯科技工所開設届の確認協

力依頼分の作成

④その他

・歯科医院内での CAD/CAM 冠　製作の違法性に

ついて

日時：平成 30 年 5 月 12 日（土）18：00 ～ 19：00

場所：大阪府歯科技工士会館 B1F

内容

①新入会員歓迎会最終確認

②ガイダンス内容の確認

・イベント内容を確認。

③その他

・スケジュールを確認

・会員数状況表を確認

・新入会員一覧を確認

・各案内

第 1 回  技対部会 報告

第 1 回  組織部会 報告

日時：平成 30 年 5 月 7 日（月）17：00 ～ 17：15

場所：大阪府歯科技工士会館 2F

出席者：前田委員（北大阪）・岡﨑委員長（北東）・

　　　　根津委員（南大阪）

欠席者：森岡委員（中央北）・竹田副委員長（中央南）

内容

①立候補者

【理事選挙】10 名以上 15 名以内（順不同）

区域 支部名 立候補者

地
域
支
部
選
出
枠

北 大 阪 本多　隆男

北 東 岩佐　達也

中 央 北 西　　康文

中 央 南 榎本　俊輔

南 大 阪

大
阪
府
下
全
域
枠

北 東 清水　潤一

中 央 南 重光　俊憲

中 央 北 小谷　和弘

北 東 前川　清和

北 大 阪 荻野　勝也

中 央 南 野澤　健二

北 東 田中　洋佑

北 東 山本　吉保

北 大 阪 長久　宏之

中 央 南 森　　直美

南 大 阪 南郷　孝嘉

監事
中 央 北 山下　茂子

南 大 阪 野首　光男

・候補者が定員を超えなかったため、第 14 条の規

程に基づき投票によらず、全員当選と決定した。

②その他

・大歯技広報 7・8 月合併号にて結果報告掲載。

③スケジュール

1 ）本日　役員選挙管理委員会

　　　　　　↓

2 ）5/8 以降　新役員へ「役員選挙結果報告」発送

　　　　　　↓

3 ）6/23 社員総会で当選者報告

　　（選挙管理委員長・副委員長及び新役員出席）

　　　　　　↓

4 ）大歯技広報、役員就任あいさつ文原稿・写真：

　6/25 〆切

第 2 回  役員選挙管理委員会報告



（12）　第505号 2018年7・8月合併号大　歯　技　広　報

2018(H30)年 歯の手話を学ぶ会 
 

耳の不自由な患者さんにも充分な治療をしてあげたい！ 

耳の不自由な患者さんと歯科医師の会話をサポートしたい！ 

歯科用語手話を身につけて、さらに表現力を豊かにしたい！ 

手話関係者と歯科関係者が一緒に楽しく学びあう会です。 

歯の手話について関心のある方、ぜひご参加ください。 

 

１．名 称 歯の手話を学ぶ会 

２．主 催 大阪府歯科用語手話作成普及委員会 

３．後 援 一般社団法人 大阪府歯科技工士会 
公益社団法人 大阪聴力障害者協会 

４．目 的 
   1)手話関係者・歯科関係者が聴力障がい者との円

滑なコミュニケーションをはかる 
2)専門分野の手話通訳者を育成する 

５．日 時 
  第１回  ９月１５日（土） 
  第２回 １０月１３日（土） 
  第３回 １１月 ３日（土） 
  第４回 １２月 ８日（土） 
  第５回  １月２６日（土） 

第６回  ２月１６日（土） 
  第７回  ３月１６日（土） 

午後２時～２時２５分 ミニ講演 
午後２時３０分～４時３０分 手話講習  

６．受講料 
  一般 ３０００円  学生 ２０００円 

（学生の方は学生証をご提示下さい） 

７．クラス 
    入 門 ク ラ ス 

 対象：手話を初めて学ぶ方、歯科関係者 
 内容：基礎的な手話、初歩的な歯科医療会話 

    会話初級クラス 
 対象：ろう者と簡単な会話ができるレベルの方 
 内容：歯科医院での基本的な会話練習 

    会話中級クラス 
 対象：ろう者と日常会話がほぼ通じるレベルの方 

内容：会話練習＋歯科に関する手話通訳演習 

８．場 所 
   大阪府谷町福祉センター     
       大阪市中央区谷町 5-4-13    
       電話 06-6763-4691      
      地下鉄｢谷町６丁目｣駅下車 ①･⑥出口徒歩３分  
           
 

 

 

 

 

 

 

９．定 員    ４０名        

10．お申込み 
    郵送､メール､ＦＡＸでお申込みください(先着順)。

後日､メールまたはＦＡＸで受講票を送付いたし
ます。 

11．お申込先 
一般社団法人 大阪府歯科技工士会 
〒558-00 
大阪市住吉区我孫子 ５-14-7 

   FAX 06-6697-4100 
      E-mail：kanri@daishigi.org 
      URL：https://www.daishigi.org/ 

    問い合わせはメールまたはＦＡＸでお願い
します。後日、ご回答申し上げます。 
（電話でのお問い合わせはご遠慮ください） 

 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

20１８(H３０)年度 歯の手話を学ぶ会 受講申込書 

ふ り が な 
氏  名 

 
 

TEL 
FAX 

 
 

ご 住 所  

ご希望のクラス名 入門クラス ・ 会話初級クラス ・ 会話中級クラス （途中でクラス変更可） 

所  属 
手話関係者〔手話サークル・手話通訳者・福祉関係者・その他〕  
歯科関係者〔歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手・受付・学生・その他〕 

     ＊）該当する項目に○をご記入ください 

2018(H30)年 歯の手話を学ぶ会 
 

耳の不自由な患者さんにも充分な治療をしてあげたい！ 

耳の不自由な患者さんと歯科医師の会話をサポートしたい！ 

歯科用語手話を身につけて、さらに表現力を豊かにしたい！ 

手話関係者と歯科関係者が一緒に楽しく学びあう会です。 

歯の手話について関心のある方、ぜひご参加ください。 

 

１．名 称 歯の手話を学ぶ会 

２．主 催 大阪府歯科用語手話作成普及委員会 

３．後 援 一般社団法人 大阪府歯科技工士会 
公益社団法人 大阪聴力障害者協会 

４．目 的 
   1)手話関係者・歯科関係者が聴力障がい者との円

滑なコミュニケーションをはかる 
2)専門分野の手話通訳者を育成する 

５．日 時 
  第１回  ９月１５日（土） 
  第２回 １０月１３日（土） 
  第３回 １１月 ３日（土） 
  第４回 １２月 ８日（土） 
  第５回  １月２６日（土） 

第６回  ２月１６日（土） 
  第７回  ３月１６日（土） 

午後２時～２時２５分 ミニ講演 
午後２時３０分～４時３０分 手話講習  

６．受講料 
  一般 ３０００円  学生 ２０００円 

（学生の方は学生証をご提示下さい） 

７．クラス 
    入 門 ク ラ ス 

 対象：手話を初めて学ぶ方、歯科関係者 
 内容：基礎的な手話、初歩的な歯科医療会話 

    会話初級クラス 
 対象：ろう者と簡単な会話ができるレベルの方 
 内容：歯科医院での基本的な会話練習 

    会話中級クラス 
 対象：ろう者と日常会話がほぼ通じるレベルの方 

内容：会話練習＋歯科に関する手話通訳演習 

８．場 所 
   大阪府谷町福祉センター     
       大阪市中央区谷町 5-4-13    
       電話 06-6763-4691      
      地下鉄｢谷町６丁目｣駅下車 ①･⑥出口徒歩３分  
           
 

 

 

 

 

 

 

９．定 員    ４０名        

10．お申込み 
    郵送､メール､ＦＡＸでお申込みください(先着順)。

後日､メールまたはＦＡＸで受講票を送付いたし
ます。 

11．お申込先 
一般社団法人 大阪府歯科技工士会 
〒558-00 
大阪市住吉区我孫子 ５-14-7 

   FAX 06-6697-4100 
      E-mail：kanri@daishigi.org 
      URL：https://www.daishigi.org/ 

    問い合わせはメールまたはＦＡＸでお願い
します。後日、ご回答申し上げます。 
（電話でのお問い合わせはご遠慮ください） 

 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

20１８(H３０)年度 歯の手話を学ぶ会 受講申込書 

ふ り が な 
氏  名 

 
 

TEL 
FAX 

 
 

ご 住 所  

ご希望のクラス名 入門クラス ・ 会話初級クラス ・ 会話中級クラス （途中でクラス変更可） 

所  属 
手話関係者〔手話サークル・手話通訳者・福祉関係者・その他〕  
歯科関係者〔歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手・受付・学生・その他〕 

     ＊）該当する項目に○をご記入ください 

2018(H30)年 歯の手話を学ぶ会 
 

耳の不自由な患者さんにも充分な治療をしてあげたい！ 

耳の不自由な患者さんと歯科医師の会話をサポートしたい！ 

歯科用語手話を身につけて、さらに表現力を豊かにしたい！ 

手話関係者と歯科関係者が一緒に楽しく学びあう会です。 

歯の手話について関心のある方、ぜひご参加ください。 

 

１．名 称 歯の手話を学ぶ会 

２．主 催 大阪府歯科用語手話作成普及委員会 

３．後 援 一般社団法人 大阪府歯科技工士会 
公益社団法人 大阪聴力障害者協会 

４．目 的 
   1)手話関係者・歯科関係者が聴力障がい者との円

滑なコミュニケーションをはかる 
2)専門分野の手話通訳者を育成する 

５．日 時 
  第１回  ９月１５日（土） 
  第２回 １０月１３日（土） 
  第３回 １１月 ３日（土） 
  第４回 １２月 ８日（土） 
  第５回  １月２６日（土） 

第６回  ２月１６日（土） 
  第７回  ３月１６日（土） 

午後２時～２時２５分 ミニ講演 
午後２時３０分～４時３０分 手話講習  

６．受講料 
  一般 ３０００円  学生 ２０００円 

（学生の方は学生証をご提示下さい） 

７．クラス 
    入 門 ク ラ ス 

 対象：手話を初めて学ぶ方、歯科関係者 
 内容：基礎的な手話、初歩的な歯科医療会話 

    会話初級クラス 
 対象：ろう者と簡単な会話ができるレベルの方 
 内容：歯科医院での基本的な会話練習 

    会話中級クラス 
 対象：ろう者と日常会話がほぼ通じるレベルの方 

内容：会話練習＋歯科に関する手話通訳演習 

８．場 所 
   大阪府谷町福祉センター     
       大阪市中央区谷町 5-4-13    
       電話 06-6763-4691      
      地下鉄｢谷町６丁目｣駅下車 ①･⑥出口徒歩３分  
           
 

 

 

 

 

 

 

９．定 員    ４０名        

10．お申込み 
    郵送､メール､ＦＡＸでお申込みください(先着順)。

後日､メールまたはＦＡＸで受講票を送付いたし
ます。 

11．お申込先 
一般社団法人 大阪府歯科技工士会 
〒558-00 
大阪市住吉区我孫子 ５-14-7 

   FAX 06-6697-4100 
      E-mail：kanri@daishigi.org 
      URL：https://www.daishigi.org/ 

    問い合わせはメールまたはＦＡＸでお願い
します。後日、ご回答申し上げます。 
（電話でのお問い合わせはご遠慮ください） 

 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

20１８(H３０)年度 歯の手話を学ぶ会 受講申込書 

ふ り が な 
氏  名 

 
 

TEL 
FAX 

 
 

ご 住 所  

ご希望のクラス名 入門クラス ・ 会話初級クラス ・ 会話中級クラス （途中でクラス変更可） 

所  属 
手話関係者〔手話サークル・手話通訳者・福祉関係者・その他〕  
歯科関係者〔歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手・受付・学生・その他〕 

     ＊）該当する項目に○をご記入ください 
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あらかじめ 歯科技工所名 と 所在地 も 印字 して販売しております。

会館休館日

8・9 月活動日程

会費引落し日

会員の皆様へ

関西北陸地区歯科技工士学校
連絡協議会「懇親会」
三役会・理事会・学術部会
大阪口腔衛生協会評議員会

学術講演会
三役会・理事会・支部長会
会計・学術部会

●8月●

3日（金）

4日（土）
7日（火）

●9月●

2日（日）
8日（土）

☆ 7 月： 7 日を除く土曜・日曜・祝日
☆ 8 月： 4 日を除く土曜・日曜・祝日

☆ 8／8（水）… 9 月分
☆ 9／10（月）… 10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

問合せフォームより
https://www.daishigi.org/?p=11

5月入会
北　東

6月入会
北　東

新 入 会 員

西村　育枝
日本歯科学院専門学校卒

川口　　翔
大阪大学歯学部附属歯科技工士学校卒

ご結婚・お子様の
ご誕生おめでとう
ございます!!
 ＊下記1名の方に結婚祝金を給付しました。

   　● 井上　　学 様（北大阪支部）

 ＊下記2名の方に出生祝金を給付しました。

   　● 遠藤　　聡 様（北東支部）
   　● 藤井　克憲 様（北東支部）

（届出順に掲載）

＝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。
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私の町の風景

｢狭山植田の水少なく、池溝を開き、民業を広めよ｣ と

いう詔が『日本書紀』に記載され、「印色入日子命が狭山

池を作る」と『古事記』に記載されているのが我が町大

阪狭山市です。

この機会に大阪狭山市の歴史を抜粋してみます。

毎日踏みしめている狭山の土地ですが、時空を遡れば

様々な歴史があり、私など戸籍の片隅に足跡を残している

だけの存在ですね。(^o^) ﾊﾊﾊ

田中　雅人

616年  （推古）　 　 狭山池築造
927年 延長5年　  『延喜式神名帳』に狭山堤神社と狭山
　　　　　　　　　神社が大社として記載 
1001年 長保3年　『枕草子』に狭山池の記事
1347年 正平2年　　楠木正行、池尻城で足利軍と合戦。
1616年 元和2年　　北条氏信、狭山池北東に陣屋を築造
　　　　　　　　　し狭山藩を開く。
1771年 明和8年　 岩室村でおかげ参りが起こり、人々
　　　　　　　　　が伊勢に参詣するようになる。
1889年 明治22年　狭山村・三都村発足。
1896年 明治29年　郡制施行で南河内郡になる。
1938年 昭和13年　狭山池北堤に村役場庁舎を建築。
　　　　　　　　　さやま遊園開園。
1945年 昭和20年　アメリカ軍艦上機が茱萸木に墜落。
　　　　　　　　　富士車輌爆撃を受ける。
1951年 昭和26年　町制施行。
1952年 昭和27年　狭山池でボートレース開催。
1960年 昭和35年　私が生まれる。
1987年 昭和62年　市制施行。
2000年 平成12年　さやま遊園閉園。さやま遊園前駅が
　　　　　　　　　大阪狭山市駅に名称変更。

今年のゴールデンウィークに香港へ行ってきました。毎

年国内旅行を楽しんできましたが、友人の提案で初めて

の香港旅行が実現しました。私のイメージですが香港と

いえば映画やガイドブックに出

てくる夜景、 安くておいしい

グルメ、そしてコンパクトな香

港ディズニーです。 初日の夜

ジャッキーチェンの映画のよう

な看板が垂れ下がる道路を想

像してワクワクしながら 2 階建

てバスに乗りましたが、ほんの

少しでガッカリでした。気を取り直して向かった香港料理

のレストランは思っていた以上の美味しさで、朝食から夜

食まで飲茶三昧で最高でした。

一緒に行った友人は歯科衛生

士さんで直接患者さんと接して

いる彼女の話はとても勉強にな

ります。 ホテルの部屋では深

夜までお互い仕事の話や（も

ちろん愚痴も） 将来の夢を語

り合います。

今は「来年はどこへ行こう

かなぁ」とパンフレットを見ながら日々妄想をめぐらして

います。

私と同じ新人の歯科技工士の皆さんへ

技工士会の研修やイベントに参加してフレッシュな意見

を反映して頂けるように頑張りましょう！

北大阪支部　前田　万葉

南大阪

フェミニン通信

大阪狭山市
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リ レ ー
編 集

南大阪

こ こ 最 近、20

数年来のアウトド

アブームが再燃し

ています。僕も休

日はできるだけ外

で過ごしてオンオ

フの切り替えをしています。その中でも僕はキャンプが

好きで、年末年始は毎年、静岡県の 「ふもとっぱらキャ

ンプ場」という、標高 830m、東京ドーム 5 個分という

広大な敷地が広がり、目の前に雄大な富士山を見ること

ができるキャンプ場で年を越し、初日の出を見てお雑煮

を食べるのが恒例となっています。何度見ても日本人に

生まれて良かったと思える瞬間です。

キャンプの楽しみは他にも、家族で焚き火を囲む時間

が大好きです。 現代人は昔

と違って、火を扱うという事

から遠ざかっているといいま

す。 それはこの歯科技工業

界でも同じ事が言えるような

気がします。しかし便利にな

るのは良いことなのですが、

反面何か大事な事まで忘れ

てしまっているように思える

のです。 普段の便利な生活

から離れ、子供たちに火の

扱いや怖さ、 ありがたさを

教えつつ、焚き火を囲んで

他愛もない話をしながらお

酒を飲んで癒されています。

ぜひ一度、ご家族でキャンプに行かれてみてはいかが

でしょうか？家族の絆がより一層深まると思います。

川村　誠

初めて京都へ行ったのは私が専門学生の頃、初めて見

た嵐山の壮大な景色と感動は今でもはっきりと覚えてい

ます。今でも私の一番のお気に入りの場所です。

それからすっかり京都に魅力され月に一度くらいの

ペースで遊びに行っています。もしかしたら地元よりも京

都の方が詳しいかもしれません。

飽きないのか？とはよく言われますが同じ場所でも四季

折々、その日の天気一つでも全く違う魅力が溢れており

この先も飽きる事はないでしょう。

今は紫陽花が見頃な季節ですが、三条や貴船では夏の

名物川床の準備が進んでいるところです。これから祇園

祭もあって 8 月になれば五山送り火、秋にも冬にも様々

なイベントが沢山ありますね！

京都のお祭りは平日が多いので中々見に行ける機会が

少ないのですが、それはそれで今後の楽しみにしていき

たいと思います。

神社仏閣が多い所ではありますが、探して見ればお洒

落なお店も沢山ありますよ！

気紛れに足を運んでみては如何でしょうか。

紀伊国屋　美紗

私の大好きな町京都家族の絆

次回
担当支部
のお知らせ 9・10月合併号の「リレー編集」と「私の町の風景」は、北大阪支部担当です。
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支部コーナー 『北大阪支部だより』
　　　　　 第 38 号

　　　　　　

平成 30 年 6 月 9 日（土） 箕面市立総合保

険福祉センターにて箕面市民歯のつどい、「歯っ

ぴい健康フェスタ」 が行われました。

箕面健康展では、技工物の展示、入れ歯ケー

ス等の配布のほかに人気キャラクターワンピー

ス、箕面市のゆるキャラ瀧の道ゆずる君等の石

膏人形に色塗りを子供たちに体験してもらって

います。

今回、ゆずる君

を黄色の石膏を流

して持っていった

ところ、（実物は

黄色がベース）あ

まり人 気がなく、

子供たちは、白い石膏に色をぬりたいというこ

とがわかりました。次回は子供目線でいろいろ

考えていこうと思

い ま す。 と 同 時

に歯科技工士とい

う職業をもっとア

ピールしていきた

いと思います。

6 月 2 日（土）に、第 40 回豊中よい歯のつどいが開催されました。

豊中では、秋に市民健康展と 6 月に豊中の小学校を毎年ひとつずつまわるということで始まった事業です。

第 40 回を迎え、あと一校で豊中の小学校をすべてまわった事になります。今年は、豊中市立東豊台小学

校で行われ、顎体模型の展示や、各クラスがまわってきた時に、乳歯から永久歯に生え変わる時期の説明

など、子ども達は興味深々で話を聞いてくれ、毎年各小学校の色があり、こちらが元気をもらって帰る程楽

しく一日を過ごさせてもらいました。

小学校から歯に興味をもってもらい、将来技工業界に入ってきて欲しいものです。

副支部長　嘉戸　秀年

平成 30 年 6 月 10 日（日）に摂津市歯科医

師会主催の 「みんな生き生き　よい歯の健康

展」 が市立保健センターで行われた。

歯科医師会、歯

科技工士会、歯科

衛生士会と衛生士

の学生も加わり、

市民に歯科医療の

大切さをアピール

した。

技工士会は技工

物の展示や技工作業の動画を放映した。 毎年

好評の乳歯ケースやデンチャーケースの配布も

行った。

市民の皆様と直接接

することで、歯科技工

士の仕事 「歯を作る

専門家」 を少しは理

解して貰えたと思う。

これからも、技工士

としての技術や知識で

社会に貢献していきたい。

専務理事　堀之内　朋哉

第40回豊中よい歯のつどい

箕面市民歯のつどい
「歯っぴい健康フェスタ」

摂津市歯科医師会主催
「みんな生き生き　よい歯の健康展」
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支部コーナー 『中央北支部だより』
　　　　　 第 42 号

大阪府歯科技工士会中央北支部総会 新入会員歓迎会
　2018 年 5 月 27 日（日）ジーニス大阪 4F にて支部総
会が開かれました。当日は参加者約 20 名、執行部より下
記議事を報告、承認をいただきました。
議　事
①平成 29 年度事業報告
②平成 29 年度決算報告
③新役員選定
④平成 30 年度事業計画（案）
⑤平成 30 年度予算（案）
　報告事項では今期支部学術講演会講師選定において支部
会員大西氏よりご講演の申し出があり講演いただくことに
なりました。
　その他質問事項で新入会員から入会当初の正確な引き落
とし金額の連絡が欲しいと要望がありました。
懇親会
総会終了後ジーニス大阪イースト 1F「NOSTRA」にて懇
親会開催

　平成 30 年 5 月 27 日グレースバリなんば
道頓堀店にて新入会員歓迎会が行われまし
た。歓迎会はディズニーキャラのデッサン→
バイキング→お楽しみ抽選会→結果発表とい
う流れでした。中央北支部のお題はドナルド
ダッグで、新入会員 4 名、青年部 2 名と協
力して描き、見事 2 位を獲得しました！
　そのあとはバイキング、支部の方々と交流
し楽しい時間を過ごしました。
　新入会員の今後の活躍期待しています！ 

横野裕彦
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支部コーナー 『北東支部だより』
第 59 号 No.1

北東支部会員状況（平成 30 年 7 月現在） 行事予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部長 友西 康輔 

専務 藤原 敏郎 

副支部長 北田 洋士・三嶋 敬一・森 朋智 

  理事 部員 

会計 關口 晃子 柳原 隆志・町井 裕 

学術 森 朋智 愛尾 健一 

技対（開設） 西村 亮太 津川 光太郎 

技対（勤務） 中川 達矢 山田 大輔 

福祉厚生 青木 芳典 飛鳥 真之・藤澤 成実 

組織 金澤 健太 千頭 勇介・清水 誠 

広報 三嶋 敬一 児島 大河・山中 宏之 

顧問 岩崎 英人・千葉 直樹 

相談役 福井 得光・中山 秀樹 

青年部会 千頭 勇介 

  

資格審査委員 福井 得光 

議事運営委員 藤原 敏郎 

選挙管理委員 南郷谷 享 

財務委員 友西 康輔・三嶋 敬一 

裁定委員 友西 康輔 

連盟評議員 友西 康輔・藤原 敏郎 

支部長挨拶

寝屋川市健康展に協力しました

平成 30 年度 北東支部総会 開催

　この度、二期目の支部長を務めさせて頂く事になりました友西康輔です。
　一期目の経験を生かし支部役員の皆様と共に北東支部の活動がより一層
盛り上がるように進めて参りたいと思います。
支部会員の皆様のご理解ご協力をよろしくお願い致します。

　平成 30 年 6 月 2 日（土）寝屋川市歯の健康展が開
催されました。
　終了後の慰労会では、寝屋川市長も参加してくださ
いました。
　三嶋敬一様・藤原敏郎様・大西邦夫様・清水誠様・
木村栄司様、お手伝い有難うございました。

会員数　301名
（男性　263名　女性　38名） 10月

レクリエーション

新入会員紹介
（平成30年5月）西村　育枝 … 日本歯科学卒
（平成30年6月）川口　　翔 … 阪大卒

　去る、平成 30 年 5 月 20 日（日）午前 10 時より、ホテル京阪京橋グランデにて、平成 30 年度北東
支部総会が開催されました。総会議長には北田氏を選出し、総会が進められました。
　まず、平成 29 年度事業報告と決算報告を行い、質疑応答の後、全会一
致で承認されました。
　次に、平成 30 年度から支部執行部が交代となるため、新しい執行部人
事の承認が行われました。
　その後、新執行部より、平成 30 年度事業計画案と予算案について報告
があり、こちらも全会一致で承認されました。
　総会終了後のお食事会も大変盛り上がり、とても楽
しい親睦会となりました。

北東支部執行部のご紹介
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支部コーナー 『北東支部だより』
第 59 号 No.2

健康展への協力について 北東支部 LINE@ のご案内

北東支部　Ｈ29年度決算報告

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 LINE ＠　@nxb3982p
支部メール　daishigi.hokutou@gmail.com
・寝屋川市健康展　　6 月 2 日（終了）
・門真市健康展　　　9 月 8 日
・大東市健康展　　　9 月 16 日
・枚方市健康展　　　9 月 30 日
・四条畷市健康展　　11 月 18 日
・交野市健康展　　　11 月頃

北東支部では、LINE@
にて皆様に情報の提供を
しております。
ぜひご登録下さいますよ
う、お願い致します。

（詳細は大歯技広報 6 月
号支部だよりをご覧くだ
さい）

北東支部公式 LINE
QR コード

ID：@nxb3982p
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支部コーナー
『中央南支部だより』第44号 No.1

　　　　　　

中央南支部だより 第44号

　平成 30 年 5 月 26 日(土)午後 5 時 30 分より中央南支部役員会が本会会館 2 階において開催され、支部役

員会終了後の午後 6 時 30 分から引き続き支部会が開催されました。　役員会では、支部会で報告する「平成

29 年度支部決算、平成 30 年度支部予算（案）、平成 30 年度支部事業計画（案）」について内容の確認を行い

支部会において報告されました。　尚、これらの資料（報告事項）については支部会員全員に郵送にて事前配

布を行い、内容の周知に努めました。　　

　

　

中央南支部会；

　*　平成 29 年度決算報告及び平成 30 年度予算

　　　（案）について、事前配布資料に基づいて大西財

　　　務理事から説明がありました。　尚、出席者から

　　　の質問及び大西理事からの回答は以下のとおり

　　　です。

　

　○質問；　平成 29 年度決算報告書の交通費（支出

　　　　　　の部）が 0 円計上になっているのは何故で

　　　　　　すか？

　◎回答；　この旅費交通費は、支部役員が本会会議

　*　平成 30 年度事業計画（案）について、清見支

　　　部長から日程と催事（下表）の説明がありまし

　　　た。　　　

　*　部会報告

　○技対部；　5 月 12 日（土）に開催された技対部

　　　　　　　会について左手理事から以下の報告が

　　　　　　　ありました。

　　　　　・技工法違反に対する対応について検討し

　　　　　　ている件

　　　　　・「歯科技工所開設者カード」の発行を検討

　　　　　　している件

　　　　　・歯科医院に対して「開設届け提出済ラボ」

　　　　　　への営業活動協力に関する要請文書に

　　　　　　ついても検討している件

支　部　役　員会 /支支支支支支支支支支　　　　　　　　　　部部部部部部部部部部　　　　　　　　　　会会会会会会会会会会　　報　告

　出席者；　以下の 15名

　・清見支部長　・町田専務　・金井副支部長　・塚口副支部長　

　・大西財務理事　・榎本組織理事

　（役員会：上記 6名出席）

　・冨田真行（本会組織理事）・左手技対理事　・岩佐学術理事　

　・中村貞之　・向井稔幸　・川崎智浩　・李守旭

　・永間千恵　・堀久美子　

2018年

　4月14日（土） 　支部役員会（済）

　5月26日（土） 　支部役員会/支部会（済）

　6月　2日（土） 　天王寺区「歯の健康展」（済）

　6月24日（日） 　支部役員会[全ｽﾀｯﾌ会議終了後]（済）

　8月18日（土） 　支部役員会/支部会[本会会館2F]

　9月　9日（日） 　献血活動/学術講演会（別紙参照）

10月　6日（土） 　東住吉区「みんなの健康展」

10月27日（土） 　西成区「健康展」

11月11日（日） 支部行事[新入会員歓迎ﾘｸﾚｰｼｮﾝ]

2019年

　1月26日（土） 　支部新年会
　3月17日（土） 　支部会[本会会館2F]

平成 30 年 5月 26 日 ( 土 ) 午後 5 時 30 分より本会会館 2 階において中央南支部役員会が開催され、 支部

役員会終了後の午後 6 時 30 分から引き続き支部会が行われました。役員会では、支部会で報告する「平成 29

年度支部決算、平成 30 年度支部予算（案）、平成 30 年度支部事業計画（案）」について内容の確認を行い支部

会において報告されました。尚、 これらの資料 （報告事項） については支部会員全員に郵送にて事前配布を行

い、内容の周知に努めました。
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支部コーナー
『中央南支部だより』第44号 No.2

～歯・口の器官特性と健康づくり～
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支部コーナー 『南大阪支部だより』
第 39 号 No.1

　　　　　　

「歯と口の健康フェスティバル」
平成 30 年 6 月 2 日（土）岸和田市よい歯を育てる会主催、岸和田市、岸和田市

教育委員会、歯科技工士会南大阪支部などが後援の岸和田市 「歯と口の健康フェス
ティバル」 が岸和田市立保健センターにて開催されました。午後 1 時の開場ととも
に多くの市民が来場されて会員と学生ボランティア計 19 名で応対しました。今年も
記念手型の作製、技工物の展示、石膏人形のプレゼントを行いましたが、やはり人
気は子供さんの手型です。 その場で手
の型を採り、他のコーナーを見ている間
に石膏を流して 20 分ほどで出来上がり
です。見ているところで作業をしますの
で話のやりとりも楽しいです。日頃市民
の皆さんとふれあうことの少ない我々に
とっても貴重な機会になりました。

去る平成 30 年 5 月 26 日（土） 午後 7 時より南大阪支部
総会が堺市総合福祉会館 4F 研修室に於いて開催された。先
ず議長に久國氏が選出され、小原支部長の挨拶後、事前に支
部会員各位に郵送された南大阪支部総会資料を基に、以下の
議案について討議し承認された。

第 1 号議案　平成 29 年度 南大阪支部活動報告
小原支部長より活動報告があり、反省点を踏ま
え次年度事業への意見がなされた。

第 2 号議案　平成 29 年度 決算報告
南財務理事より監査後の決算報告があり、別掲
の追加修正がなされた。

第 3 号議案　平成 30 年度 事業計画案
小原支部長より年間事業計画案が報告され、各
理事より担当の事業内容及び事業計画案の説明
がなされた。

第 4 号議案　平成 30 年度 予算案
南財務理事より予算案の報告があり、質疑応答
された。

その他
平成 29 年度 南大阪支部組織図が報告された。
会員共済互助規程の確認

以上報告致します。

南大阪支部総会報告

歯のスマイル館フェアー
　去る平成 30 年 6 月 10 日（日）午前 10 時～午
後 3 時迄堺市口腔保健センターに於いて堺市歯科
医師会・堺市主催歯のスマイル館フェアーに午前午
後延べ 4 名で参加しました。
　｢歯と口の健康週間｣ に合わせて毎年開催されて
いるイベントです。
　今回は、堺歯科衛
生 士 専 門 学 校 1 年
生が各ブースを廻り
お手伝いを頂きメモ
をとられ勉強をされ
ていました。3 年後
のご活躍を楽しみに
しています。
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支部コーナー 『南大阪支部だより』
第 39 号 No.2

学術講演会

学術講演会終了後の懇親会

6 月 17 日に南大阪支部主催で行われた北東支部 A2 デンタル代表、和島喜仁先生による「顎模型の分

析から骨格系を知る」というテーマの学術講演会に行ってきました。毎回学術講演会に行く時は日々の技

工に少しでも役立てたいと思い参加しますし、どんなジャンルでどんな内容でも応用出来る部分は必ずあ

りますが、そんな中でも今回の講演会は臨床技工における最初の模型審査から模型作り、修復、矯正、有

床、インプラントとほぼ全ての歯科技工において応用出来る高度な基礎の部分でした。講演会の内容の全

てをここで記す事は出来ませんが、普段見慣れている石膏模型にある微妙で大切な情報を使い、基準とし

てより正確な骨格形態を導きだすことが、より調和した技工装置を製作する為に必要不可欠であると感じ

ました。又、先生が仰る「個々の生態に調和した技工装置を製作する為には、その患者の骨格形態を知る

必要がある」ということは、正確には技工士のみならず、歯科に携わる者全てがその情報を一貫して共有

することが大切だと感じました。今回学んだ事は後輩や同僚と共有し、他の周りの人にも拡げていきたい

と思います。 岩佐　聖

学術講演会終了後、和島喜仁先生を囲み懇親会

を開きました。

講演では聴けなかった事やご子息のＫ -1 選手

の話などお聞かせ頂き楽しい時間を過ごさせて頂

きました。改めて紙面をお借りしてお礼申し上げ

ます。
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iphone の方はApp Store から、
Android の方はGoogle play store からインストールできます。
学術や催事の情報をいち早くお届けいたします。
まずは利用登録をしてみてください。

のご案内！ア   プ    リア   プ    リ

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 


