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第7回 社員総会 開催
　令和 2年 6 月 13 日（土）17 時より大阪府歯科技工士会館にて第 7回社員総会を開催した。コロナ渦というこ

ともあり、初めての電磁的方法による総会となった。

　資格審査委員会並びに議事運営委員会は事前に書面会議で行い、本会役員、監事、選挙管理委員長、中川議長、

上原副議長が本会参集、中川議長の進行で、45 名の代議員とのWEB総会が行われた。

　先ず、清水会長より今執行部最後の社員総会、2年間の感謝とこれまでの取り組みについて説明があった。

　その後下記議案の審議に入った。

第 1号議案　令和元年度事業経過報告承認の件

第 2号議案　①令和元年度会計収支決算報告承認の件

　　　　　　②監査報告

　　　　　　③財務委員会報告

第 3号議案　会費管理及び会費規程一部改正承認の件

第 4号議案　委員会規程一部改正承認の件

第 5号議案　任期満了に伴う理事及び監事選出の件

第 6号議案　任期満了に伴う外部監事選出の件

第 7号議案　顧問設置と選任の件

　第 1～ 4. 6. 7 号議案の審議が行われ、各議案で質疑を受け承認された。

　最後に第 5号議案が上程され、選挙管理委員会報告を受け新役員、監事が承認された。新役員による第 4回理

事会を開催し、新会長に清水潤一氏が再選した。

公式LINEアカウントを

開設しました。詳しくは

2Pをご参照ください。
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活動日程

休館日・会費

会員の皆様へ

ご結婚・お子様のご誕生
おめでとうございます！！

三役会・理事会・福祉厚生部会・組織部会

三役会・理事会・支部長会
会計・技対・学術・広報・組織各部会

● 10 月 ●

10日（土）
● 11 月 ●

14日（土）
〃　　　

会館休館日

会費引落し日

☆10月：10日を除く土曜・日曜・祝日
☆11月：14日を除く土曜・日曜・祝日

☆10／8（木）…11月分
☆11／9（月）…12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/toiawase/
※会員サイトにご登録いただくと「住所等変更フォー
ム」より手続きできます。ぜひご利用ください。

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 https://www.daishigi.org/
keicyou/」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。

＊下記1名の方に結婚祝金を給付しました。
   ● 吉田　浩平 様（中央北支部）

＊下記1名の方に出生祝金を給付しました。
   ● 吉田　浩平 様（中央北支部）

この度、大阪府歯科技工士会の公式 LINE アカウントを開設
致しました！
リアルタイムでお知らせや各種ご案内をお届け致します。
是非この機会にご登録ください♪

公式 LINE アカウント開設

65周年記念式典・祝賀会
新年互礼会について

令和3年1月10日（日）ホテル日航大阪にて、
本会 65周年記念式典・祝賀会（新年互礼会併催）
を行う予定をしておりましたが、新型コロナウイル
スの感染拡大の状況を鑑み、勝手ながら中止させ
ていただくことになりました。皆様には大変ご迷惑
をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願
い申し上げます。

@072ocpsf
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『9月1日より前歯部のCAD/CAM冠が
保険収載されました』

＜医療機器に係る保険適用決定区分及び価格＞
　販売製品名称：カタナ アベンシア N
　メーカー：クラレノリタケデンタル株式会社

【準用技術料】
D010　　歯冠補綴時色調採得検査（１枚につき） 10 点
M003-2　テンポラリークラウン（１歯につき） 34 点
M015-2　 CAD/CAM 冠（１歯につき） 1,200 点
材料点数　CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ） 一個　576 点
詳細については今後理事会で協議し、WEBでのセミナーを計画しております。

　緊急事態宣言の解除から約 2 ヶ月、8 月 1 日の新型
コロナウイルスの感染判明者数が 1000 人を越えまし
た。外出自粛要請や在宅勤務の推奨など、日々の暮ら
しにかなり窮屈であった状況から、少しずつ普段の生
活に戻りつつある中での、第二波との声も上がるぐら
いの、感染判明者の増加。
　医療現場をはじめ、経済活動や教育活動、さらに日
常生活にまでも混迷を極める状況が鑑みられる情勢に
なっております。
　そんな中、日々、新型コロナウイルスの感染者への
ケアや感染防止のために奔走している関係者へむけら
れた様々な心もとない言葉などは、皆様、ご存知のこ
と思います。さらに感染者への誹謗中傷、他府県ナン
バーの車への嫌がらせや投石など、本来の敵はウイル
スなのに、他の人を敵対視してしまう風潮も見受けら
れます。
　ウイルスはいつどこで誰から感染するか解りません。
感染防止策を講じながらも、「明日は我が身」と肝に命
じて、いわゆる新しい生活様式を遵守していけるよう
に日々を過ごしていきたい、いかなければならないと
考えています。
　この 1 文が皆様のお目に止まる頃には、少しでも終
息への一筋の希望の光が見えていることを切に願って
やみません。皆様のご健勝をお祈りして…。

統括理事　岩佐　達也

　令和 2年 6月27日（土）17時より役
員のみ本会に参集し、支部役員とWEB
にて繋ぎ、全スタッフ会議が開催された。
　先ず清水会長より開会の挨拶、本会新
役員の紹介があり、部会ごとのWEB 会
議で職務の具体的な内容並びに今後の事
業について話し合い、最後に本会担当理
事が集まり報告がされた。
　各部の報告は担当理事が提出し、後日
支部役員に配布した。

　令和 2 年 6 月 30日（火）に新型コロ
ナウイルス感染防止の観点から「書面に
よる議決権の行使」を採用した上で第 9
回社員総会が開催された。
　各議案の議決結果を下記の通り報告する｡
1．議決権行使の内容
（1）代議員数　65 名
（2）議決権行使の内訳

①書面による議決権の行使代議員
58 名

②当日出席代議員　4名
③期限までに議決権行使書の提出
がなかった代議員　3名

2．議決権行使の結果
（1）第 1号議案　2019 年度会計収支決算承認の件
	 賛成　62、反対　0にて可決
（2）第 2号議案　理事及び監事選任の件
	 選挙管理委員会による開票結果について異議無く

承認
3．新代表理事の選定
　第 9回社員総会終了後､ 第 2 号議案にて選任された
理事及び監事による理事会を開催し､ 新たな代表理事
（会長）として杉岡範明氏を選定する決議がなされた。
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「明日は我が身」



（4）　第522号 令和2年9・10月合併号大　歯　技　広　報

【財務部】

①（再）回収不能・退会申請…中央北1名

・前回の理事会で保留になったが、会員とつながり

のある元役員に確認の上、退会処理をした。

【福祉厚生部】

①入院見舞金申請…北東 2名・南大阪 1名

・以上 3名について承認される。

【広報部】

① 7・8 月合併号進捗状況について

・執筆者の確認。

【学術部】

①顎口腔機能学日技指定研修について

・日時：令和 3年 2 月 21日（日）9：30 ～ 13：00

・場所：AP大阪駅前梅田 1丁目 APホールⅠ

②WEBセミナーの導入について

・生涯研修との兼ね合いも考えながらWEB セミ

ナーを導入していく。

◎その他

1．会員数状況・入会・退会予定者の確認

2．全スタッフ会議について

6/27（土）17：00 ～WEB 会議（本会役員のみ本

会参集）

3．役員引継式について

6/13（土）社員総会終了後

4．日本歯科技工学会第 42 回学術大会案内

日時：令和 2年 6 月 13 日（土）18：30 ～ 18：40

場所：大阪府歯科技工士会館 3F

1．新代表理事の選出

・6月 13 日に行われた役員選挙の当選者より、代表

理事に清水潤一理事を選出。全会一致で承認された。

2．新三役の任命

・清水潤一代表理事より三役の選出があり、副会長に

小谷和弘・櫻井靖之・前川清和各理事、専務理事に

本多隆男理事を任命。同時に、業務執行理事とする

ことを全会一致で承認された。

日時：令和 2年 6 月 13 日（土）14：30 ～ 16：00

場所：大阪府歯科技工士会館 3F

会長挨拶：3ヶ月ぶりにソーシャルディスタンスを守り

ながら理事会を開催することができました。

本日はこのあと社員総会もWEBで開催をい

たしますので、スムーズな運営をよろしくお

願いします。また、本執行部も本日の社員総

会を持って任期が満了となります。2年間の

ご尽力に深く感謝いたします。

◎ 6・7 月度の日程の確認

・7月よりの会議は通常開催とする。

◎第 2回理事会（WEB会議）報告の各部確認

◎一般報告

①日技報告

・第 9回社員総会の開催方法について 6/30 に書面

評決にて開催される。

・歯科鋳造用チタン合金材料の保険適用について、

疑義解釈資料の確認

◎各部報告

【財務部】

① 6月分会費納入状況の確認

② 5月末執行状況の確認

③ 5/23 財務委員会（WEB会議）報告

【福祉厚生部】

①慶弔金支払い報告

結婚祝金…南大阪 1名

出生祝金…南大阪 1名

【学術部】

① 2019 年度下半期教育研修推進事業助成金支給報告

・140,000 円の支給があった。

◎審議事項

【総務部】

①第 7回社員総会について

・WEB総会になるため、進行について綿密に打合

せをした。

・質問・要望事項の答弁担当者の確認

②ホームページリニューアルについて

・コロナの関係でWEBセミナーの活用なども考え

ていかないといけないため、動画配信などができ

るホームページにリニューアルすることが承認さ

れた。アプリも廃止する。

③公式 LINE について

・公式 LINE を立ち上げ、アプリに変わる案内等を

していく。

第 3回　理事会報告

第 4回　理事会報告
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日時：令和 2年 7 月 11 日（土）14：30 ～ 17：00

場所：大阪府歯科技工士会館 3Ｆ

会長挨拶：コロナウイルスが増加し始めております。く

れぐれも徹底した予防をして感染しないよう

気を付けていきたいと思いますのでご協力よ

ろしくお願いいたします。

◎ 7・8 月度の日程の確認

◎第 3回・第 4回理事会報告の各部確認

◎一般報告

①日技報告

・日本歯科技工士会新役員名簿の確認

・日本歯科技工士連盟新役員名簿の確認

◎各部報告

【総務部】

① 5/14 持ち回り理事会報告

・役員選挙方法についての承認を得た。

② 6/13 第 7 回社員総会報告

・本会役員は本会参集で代議員はWEBにて開催した。

③ 6/13 役員引継式報告

・社員総会終了後、新旧役員の引継ぎを行った。

④ 6/27 全スタッフ会議報告

・WEBにて開催

⑤沼田社労士との懇談会報告

・社労士契約変更を検討。今後の業務や顧問料など

の確認を行った。

【財務部】

① 7月分会費納入状況の確認

② 6月末執行状況の確認

【福祉厚生部】

①訃報

大川長万様（北東）7/5 ご逝去　享年 54 才

②慶弔金支払い報告

入院見舞金…北東 2名・南大阪 1名

長寿祝金…南大阪 1名

【組織部】

① 2019 年度下半期「新卒者入会促進費」支援金支給

報告

・日技より 491,000 円の支給があった。

◎審議事項

【総務部】

①支部移動申請…長原守旭様（中央南）

・理由書を確認の上、審議した結果、移動理由をも

う一度本人に確認し、次回理事会で再度審議する

こととした。

② 65周年記念式典・祝賀会（新年互礼会併催）について

・ホテルの見積りやレイアウト等を確認。9/10 に

キャンセル料が発生するが、その時の状況で開催

判断をする。

・表彰者案について承認される。

③社員総会の代議員執務費について

・支部より支給することとする。

④定款・諸規程検討部会について

・メンバーは清水会長、小谷副会長、本多専務、長

久統括理事、野首監事（オブザーバー）とする。

【災害対策部】

①イベント開催制限の段階的緩和の目安

・定員は会場キャパシティの 40％を上限とする。

②感染防止に向けた取り組みについて

・資料の確認

③イベント開催に関する指針

・基本的に大阪府のガイドラインに基づきその時

によって対応していく。

・イベント開催にあたり、各支部は感染予防対策を

含む事業計画を提出し、理事会の了承を得るもの

とする。

【組織部】

①退会アンケート案について

・退会届送付時に退会アンケートを同封し、送る事

とする。内容については一部修正。

②組織部アンケート案について

・回収率を上げるため、内容を再度精査し直し、次

回理事会にてもう一度審議する。

③既卒者入会について

・既卒者の入会促進案として入会 1 年目は新卒者

と同額の会費にできないかとの提案があった。検

討の結果、会費の減額ではなく入りたくなるよう

な魅力のある組織作りを目指す。

【福祉厚生部】

①入院見舞金申請…北東 1名

・承認される。

【福祉厚生部・組織部】

①新入会員歓迎会・健康増進に係る事業合同バーベ

キュー大会について

・コロナ感染拡大を懸念し、中止とする。代替案と

して新入会員説明会を検討していく。

【広報部】

① 9・10 月合併号企画案

・承認される。

②大歯技広報における全スタッフ会議報告会での指摘

事項について

第 5回　理事会報告
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る報告を行った。

⑤その他

・荻野統括理事よりコロナの感染状況に於ける、大

阪府歯科技工士会の判断指針を説明した

・新年互礼会などの現状報告を行った

・各支部開催の事業に関して、本会に計画書の提出

を求め、開催においては指針に沿った対策の実施

をお願いした。

・岩佐統括理事より会費納入状況の説明を行った。

・本会、連盟、支部新役員名簿を配布

日時：令和 2年 7 月 11 日（土）18：00 ～ 19：30

場所：大阪府歯科技工士会館 2F

内容

①開設者アンケート調査について

・開設者アンケート案について説明を行い、各支部

に協力をお願いした。

②今年度事業について

・コロナウィルス感染に伴い事業が遂行できない

旨を伝えた。

③その他

・雇用保険について審議した。

日時：令和 2年 7 月 11 日（土）18：00 ～ 19：00

場所：大阪府歯科技工士会館 2Ｆ

内容

① 10 月 11 日（組織部・福祉厚生部合同企画 BBQ）

準備・報告

・開催場所のコロナ対策が不十分なため中止に

なった事を報告した。また代案として新入会員説

明会の内容をお伝えし、また決まり次第お伝えす

る旨を話し合った。

②フェミニンフォーラム・内容・場所を考える（12

月開催予定）

・女性会員限定で働き方や環境などの会議をする

方向で話し合った。次回の部会で内容を確認する

こととした。

③匠の技を見る（開催内容について）

・今後の開催を動画配信など視点を変えた方向で

進めて行く事も視野にいれた話し合いをした。

・改善策を検討。次回理事会でも引続き審議する。

【学術部】

①新型コロナウイルスに伴う学術講演会ガイドライン

について

・学術講演会を開催する際のコロナ対策についてガ

イドラインを作成。一部修正し、支部に伝達する。

②令和 2年度基本研修の件

・今年度開催を審議した結果、次年度に向けて企画

していくこととする。

③WEBセミナーの導入について

・進めて行く。

④中央南支部のコロナ禍における対応指針報告

・開催するに当たり、コロナ対策について報告が

あった。

【技対部】

①技対部開設者アンケートについて

・本会の労働保険事務組合についての質問を追加

し、発送する。

◎その他

1．会員数状況・入会・退会予定者の確認

2．歯科医師会より高濃度エタノールを 18ℓ寄贈して

いただいた。

日時：令和 2年 7 月 11 日（土）18：00 ～ 19：30

場所：大阪府歯科技工士会館 3F

開催前に新支部長委嘱状を小谷副会長（会長代理）より

付託した。

①第 7回社員総会報告

・コロナ渦でのウェブ会議となり、役員選挙や通信

問題など不手際が多々有ったが、皆様のご協力で

なんとか開催できた事にお礼を伝えた。

②全スタッフ会議報告

・各部からの報告書を参照してもらった

③安否確認登録状況

・各支部登録名簿を確認していただき、登録の推進

をお願いした。

④ 10/11 健康増進に係る事業＆新入会歓迎会合同企

画について

・理事会にて担当理事より会場との打ち合わせ状

況の説明を受けて、バーベキューやドリンクバー

などの感染リスクが高いとの報告があった為、中

止の決定をしたことを報告。代わりとなる新入会

対象のセミナーを同時期に開催すべく、準備に入

第 3回　支部長会報告

第 2回　技対部会報告

第 2回　組織部会報告
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今年 7 月の九州豪雨、2018 年に甚大な被害を出し

た西日本豪雨でも、その都度、気象庁より特別警報が

発令されています。

『50 年に一度の災害が起きようとしています。命を

守る行動をしてください。』

50 年に一度と言われる災害が、毎年、日本全国の

どこかで起きている昨今、私たちは異常気象の中で暮

らしていると言えるでしょう。

写真は 2013 年 9 月 16 日、台風 18 号が通過した

後の八幡市街の様子を写したものです。

台風による大雨で、八幡市内を流れる大谷川が満水

状態になり、そこへ流れ込む用水路の水が溢れて、周

辺の道路や駐車場が冠水しました。

この台風 18 号が、初めて特別警報を発令させた台

風で、京都府、滋賀県に土砂災害と浸水被害を起こし、

観光名所の嵐山や宇治でも多大な被害を出しました。

八幡市には、宇治川、木津川、桂川の三川合流地

点があり、周辺の背割堤は観光名所で、毎年春、満

開の桜をたくさん人達が花見に訪れます。その一方で、

八幡市街には、木津川が決壊した場合、この場所は水

没すると知らせる看板が多数あり、洪水被害の可能性

が高い地域でもあります。

ハザードマップなどで自分の住む地域の事を知り、

避難経路を把握し、非常食など『もしも』の準備を始

めましょう。

来 週、 我 が

家 が 被 災 し、

避難所で不安

な生活をして

いても、 何も

不思議ではな

いのですから。

番匠　達郎

私が歯科技工士になり2 年が経ちました。私は今、

修復課で CADCAM の設計をさせて頂いています。

まだ、やりだしたばかりで覚えることも多いのですが

頼りになる先輩方に教えて貰い、日々助けて貰ってい

ます。

この 1 年半は社会人になって 1 年目という事もあっ

て、あっという間でした。心にも余裕がなかったので

すが、技工士学校の友達や同期、優しい先輩方など

の支えのおかげで乗り切れたと思います。まだまだ覚

える事が多くて大変なのですが、仕事にやりがいを感

じ、新しいことを知れる事に喜びを感じています。日々

努力してもっと技術を高めていきたいです。

休日は、現在新型コロナウイルスが流行してるため、

あまり遊びに行くことは出来ないのですが、家に閉じ

こもりすぎるのもストレスが溜まってしまうので、息抜

き程度に蜜にならない所を探して遊びに行ったり、ド

ライブ、散歩などをしています。後は、近所でオシャ

レなカフェなどを探したりしています。

まだまだ新型コロナウイルスと向き合う生活が続く

と思いますが、それに順応

できるように頑張って

いきたいと思います。

南大阪支部

	山本　璃子

私の町の風景

八幡市

北
東



（8）　第522号 令和2年9・10月合併号大　歯　技　広　報

リレー編集
北東

ある日テレビの報道番組で、南港の ATC でマ
ンモス展を開催されると紹介されていました。
たまたま子供達も学校からそのマンモス展が開

催されるという案内のプリントを持って帰っていた
ので、ちょっと行ってみることにしました。
今、地球温暖化の影響かシベリアでは永久凍土

が溶け出して、2・3 万年前の化石などが非常に
良い状態で出てきているそうです。その中で今回
は、マンモスの頭部がほぼ完璧な状態で出てきた
と今までではなかなか見られなかったものが見ら
れるということでした。
中に入るとマンモスの生きていた時代の生物の

説明のパネルや化石の展示があり、発掘現場の大
変さなども紹介されていました。最後の方で、先
程の頭部の展示がありました。
今までなかなか見られなかったと言うだけあっ

て、体毛や皮膚、目や牙などとても素晴らしく、
少し圧倒されるような存在感がありました。
是非とも写真

を撮って帰ろう
と思ったのです
が、重要文化財
ということで写
真は NGとのこ
と…そこは残念
でしたが、地球
の歴史を感じた
一日でした。

友西　康輔

先日、友人に誘われてイカ釣りに行って来まし
た。今まで海釣りをしたことが無い訳ではありま
せんでしたが、イカ釣りは今回が初参戦でした。
お昼に集合して皆で車に乗り込み、いざ鳥取に。

夕方から船に乗り込み出港、荒波の中、ワクワク
と高揚しながらポイントに到着。イカ釣り用の道
具は持ち合わせていなかった為、全てを友人にお
借りして「大名釣り」のようなスタートでした。
周りの人達から優しくレクチャーをしていただ

き、疑似餌のようなイカメタルを掘り込み海底か
らしゃくっては止め、しゃくっては止めを繰り返
し、イカのいるタナを探していると「クックッ」
と当たりが。それに合わせて竿を立てるとヒッ
ト！バラさないように慎重に巻き取るとそこには
美味しそうな（笑）イカさんが。仕事も何もかも
忘れた海での戦いは、夜中の 1 時まで続きアッ
という間の一日でした。
朝四時頃に帰宅して、昼前には台所に立って家

族のためにイカづくし料理の下ごしらえをし、イ
カの刺し身は皆にお勧めしてもらい港近くで購入
した「山崎醸造本舗イナサ醤油	さしみ	さいしこ
みしょうゆ」が最高に合いうまかったぁ～。
イカは鯵や鯛と違って保存も調理もとっても簡

単で釣りをはじめたい方には本当にオススメで
す。興味を持たれた方は、おそらく近くにひそん

でいる釣り人に
お願いして連れ
て行ってもらっ
てください。
その後、携帯

片手にイカメタ
ル用の竿とリー
ルを検索してい
たのは言うまで
もございません。

中野　雅雄

マンモス展 イカメタル

11・12月合併号の
「リレー編集」と
「私の町の風景」は、

中央北支部担当です。
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支部コーナー 『北大阪支部だより』
第 55 号

　新型コロナウイルスの猛威が収まらない。6月半ば
に自粛が緩和され、7月半ばに「GoTo トラベル」が
始まった。その矢先に感染が拡大し始め、東京都、大
阪府はもちろん、各地方に広がりクラスターが発生し
ている。
　以前は接待を伴う飲食店や職場など、人が多く集ま
る場所でクラスターが発生していたが、8月半ば現在、
福祉施設、大学の寮、クラブ、また高校のクラブなど
いろいろな場所でクラスターが増している。また、家
庭内感染も増えている。子供から高齢者まで幅広く感
染者が増えて来ており、地方では沖縄地方がクラス
ターによる感染率が増えて、警戒レベル 4 に達して
いる。
　さて、自粛緩和の飲食業にフードデリバリーが増え
ている。緩和してもお客は元の状態には戻らず、死活
問題が生じ、いろいろ工夫をし持ち帰りや出前を始め
た店が出始めた。最初は店の従業員が配達していたが、
需要の多さに専門のフードデリバリーが増え続けてい
る。失業者も加わりし烈な争いをしている。飲食業以
外の業種もいろいろ工夫をし、またアイデアを出し生
き残りに奮闘している。
　そして、8月になると、戦争についてマスコミが多
く取り上げていた。人々は新型コロナウイルスによる
自粛生活のため自宅にいる時間が多い為、テレビを見
る時間が増えたからだろう。
　今年は、第二次世界大戦終戦 75 周年である。改め

て戦争の悲惨さを映像を通して訴えていた。戦争を経
験した人の話、未発表の写真、映像など、また、沖縄
上陸後の悲惨映像、広島、長崎への原爆投下前、投下
後の未発表映像など今年はいつもの年より内容が濃く
時間が多く取られていた。
　また、戦争映画も放送され、久し振りに吉永小百合
主演の「あゝひめゆりの塔」を観た。沖縄上陸前の社
会情勢、沖縄上陸後の学徒の悲惨な場面へと。今現在、
反戦、反核の集会に若者が多く参加している。戦争に
ついてのいろいろな行事に大学生、高校生の若者が積
極的に参加している。これは未来的に明るいことだ。
　新型コロナウイルスの拡大の為に、支部の行事の健
康展、新入会員歓
迎会など活動が全
て中止になってい
る。支部も自粛状
態である。10 月
以降の支部行事も
未定だ。
　私たちはストレ
スを溜めずに、新
型コロナウイルス
の猛威が少しでも
減少することを
祈って行きたい。

自粛中テレビを通しての情報
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支部コーナー 『北東支部だより』
第 76 号

北東支部では、公
式 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。

新型コロナウイルス感染予防の為、健康
展の中止が続いています。
今後、開催される場合、日程決まり次第
告知いたします。
ご協力お願いいたします。問い合わせは
支部メール、ライン又は支部役員まで。
支部公式 LINE　@nxb3982p
支部メール　daishigi.hokutou@gmail.com

（令和 2年 6月）伊藤　和奏　（阪大卒）
（令和 2年 7月）河上　文音　（新大阪卒）・岸本　有梨乃（日本歯科学卒）
（令和 2年 8月）片山　裕太　（新大阪卒）・松木　敬一 　（新大阪卒）

（令和 2年度 9月現在）

会員数　282名（男性　241名　女性　41名）

●北東支部公式 LINE のご案内●健康展への協力について

●新入会員紹介

北東支部公式 LINE
QRコード

ID：@nxb3982p

2020 年 7 月 18 日、エル大阪にて北東支部新役員会を開催いたしました。
全員マスク着用の上、入り口での検温、アルコール消毒、大阪府コロナ追跡システムへの
登録をした後、間隔を空けて着席、必要な感染予防対策の上、行いました。
とは言えまだまだ新型コロナウイルスの終息が見えない中、支部活動の予定が立てられない状況で
す。そんな中でも何か出来ることは無いか知恵を絞っていきたいと思います。
8月下旬現在、新型コロナウイルス感染者、死亡者が増えつつあります。
自分自身の感染を防ぐこと、それが家族や友人、職場の人々を感染の危険から守る事になります。
この状況を終息させるのも拡大させるのも一人ひとりの行動次第です。
共に乗り越えていきましょう。

新役員会開催

北東支部会員状況
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支部コーナー 『中央北支部だより』
第 56 号

2020 年 7 月 25 日土曜日、WEB会議にて開催

　　　　今年度の支部行事に関して林新支部長は新入会員歓迎会・食事会・学術講演会・忘年会の

　　　年内行事に関してはコロナ感染拡大により学術講演会・忘年会は中止、新入会員歓迎会・食

事会は延期と報告がありました。年内は役員会を適所で開催し行事への対応や、また支部会議も

WEB が多くなることから開催に関しての対応をしていくとのことでした。（今回のWEB 会議で

も音声がつながらなかったり映像が届かなかったりがあったためWi-Fi 環境下にある会議室を使用

し、支部役員のWEB会議体制を整えることで、より良く使えるような対応を検討していく）

　各部会報告に関しては本会（大阪府歯科技工士会）行事の報告と支部に関係する行事の報告があ

り支部に関するものでは、

・財務部から会費滞納者の状況報告があり高額滞納者に関しての対応策を報告実施していく

　とのこと。

・会運営にあたり各会議の資料作成を行っていただいている方へプリンターインクの

　提供をする。

・新支部長・広報理事に対してパソコン購入の報告。

　支部として今後の行事に関してはまず大阪府の黄色信号が青に変わったうえで感染症

対策をとり各行事の開催を目指します。

追伸、本会行事や本会からのお知らせ・お問い合わせは

・大阪府歯科技工士会HP		 https://www.daishigi.org/

・大阪府歯科技工士会アプリなどをお使いください。

　または TEL	06-6699-4400 大阪府歯科技工士会まで。

支部役員会開催
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支部コーナー
『中央南支部だより』第61号

支部長　町田　昌紀 広報理事　島田　拓弥

学術理事　岩佐　　努

組織理事　絹本　　翼

技対理事　岩佐　耕志

執行部一同で支部運営に務めて
参ります。宜しくお願いします。

この度中央南支部の広報理事を
務めさせて頂くことになりまし
た島田拓弥です。
私のような非力な者がその様な
大役をあい勤められるのかとい
う不安もありますが、各理事の方と協力しあ
い支部を盛り上げられたらと思っています。
宜しくおねがいします。

支部学術理事も 3期目になりま
すが、いまだに、生涯研修をど
うするか悩みます。
会員の方々、勉強したいことが
あれば周りの技工士会の支部役
員にどんどん言って下さい。無料で参加でき
るのでどんどん活用して下さいね。

この度中央南支部の組織理事を
務めさせて頂くことになりまし
た絹本翼です。
初めての経験ですが、お受けし
たからには自分の特色を良くも
悪くも出していき、本会に新しい風を起こせ
るよう切磋琢磨し皆様のお力になれるよう頑
張りますので、何卒、ご指導ご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

技対部では、近畿歯科技工ガイ
ダンスの開催や労務セミナー等
の事業を行っています。皆様の
ご参加宜しくお願い致します。

引き続き、副支部長をさせて頂
きます金井です。
宜しくお願いいたします。

前期に引き続き、副支部長を兼
ねて、福祉厚生理事を務めさせ
ていただきます。支部会員の親
睦や健康増進に係る事業又は、
社会福祉活動等を促進させてい
きますので、宜しくお願い致します。

この度、専務理事を拝命しまし
た、永間千恵です。
支部長はじめ、各理事の方々と
力を合わせて中央南支部をもり
立てていけたらと思っています。
宜しくお願いします。

この度町田支部長より会計理事
の再任を仰せつかりました。支
部会員の皆様に安心して頂き、
健全な支部運営が出来るように
迅速な対応を心掛けます。

会計部員：堀　久美子　広報部員：安田　謙二
技対部員：髙田　雄三

部
員

副支部長　金井　充信

副支部長 兼
福利厚生理事　野尻　隆志

専務理事　永間　千恵

会計理事　大西　稔彦
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支部コーナー 『南大阪支部だより』
第 56 号

リモート支部役員会報告

コロナ禍

　去る令和 2年 7月 17日（金）午後 7時よりコロナ感染予防対策の為に南大阪支部役員会をリモー

トで役員 10名出席の上、開催された。

　先ず、新役員同士の顔合わせと自己紹介の後、今後のコロナ感染予防対策を見据えての支部行事予

定を討議しました。支部 LINE にて掲載されましたが再度お伝え致します。

　今年度の南大阪支部の活動につきましては、会場を借りて皆様にご参集頂いての開催が困難な為、

学術講演会・支部会員の親睦を図る為の福祉厚生活動は全て中止又は延期となっております。尚、決

定事項がありましたら、その都度支部 LINE 等を活用して、情報を発信して行きたいと思っております。

　支部と致しましても、会員皆様の健康の安全を最優先に考えております。何卒ご理解頂けますよう

お願い致します。� 以上報告致します。

　この記事を書いているのは 8月のお盆明けです。毎年開催されている地区の盆踊りは

中止になり、秋祭り及びその他の地区行事も中止が決定しております。毎年その地域で生まれ育った

使命感で参加している地域行事ですが、日中は仕事に出ているので行事が無くなれば地域の方とは全

くと言うほど合いません。

　人と人との関わり合いが少なくなっていると問われていたなかでのコロナ感染予防対策での接触削

減、何かに試されているような現実であります。

　この記事が掲載されるのは 10月秋祭り中止のなか、夜長にいろいろ考える時間はありそうですね。

　この支部ページでは、支部会員の方の趣味や近況報告etcを募集しておりますので、掲載希望の方は

　　　　ご一報ください。� 支部広報　田中　雅人
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大阪府歯科技工士会
安否確認用LINEへのご登録のお願い

安 否 確 認 用 L I N E　登 録 方 法

1

4

2

5

3

6

大阪府歯科技工士会では、大規模災害時に会員の皆様の安否状況を把握するために

「安否確認用 LINE」を作成しました。

大規模災害時に皆様の安否状況を正確に把握できれば、救助活動、被災後の復旧活

動に向けた対応を素早く行うことができます。何卒、ご理解賜り必ずご登録ください

ますようお願い申し上げます。

※ LINE を使用されていない方も、これを機に LINE の使用をご検討ください。

ホーム画面右上の「＋」
を押して友だち追加画
面に移動

「QRコード」を選択し
右のコードを読み取る

「大歯技 _ 安否確認」
からトークが届きます

登録完了！
ありがとう
ございます！！

大歯技安否確認用LINE

追 加
をタップする

ID：@671esjsf
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サンエス石膏株式会社
石膏は歯科技工の基礎材料です!! 

皆様のあらゆる要望にお応えして参ります。 
 

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1－23－101 大同生命江坂ビル 13Ｆ 
TEL 06(6339)0870  FAX06(6339)0871 

http://www.san-esugypsum.co.jp 
 

安 否 確 認 用 L I N E　ご 利 用 方 法

1 2 3
災害発生時、
必要に応じ
て安否確認
メッセージと
回答用アイコ
ンが送られて
きます。

「安否確認」
災害発生時、必要に
応じて配信されます。

「【訓練】安否確認」
防災訓練時、配信されます。

「【練習用】安否確認」
安否確認LINEに登録した際、
練習用として配信されます。

配信されるアイコンは 3種類、状況に応じてそれぞれ配信されます

「回答」をタッ
プすると「安否
確認回答フォー
ム」に移ります
ので、必要事項
を入力し、送信
してください。

回答完了です。
ご協力ありがとうございます。


