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大阪府歯科技工士会役員選挙公示
「大阪桐蔭高校野球部マウスガード
普及活動事業」に協力
～「新企画」防災対策シリーズ連載～『備え』

今月の表紙写真は『「大阪桐蔭高校野球部マウスガード普及活動事業」に協力』です。（詳しくは3ページをご覧ください）
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一般社団法人　大阪府歯科技工士会

役員選挙管理委員会

委員長　根津　雅才

一般社団法人大阪府歯科技工士会の役員選挙につき、一般社団法人大阪府歯科技工士会定款第 22 条及び

23 条に関する役員選出を、下記要領により選挙を行います。

記

1．選挙の期日：第 9回社員総会【投票日】6/11 予定

2．選挙の種類：一般社団法人大阪府歯科技工士会役員選挙

3．立候補者の届出期間：令和 4年 4月 28 日（木）～ 5月 12 日（木）【必着】5時〆切

4．立候補届出の方法：役員選挙管理委員会宛に所定の用紙を提出。

5．役員の任期：役員任期は、令和 6年 6 月の社員総会で実施される役員選挙終了の時までとする。

6．定数

【地域支部選出枠と大阪府下全域選出枠への理事者数の配分】

1．地域支部選出枠の理事者数として各 1名を配分し合計 5名を地域支部選出枠の理事者数とする。

2．理事定数から、上記 1の地域支部選出枠の理事者数を差し引いた数を大阪府下全域選出枠の理事者数

とする。

【地域支部選出枠の理事の選出方法】

3．選挙区ごとに上記 1の理事について立候補を受け付ける。

4．選挙区ごとに資格者会員による選挙を行う。

【大阪府下全域選出枠の理事の選出方法】

5．上記 2の理事について立候補を受け付ける。

6．代議員会において代議員による選挙を行う。

大阪府歯科技工士会役員選挙公示
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「大阪桐蔭高校野球部
マウスガード普及活動事業」に協力

大阪府学校歯科医会

この度、一般社団法人大阪府学校歯科医会より「大阪桐蔭高校野球部マウスガード

普及活動事業」への協力依頼を受け、本会会員の協力のもとに受託することとなりま

した。この事業は、公益社団法人日本学校歯科医会「学校安全教育調査研究員会」の

事業である「スポーツ歯科の普及についての調査研究」が主体となっており、調査研

究対象校のひとつに大阪桐蔭高校野球部があることから、大阪府学校歯科医会が執り

行っているとのことでした。

昨年 12 月初旬に当会への協力依頼があり、同月 25 日に大阪府歯科医師会休日診療所において、大阪桐蔭高校野

球部員 41 名のマウスガード作製のための印象採得を行いました。その際には、大阪府学校歯科医会会長上田直克氏

からお話を伺うとともに、清水会長より大阪桐蔭高校野球部の皆さんにカスタムメードのマウスガードの必要性や

有用性を説明させていただきました。印象採得から年末年始を経て、本年 1 月 9 日に大阪桐蔭高校において「マウ

スガードの装着および調整」を行い、野球部の皆さんにマウスガードを提供いたしました。

今回のマウスガードを使用することにより、大阪桐蔭高校野球部の皆さんの歯の破折や口腔内の裂傷などの歯科

的な問題が軽減されれば嬉しく思います。また、歯科

医師の先生方と我々歯科技工士の共同作業で作ったカ

スタムメードのマウスガードを装着して甲子園を目指

し、ぜひとも栄冠を勝ち取って頂きたいと思います。

今回のような学校歯科医会から歯科技工士会へのオ

ファーは全国でも初めての事であり、歯科技工士会が

このような事業の一端を担うことができたことは大変

光栄に思います。また、この活動が歯科技工士の社会

的知名度アップにつながり、より良い業界となる一助

になる事を切に願います。

最後に、この事業にご協力いただきました会員の皆

様、本当にありがとうございました。
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「匠の技を見る」定期開催

アーカイブ配信報告

訃　　　報

烏川　政幸　様（北大阪支部）
北大阪支部副支部長

令和4年1月11日ご逝去（享年37歳）

謹んで哀悼の意を表します。

令和 3年度
大阪府歯科保健活動事業功労者表彰 知事表彰 受賞
西　　康文 氏（中央北支部）・野澤　健二 氏（中央南支部）

長年の歯科保健活動が認められ、中央北支部の西康文氏と中央南支部の野澤健二氏が令和 3年度大
阪府歯科保健活動事業功労者表彰を受賞されました。
本来であれば 1月に大阪府庁にて表彰式が行われますが、今年も新型コロナウイルス感染症の拡大
防止対策を踏まえ、表彰式は中止となりました。
両氏の受賞に対して敬意を表するとともに、今後の益々のご活躍を期待致します。

第9回 社員総会開催案内
第 9回社員総会を下記日程で行います。
議案などの詳細は別号に掲載させていただきます。
日　時：令和 4年 6月 11日（土）18：00～
場　所：エル・おおさか（予定）

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては開催方法や
場所が変更になる可能性もあります。
※代議員の方へは1週間前までに正式なご案内をお送り
いたします。

内容としては、歯牙形態の知識、歯列の中での連続性とバランスの取れたポジショニング、また 1歯単位で見た時

の天然歯形態の特徴を知る事の大切さを動画を交え、自身のポイントなど楽しくお話しして頂きました。

　12 月 12 日開催の「匠の技を見る」のアーカイブ配信を 12 月 23 日（木）20：00 ～ 21：00 に行いました。

参加人数 51 名でした。

　アーカイブ配信の目的としては当日に参加できない会員の方々と未入会の方に

配信を行い、広く技工士会の活動を知って頂き参加率を上げて行く事です。

　引き続き配信時間・参加人数を検証していき、多くの方に活動を知って

頂ける様に務めます。

12月12日
（日）開催

「歯牙形態の捉え方と再現方法」というテーマで
尾崎 早苗 先生を講師に迎え「匠の技を見る」オンラインセミナーを開催しました。
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活動日程

休館日・会費

会員の皆様へ

ホームページ
会員専用ページのご案内

会員専用ページでは会員様限定の情報などを掲
載しておりますので、大阪府技会員の皆様は会
員専用ページへ「新規会員登録」をしていただ
き、ぜひご活用ください。
リニューアル前のホームページで会員登録をさ
れている方は、その際の登録情報でログインで
きます。
https://www.daishigi.org/

大阪府歯科技工士会

公式LINE
大阪府歯科技工士会では公式LINE
にてリアルタイムでお知らせや各種
ご案内をお届けしております。
是非ご登録ください♪

@072ocpsf

四役会・理事会・学術・組織・連盟
匠の技を見る
北大阪支部学術講演会
匠の技を見るアーカイブ配信

役員選挙立候補届出期間

四役会・理事会・支部長会・技対・
広報・組織各部会
第2回役員選挙管理委員会
財務委員会
インボイス制度セミナー

● 4 月 ●

9日（土）
10日（日）
17日（日）
21日（木）

● 5 月 ●

14日（土）

16日（月）
21日（土）
29日（日）

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」にてお手続きできます。ぜひご利用ください。

会館休館日

会費引落し日

☆ 4 月： 9 日を除く土曜・日曜・祝日
☆ 5 月：14日を除く土曜・日曜・祝日

☆ 4／ 8（金）… 5月分
☆ 5／ 9（月）… 6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。

4月28日（木）～5月12日（木）

ご結婚・お子様のご誕生
おめでとうございます！！

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/join/system/
をご参照ください。用紙をダウンロードできるよ
うになっておりますのでご利用ください。

＊下記2名の方に出生祝金を給付しました。
　● 牛田 　愛香 様（中央北支部）
　● 友武 　克仁 様（北大阪支部）
＊下記1名の方に結婚祝金を給付しました。
　● 西田 　真史 様（中央南支部）
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日技生涯研修自由申請予定
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技工に役立つプチ情報

～私の参考書～
広報理事　山本 吉保

歯科用貴金属合金の科学
～基礎知識と鋳造の実際～

監　修：伊藤 充雄、山田 文一郎
　　　　山村 　力、山本 哲也
発行所：株式会社 学建書院
発行日：2010年 11月 25日

この本の執筆者の一人が当時活動していたスタディーグループでお世話になっていた方で、発行と同時に購入しま

した。

内容は、歯科用貴金属合金について山本貴金属地金株式会社（現在の YAMAKIN 株式会社）の研究員が専門分野ご

とに執筆したもので、実際的な知識と技工操作上これだけは知っておきたいという事柄がまとめてあります。

学生のときから歯科理工学は好きな方でした。とは言え、国試レベルの知識しかなく、臨床でつまずいた時に教科

書を手にしても何をどう調べていいかもわからずに、答えを見つけられないことも多々ありました。当時、この本を

手にして内容を見たときに「あぁ、もっと早くこの本があれば良かったなぁ」と思ったことをよく覚えています。

近年では、歯科技工材料も様々な変化がありました。特に「歯冠修復物＝金属」という概念は大きく変化し、金属

以外の歯科技工物も広く普及するようになりました。患者さんにとってみれば、選択肢が増えてよりニーズに合わせ

たものを選べるようになりましたが、歯科技工士にとってみれば、そのニーズに応えるために新たな材料の知識が必

要となります。

この本の冒頭に「補綴物を作製する際にはさまざまな材料を

組み合わせるため、幅広い材料科学の知識が要求される」とあ

ります。まさにその通りだと思います。ただ、私にはすべての

材料を理解することは到底できません。だからこそ、このよう

な実用的な本はとても重宝しています。

購入してから 10 年以上経った今でも、参考書としていつでも

見られるように私の机のすぐ手が届くところに置いてあります。
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職場風景

会員紹介会員
インタビュー

氏　　　名：石川　泰史

所 属 支 部：北東支部

出 身 校：大阪歯科学院専門学校

歯科技工歴：14 年

職 場 名 称：株式会社歯科補綴極

入社後のキャリアを教えてください。

入社後は、学生時代（専攻科）の研修の時から模型製作やインレー・クラウンなどの歯冠修復を教わり、その後、セラミッ

クやインプラントの技工に携わりました。現在は取締役に就く機会を得て、審査診断などの歯科医師の先生とのやり

とりや生産管理を行っております。

仕事で失敗したこと、成功したことを教えてください。

失敗したことは、アポイントがどうしても間に合わなかったことです。

成功したことは、フルマウスのケースで調整や修正なく、補綴装置が患者さんの口腔内にセットされたことです。

仕事で大切にしていることは何ですか？

どうしても経験や得意不得意で補綴装置の出来栄えや取引先とのやり取りなどの個人差がありますので、個人の長所

と短所を踏まえながら会社というチームとして仕事を進める事を大切にしています。

仕事で楽しいと感じるのはどんなときですか？

嬉しいという感情に近いですが、患者さんや歯科医師の先生から感謝されたときです。

これまでで大変だった仕事は何ですか？また、どのように乗り越えましたか？

社長や知り合いの先輩方も使ったことがない材料を使用したのは大変でした。

いつもなら質問すればヒントや回答がもらえていたのに

自分で開拓しなければならなかったので。試行錯誤の末

に、なんとか乗り越えることが出来ました。

ですので、教えていただける先輩方にはより一層の感謝を

しています。

若手会員にメッセージをお願いします。

私自身がやって良かったなと思うのが、講習会や実習会に

参加し勉強した事です。「遊びに行きたい」という葛藤は

ありましたが、仕事の幅が広がり親切な先輩方とも出会え

たので正解だったと思います。

同じ仕事内容ばかりだと退屈じゃないですか？せっかく

の技工士会員なので、コロナ禍が明けたら講習会に足を運

んでみませんか。会場で素敵な先輩と出会えるかもしれな

いですよ。
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ファイナンシャル・プランナー　2級 －後編－

資 格 編顔私のもうひとつの

前回の前編ではファイナンシャルプランナーの紹介と、資格取得の動機をお伝えしましたが、後編ではファイ

ナンシャルプランナーの仕事の具体的な内容をご紹介したいと思います。

設計の基本的なものとして「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」「リスクマネジメント」「金

融資産運用設計」「不動産運用設計」「相続・事業承継設計」「タックスプランニング」があります。

この中でも個人や家族の生活設計を長期的、広範囲な視野からプランニングするものとしてライフプランニン

グがあります。

ライフイベントや目標・希望などを年次ごとにまとめ現金収支や金融資産残高の推移を見ながら将来を予測す

るもので、私自身の 75 歳までの「キャッシュフロー表」を作り、旅行・リフォームや車の購入などの支払いが

家計を圧迫し貯蓄への影響を予測したり、75 歳で貯蓄目標を達成させるための資産運用の方法を考えました。

リタイアメントプランニングは、「何歳まで生きるか」を予測し公的年金などで不足する老後資金を計画的に準

備する方法を考えることです。

老後資産は、個人によって差があるので自分の加入年金制度や医療保険制度の内容をよく理解しておくことが

必要です。公的年金は、減額や支給開始年齢の引き上げなど老後資産の準備額は膨らむ可能性も高まっています。

現在、年金受給者の私ですが AFP の知識はとても役に立っています。

中央北支部　小谷　和弘

AFP 資格取得
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リレー編集

フェミニン通信 Feminine communication

私は衛生士経験を経て技工士学校に入学しまし
た。技工士学校を卒業して 5 年目になります。臨
床に戻ると、技工士の業務よりも長年の経験から衛
生士の業務が多くなり、患者さんの口腔内に携わっ
ている分知識は豊富になりましたが、技工士として
の技術が追いつかないことがコンプレックスでし
た。現在は基礎から技工を見直すべくデジタルテク
ノロジーを活かしたラボに勤めて数ヶ月経ちまし
た。CAD設計から最終仕上げまでを任せて頂いて
います。
思うようにいかない時も多く、悩む時は休日に同

期の友人と映画を観たり、食事に行ったりします。
同じ歯科業界だと他愛ない話から仕事の相談もでき
るので友人と過ごす時間を大切にしています。ほか
に最近はカメラを持って遠出するようになりまし
た。静かな空間に癒されたり、現地のおいしいものを食
べることも息抜きのひとつです。コロナ禍で自粛ムード
が高まる昨今、おうち時間に晩酌のおつまみを作る楽し
みもできました。こんな時期だからこそ新しく始められ
ることがあるように思います。

～新人の技工士さんへ～
物事には理由があります。すぐに答えを求めるのでは
なくまず自分で考えること、わからないままにしないよ
うに…とご指導頂きます。一緒に頑張りましょう。

中央北支部　西脇　孝江

先日、初めて猫カフェという所にお邪魔しました。妻が猫ちゃ
んとたわむれたいとのことで、猫カフェを検索し、評判の良さ
そうなお店に飛び込みで行きましたが、満室とのことで30 分
後に改めて出直しました。受付とカフェの間は扉で仕切られて
いますが、受付にも猫たちがいて、普段の私達の日常とは別世
界が広がっています。

家では帰宅すると、甲斐犬※の『はちまる』がシッポをフリフリ出迎えますが、そこでは、侵入者など感知しないか
のような独特な雰囲気があり、扉の向こう側では私たちを歓迎してくれるのかと少し不安な気持ちが湧き上がります。
さて、猫カフェの受付で説明を受け、先ほどの心配を吹き飛ばすこととなるアイテムを手に入れ、スリッパに履き
替え、扉のむこうにはフローリングでテーブル等は無く暖房が効いた部屋があり、猫が登って遊びくつろいで生活で
きる空間が整っています。猫は初めはあまり興味がない感じですが、魔法のアイテム（おやつの入った入れ物）を
見せると、「おやつちょうだい」と、歩み寄ってきます。おやつの誘惑は他の入店者からも向けられ、要領の良い子
が恩恵を受けます。（それぞれ皆が要領よくやっています）。実際には、おやつだけではなく、妻が振る猫のオモチャ
でひたすら遊ぶ子や、私がカメラを向けるとレンズやシャッター音で皆が警戒する中、一匹の黒ネコちゃんが興味津々
でレンズをのぞき込んだり抱っこで居眠りしたりと、受付での印象は払拭され、60分でしたがあっという間に時間が
過ぎ、癒されて帰路につきました。

しかし、その子達の大半は保護猫で子猫も多く、店では猫の
保護や、里親を探す活動を行っているそうです。里親には中々
なれないですが、お店を利用することで、活動の足しになれば
少し良いのかなと感じました。
なにより、日常を忘れ癒されますよ。 町田　昌紀

猫ちゃんにあいに

中央南支部

※甲斐犬は現在の山梨県・南アルプスを中心とした地方にあたる、
甲斐地方で活躍していた犬のことです。

1₀ Daishigi広報 第535号　令和4年3・4月合併号



私の町の風景Landscape of my town

以前、この投稿で、私の住む町の商店街を紹介したので
すが、数年経ちコロナの影響もあるのか、町の様子も少し
様変わりしたので、再びご紹介したいと思います。

最近できたのが、サン
ドイッチ屋さんやパフェ
のお店や餃子のテイクア
ウトのお店などです。サ
ンドイッチ屋さんは、お
手頃価格の割に種類も沢
山あり、朝も早くから営
業しているので、出勤時

にランチとして購入している人も多く見かけます。結構人
気のお店らしく、売り切れ次第閉店で、夕方前には閉まっ
ていることもあるので、気になる方はお早めに！パフェの
店は、夜飲みに行った帰りに甘いもので締めたいな、と思
う方でも行ける位遅い時間、なんと 23時まで営業してい
るようです。たくさんの飲食店が立ち並び、コロナの影響
でテイクアウトを始めたお店も多いし、カレー、寿司、お

好み焼き、うどんから、クレープ、コーヒー屋さんまでい
ろいろありますので、食いしん坊の方はぜひ！
それと、コロナの最中
に永和駅の南側に、図書
館もオープンしました。
コロナのせいで会館時期
はだいぶ延期していまし
たが、難しい本を読むの
は苦手だな、と思う方に
は漫画や雑誌類も置いて
ありますし、衛生的な事を気にされる方のために本の滅菌
機もありますので、静かにゆっくり過ごしてみたい方には、
こちらもおすすめです。
永和駅周辺は只今工事中でまだまだ新しくなると思いま
すので、それも楽しみにぜひ布施から永和までのんびりお
散歩してみるのはいかがでしょうか？
帰りは JR永和駅からでしたら新大阪駅までは乗り換え
なしで帰れるようになりましたので、より一層便利になっ
た布施、永和界隈を楽しみにいらしてください！

榎本　俊輔

中央南支部

生駒山山中にあり、パワースポットとして人気になっている宝山寺（ほうざんじ）に行って来ました。
ご本尊は不動明王をお祀りされており、また鎮守神としてお祀りされている生駒の聖天さんとして多くの
人に親しまれているようです。商売繫盛のご利益を求めて多くの人々の信仰があり、鳥居がある不思議な
寺院です。
また、交通安全祈願でも有名で、金剛殿の前に自動車をつけて約10分から15分間ご祈祷していただきます。

今回の目的は新車を購入しましたので、こちらのご祈祷を受けてきました。一度御祈祷を受けると気になり、
自動車が変われば必ずお願いしていただいております。当然、安全運
転は怠ってはいけませんが、こちらにお参りすると凄く安心した気持
ちになれます。
帰りに、だんじりで有名な平野区にある杭全神社の恵比寿神社に参

拝してきました。こちらの神社を知るまでは、今宮戎神社に参拝して
いましたが、参拝者がかなり多く、自動車のパーキングにも困るので、
近年では杭全神社が近いという理由もあってこちらの参拝に変えま
した。
恵比寿神社は、杭全神社のパ

ワーの源と感じて、金運にご利
益のある神社と思って、人気が
高まっているようです。
まだまだコロナ禍ではありま

すが、今年の参拝者は以前の感
じに近づいた賑わいでした。

野尻　隆志

生駒山　宝山寺

次回担当支部のお知らせ　5 月号の「リレー編集」と「私の町の風景」は、南大阪支部担当です。

「布施のおすすめスポット」
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支部コーナー 北東支部だより 第88号

未定

●行事予定

中国北京で行われた 2022 冬季オリンピックも興奮冷めやらぬ中、閉会を迎え、日本は金 3、銀 6、銅 9

という結果でした。途中、競技の採点や規定違反など不透明な審判に批判もありましたが、すべての日本選

手に敬意を表したいと思います。

冬季オリンピック競技のモーグルというスキー競技が少し話題になったので紹介したいと思います。

「ID one」（アイディーワン）というスキーブランドです。

モーグル競技において男女とも金銀銅各メダル、計 6 名すべてがこの「ID one」を使用していました。そ

してこの「ID one」を作っているのが日本の大阪府守口市にあるマテリアルスポーツという社員 4 名の会社

だと言うのです。

守口市といえば我々、北東支部の地元、そこにオリンピックと言う世界大会に関わる会社があるとはとて

も誇らしい気持ちになりました。

私たち歯科技工士も個人、または小規模の事業所がほとんどだと思います。そして歯科医療の中でも語弊

があるかもしれませんが、決して主役ではありません。

歯科医師を通じてより良い歯科治療を患者さんに提供する、縁の下の

力持ちに徹する事、そこに歯科技工士の美学があるのではと思うのは

私だけ？皆さんはどうお考えでしょうか？

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。

次年度より再開するとの連絡が少しずつ来て
おります。詳細は決まり次第、告知させてい
ただきます。
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

会員数 292名（男性 244名　女性 48名）

●北東支部公式 LINE のご案内

●健康展への協力について●北東支部会員状況（令和4年3月現在）

北東支部公式 LINE
QRコード

ID：@nxb3982p

（3月入会）
川添 　大資（福岡医科歯科技術専門学校卒）

●新入会員紹介
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支部コーナー 中央北支部だより 第67号

支部からのお知らせ

大歯技広報への投稿を募集します

組織・技対より

広報より

2022 年度支部学術講演会について

府技主催セミナーや本会行事などへの参加要請

私の町の風景　　思い入れのある場所などの紹介記事

リレー編集　　　お題は特になく書きたいもの自由に書いていただく

プチ旅 in 関西　 会員の方にレポーターとして関西の名所を訪れ紹介していただくコーナー

　また「フェミニン通信」「私のもうひとつの顔」などいろいろなコーナーへの投稿も

お待ちしています。

　2021 年度中央北支部学術講演会がコロナ感染拡大により延

期されました。この講演を 2022 年度支部学術講演会として

7月にご講演いただきます。

　講演内容は変わりませんが開催日時など詳細は後日お知らせ

いたします。

　ぜひ皆様のご参加よろしくお願いします。

中央北支部公式LINEのご案内
中央北支部では公式LINEにて皆様に情報の提供を

しております。ぜひご登録お願いします。
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支部コーナー 中央南支部だより 第73号

本会では会員限定の健康増進事業として「予防接種助成金」を行っています。

領収書と振込先を本会にお送りいただければ申請できます。

助成金の種類
インフルエンザ　　上限 2,500 円

B 型 肝 炎　　上限 30,000 円

風 疹　　上限 3,000 円

肺 炎 球 菌　　上限 4,000 円

申 請 方 法
申請用紙に必要事項を記入の上、領収書と一緒に FAX（06-6697-4100）か

メール（kanri@daishigi.org）でお送りください。

ホームページ会員ページからも申請できます。

（要会員登録）https://www.daishigi.org/member-post/yobou/

中央南支部の皆様ぜひご活用ください。

中央南支部では、支部からのご案内や、セミナー等のご案内等々ご連絡するために

作成しました。

※ LINE を使用されていない方も LINE の使用をご検討ください。

ID@165fqomp

中央南支部LINE公式アカウントへの
ご登録のお願い

お知らせ

お陰様で中央南支部公式LINE登録者50人
突破いたしました。

引き続きまだ登録されていない方へ
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支部コーナー 南大阪支部だより 第68号

　去る令和 4年 1月 14 日（金）午後 7時よりナンブ精工 2Ｆ会議室におきまして南大阪支部役員会を出
席者 11名で開催致しました。
　現状での新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用・密を避けるために間隔をおき以下の項目
について討議しました。尚、この記事を書いている現状では大阪に蔓延防止等重点措置が実施されており、
この記事が発行されるころには新型コロナワクチン職域接種 3回目が終了していると思われますが、その
時の状況に応じて最善の判断での支部活動を行いたいと思います。
1. 支部長会報告
2. 来年度の支部年間予定
　＊南大阪支部総会　　5月 28 日（土）堺市総合福祉会館にて開催予定
　　尚、総会資料は 5月上旬に作成し郵送致します。
　＊南大阪支部学術講演会　　7月或いは 11 月にハイブリッド開催予定
　　詳しい内容は、広報支部ページ及び支部連絡網にてお知らせ致します。
　＊ 6月・11 月の健康展には開催が決まれば参加させて頂きます。
　　健康展参加準備として新たな石膏人形や展示補綴物の作成を致します。
　＊南大阪支部福祉行事　　10月 2日（日）開催　内容未定
　　屋外にて家族で参加できる福祉行事を考えております。
　　また、8月辺りにリモートで出来る行事も考えております。
　　詳しい内容は、広報支部ページ及び支部連絡網にてお知らせ致します。
　＊南大阪支部新年会　　令和 5年 1月 28 日（土）場所・時間共に未定
　　2年間開催中止を余儀なくされており、支部会員の親睦を図るための大切な行事であるので一人でも
　　多くの参加者を募る。
　＊南大阪支部青年部行事　　令和 5年 2月に予定
　　内容等は未定ではありますが、青年部だけでの開催を考えております。
3. 支部緊急連絡網について
　支部連絡網を支部役員で割り当てて緊急連絡網を作成する。
　また、支部連絡網を活用し情報伝達の充実を図る。
4. 各部会報告 etc

以上報告致します。

南大阪支部役員会報告

Daishigi広報 第535号　令和4年3・4月合併号 1₅



支部コーナー 北大阪支部だより 第67号

お申込みはWEBより（4/15（金）12時〆切）お申込みはWEBより（4/15（金）12時〆切）
https://www.daishigi.org/post-9949/https://www.daishigi.org/post-9949/

先生

先生
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【編集後記】
新年度のスタートです。新しいことを始めるにはもってこいの時期ですね♪
という事で、今号からスタートした新企画『防災対策シリーズ連載「備え」』。
地震や台風、異常気象や新型ウイルスなどの様々な災害について、防災の基礎知識を毎号掲載します。
“「備え」あれば憂いなし”です。物の備えはもちろん、知識の備えも立派な防災ですよね。
防災士監修のもと最新かつ正しい情報をお届けしますので、ぜひともご活用ください。� ＜広報　山本＞

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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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。

　災害による被害をできるだけ少なくするためには、一人一人が自ら取り組む「自助」、地域や身近に
いる人同士が助け合って取り組む「共助」、国や地方公共団体などが取り組む「公助」が重要だと言
われています。（下図）

　その中でも基本となるのは「自助」、自らの命は自らが守る意識を持ち、一人一人が自分の身の安
全を守ることです。特に災害が発生したときは、

まず、自分が無事であることが最も重要です。

一人一人が平時からハザードマップを確認し自

宅の災害リスクを認識するなど、自分の周りに

どのような災害の危険が及ぶのかを考え、その

被害をできるだけ少なくするために必要な対策

を講じることが重要です。

　「自助」とは、自分や家族の安全を守るため
の一人一人が取り組む防災です。

〈防災士　荻野　勝也〉
図：「自助」「共助」「公助」
（出典：マイレット公式サイト）

防災対策シリーズ連載『備え』～ vol.1 ～

防災対策で重要な「自助」とは？
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