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　平成 27年9月28日（月）午後3時30分より時見会長、

重光副会長、清水専務が大阪府健康医療部 上家和子部長

を訪問し、平成 28 年度大阪府予算に関し要望書を提出

した。

要望の内容は、

　1．歯科技工所一覧の適宜更新作業の実施

　2．新たな財政支援制度を通じた資質向上のための事

　　  業実施に対する支援

　3．義歯刻印事業実施に伴う支援

　　  に対する事業への支援をお願いした。

　大阪府歯科技工士会主催の献血活動が、9 月 6 日（日）

午前 10 時から午後 4 時まで大阪梅田駅前周辺の 2 ヶ所

で実施されました。天候が悪く厳しい中ではありました

が、多くの役員及び会員の皆様のご協力により次の通り

の献血結果が得られました。

　ボランティア参加者：17 名　受付数：104 名

　採血数：78 名でした。

　ご協力していただいきました役員ならびに会員の皆様

ありがとうございました。
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大阪府予算に関する要望 愛の献血活動実施される

生涯研修カードについて

　生涯研修の受付方法がカードに変わりました。下

記カードが9月中旬に会員の皆様のお手元に届いてい

るかと思います。会場でご提示いただくと容易に受

講受付ができますので、必ずご持参ください。万が

一、カードをお忘れの場合でも受講は可能です。

会員番号・氏名
ローマ字

会員番号
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12月 5日を除く 土曜・日曜・祝日です。
 12 月
　5 日（土）三役会・理事会・支部長会・年末懇親会

　6 日（日）CAD/CAM 講習会アドバンスコース

  14 日（月）大阪府地域医療推進協議会

　　　　　 　「国民医療を守るための集会」

  30 日（水）～1月5日（火）年末年始会館休館日

  1 月
　6 日（水）業務始め

  10 日（日）本会・連盟役員合同会議

　　 〃　　支部長・評議員合同会議・福祉厚生部会

　　 〃　　本会新年互礼会

  18 日（月）第2 回選挙管理委員会

  31 日（日）感染対策セミナー

会館休館日のお知らせ
平成27年12月～  平成28年1月 活動日程

大阪府歯科技工士会代議員選挙公示
代議員選挙管理委員会

委員長　岡﨑　秀一

一般社団法人大阪府歯科技工士会（予定）の代議員選挙につき、一般社団法人大阪府歯科

技工士会定款第 11 条における代議員選出を、下記要領により選挙を行います。

記

1．選挙の期日：平成 28 年 3 月 4 日（金）【投票締切日】

　 ※立候補者が各支部における定数を超えた場合、当該支部の資格者会員による

　　 郵送による投票を行います。

2．選挙の種類：一般社団法人 ( 予定 ) 大阪府歯科技工士会代議員

3．立候補者の届出期間：

　  平成 2 8 年 1 月 6 日（水）～ 1 月 1 8 日（月）午後 5 時【厳守】

4．立候補届出の方法：代議員選挙管理委員会宛に所定の用紙を提出。

　　（※届出の用紙は、本会へご請求下さい。）

5．代議員の任期：今回の本会代議員の任期は、平成 30 年 3 月に実施される

　  代議員選挙終了の時までとします。

6．定　数  支部名　　 代議員定数

北 大 阪　　　  11 名

北　  東　　　  12 名

中 央 北　　　　 8 名

中 央 南　　　　 9 名

南 大 阪　　　　 7 名

  合  計　　　　47 名

　前号にチラシを同封いたしました予防接種

の助成について、本年度からインフルエンザ

ワクチンがこれまでのA型1類、同2類、B型

1類対応に加えて、B型2類が追加され、この

ため接種費用が500円程度アップしています。

＊本会の助成に加え、65才以上の方は各市町村  
　からの助成も受けられる場合があります。

  （1,000 ～1,500円の自己負担で接種できます）

　　詳しくは各自お住いの市町村にて

   　ご確認ください

インフルエンザの予防接種について
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時の話題
　いつ頃から世の

中こんなに“ハロ

ウィーン ”が季節

のイベントとして

定着したのだろう

か。街を歩けば仮

装した若者の集

団が目に付く。一節には 1220 億円市場と言われている。

我が国にも同時期に十三夜という日本固有の風習がある。

　もう少し自分の国のことを知って欲しいと思う今日こ

の頃。歳ですかねえ。

専務理事　清水　潤一　

時の話題
　平成 27 年 9 月13 日

（日）午後 12 時 30 分〜

大歯技会館 2 階実習室

にて匠の技を見る（ア

ドバンス）を開催した。

　硬質レジンの築成から完成までという内容で参加者は

会員 5、名学生 4 名の 9 名、見学 1 名でした。講師の藤

野大輔氏はメーカーのインストラクターですがメーカー

材料にこだわることなく臨床での注意事項等を多く説明

して頂きとても臨床的な実

技研修になった。

　当日はとても良い天気で

講習会日和？でした。

匠の技を見る
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第 5 回  理事会報告

日 時：平成27年8月8日（土）15：00〜17：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

会長挨拶：猛暑、酷暑で体調を崩されている方も多いと

　思うが、くれぐれも体調管理に気をつけていきたい。

　また、本日は60周年の件も含め審議するが、当日まで

　理事会も実質2回となることから、次回の理事会では

　ほぼ決めていけるよう準備をお願いする。

◎8・9月度の日程の確認

◎第4回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・学術担当実務者について…前川理事が担当

　　・歯科技工所開設届け出等整備推進事業担当者につ

　　　いて…野澤理事が担当

　②7/23 大阪府地域医療推進協議会出席報告

　　・8/3 大阪府地域医療推進協議会大阪市長との懇談

　　　会（予算要望）

　　・8/6 大阪府地域医療推進協議会大阪府知事との懇

　　　談会（予算要望）

　③7/31 関西北陸地区歯科技工士学校連絡協議会出席

　　報告

　　・会長、専務出席のもと琵琶湖ホテルにて開催され

　　　た。

　④平成26年衛生行政報告例

　　・資料に基づき説明。

◎各部報告

【総務部】

　①歯科技工士学校（近畿7校）によるPRパンフ配布の件

　　・開設者会員に歯科技工士のPRパンフを配布予　

　　　定。

　②60周年各表彰について

　　・知事表彰2名と知事感謝状5名を選出した旨の報告。

【財務部】

　①7月分会費納入状況の確認。

　②7月末執行状況の確認。

【福祉厚生部】

　①慶弔金申請・支払い報告

　　・出産祝金支払い…北東1名・中央南1名

　　・長寿祝金支払い…南大阪1名

　②献血ボランティア活動（9/6）参加予定者数の確認。

　③10/11ウォークラリー実施の件

　　・開催要項について説明。

【組織部】

　①日技組織拡充支援金支給決定の報告（7/4・7/12分）

【学術部】

　①7/12「匠の技を見る」報告

　　・参加者25名（会員8名・学生17名）

　　・これまでの開催状況を顧み、今後の「匠技を見る」

　　　の在り方について検討していく。

　②10/25本会学術講演会開催

　　・内容が決定。生涯研修の申請も行う。

【技対・組織・学術部】

　①「近畿歯科技工ガイダンス 2015」アンケート集計

　　　の確認。

◎審議事項

【総務部】

　①日技60周年地域交流記念大会記念祝賀会参加につい

　　て（9/7〆切）

　　・本会にて取りまとめて日技へ提出。

　②本会60周年について

　　・式典・祝賀会の件…大まかな流れを検討、詳細の

　　　決定は次回に行う。

　　・会史の件…企画案について検討。印刷見積りを元

　　　に検討した結果、金箔押しの表紙に決定した。

　③会議用音響施設の見積りについて

　　・必要な機器を絞って再度見積りする。

【財務部】

　①労働保険事務組合の運営について

　　・一般的な手数料を調査した上で、組合員の方々の

　　　意向を確認し、事務手数料の見直しを検討してい

　　　く。

【福祉厚生部】

　①平成27年度健康増進に係る事業の件

　　・9・10月合併号にチラシを同封し会員に周知を図

　　　ることとする。

　②入院見舞金申請…中央南2名

【広報部】

　①9・10月合併号について（企画案は前回承認済み）

　　・北東支部青年部活動報告の掲載方法について審議。

　　　支部便りとは別掲で掲載する。

◎その他

　１．会員数状況・入会・退会予定者の確認

　２．第75回日本公衆衛生学会総会実行委員会委員就　

　　　任の報告（時見会長）
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第 6 回  理事会報告

日 時：平成27年9月12日（土）14：00〜17：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3Ｆ

会長挨拶：集中豪雨により、栃木県技会員が被害に遭わ

　れたとの情報があった。会員の被害にあわれた方々に

　心よりお見舞い申し上げる。本会は11/1の60周年や

　役員・代議員選挙などもあり、各準備をお願いしたい。

　60周年が終わり次第、次年度の事業計画や予算案の作

　成に取りくんでいきたい。本日は審議事項が多くある

　ので忌憚のないご意見をいただき有意義な会議とした

　い。

◎9・10月度の日程の確認

◎第5回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・60周年事業の進捗状況の報告。

　②8/25大阪口腔衛生協会第1回評議員会出席報告

　　・事業報告・決算報告及び事業計画、予算案の報告。

　③9/3府歯・衛生士会・本会合同懇親会出席報告

　　・10/31第20回大阪歯科保健大会の案内があった。

　④9/3日本歯科技工学会近畿支部役員会・第38回学術

　　大会準備委員会報告

　　・近畿支部総会及び第12回学術大会が11/29に兵庫

　　　私学会館にて行われる。

　　　また、平成28年度第38回学術大会の開催につい

　　　て協議された。

◎各部報告

【財務部】

　①9月分会費納入状況の確認

　②8月末執行状況の確認

【福祉厚生部】

　①訃報…角地　達男　様（中央南）8月7日ご逝去

　　　　　享年64才

　　　　　米山　　弘　様（北大阪）8月17日ご逝去　

　　　　　享年78才

　②慶弔金申請・支払い報告

　　・出産祝金支払い（北大阪1名）

　　・入院見舞金支払い（中央南2名）

　　・死亡弔慰金請求遅延の件

　③献血活動（9/6）報告

　　・ボランティア協力者17名・受付数104名

　　・採血者数78名

【組織部】

　①日技組織拡充支援金支給決定の報告（8/2分）

　②北東支部青年部「地引網体験＆海鮮BBQ」開催報

　　告

　　・約130名の参加者があり、 大盛況に終わった。ま

　　　た、各支部の協力に対しお礼が述べられた。

◎審議事項

【総務部】

　①平成28年度大阪府予算要望の件

　　・要望内容について検討。歯科技工所開設届の適時

　　　更新、リカレント事業実施、義歯刻印事業への支

　　　援について要望することとした。

　②本会60周年について（第2回実行委員会資料）

　　・予算案について承認される。その他、式次第等に

　　　ついて確認。

　③日技社員総会報告記事について

　　・引続き大阪府技として客観的な報告書を掲載して

　　　いく。

　④マイナンバーの件

　　・支払調書作成の際に必要となるため、通知が届き

　　　次第速やかに事務局へ届出する。

　⑤「歯の手話DVD」頒布の広告について

　　・頒布方法の手順について再検討することとした。

　⑥「歯科技工士の認知度向上のポスター」配布の件

　　・開設者会員に発送することとした。

　⑦代議員選挙・役員選挙について

　　・スケジュールを確認。

　⑧歯科保健活動事業功労者知事表彰について (9/11

　　依頼状着・提出〆切10/13)

　　・次回理事会において正式に決定するが人選は会長

　　　に一任する。

　⑨平成28年度地域医療介護総合確保基金の件

　　・10月、11月の理事会で継続審議することとし　

　　　た。

【財務部】

　①互礼会参加における会員への助成の件

　　・共済互助規程に基づき助成することとした。

　②労働保険事務組合における調査報告

　　・事務組合会費変更について引続き検討をしていく

　　　こととした。

【広報部】

　①11・12月合併号企画案について

　　・企画案について承認される。

　②新年号年男年女執筆者選出について

　　・該当者リストより選出。担当役員より執筆依頼す

　　　ることとした。
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【学術部】

　①2016.1.31感染対策セミナーについて

　　・未入会員の参加費は無料とすることとした。

【技対部】

　①社会保険労務士を招いて部会での勉強会

　　・講師を招き講演は2時間程度の予定で行うことと

　　　した。

◎その他

　１．平成27年度材料価格調査の件

　　　・資料に基づき説明。調査対象者については必ず

　　　　提出することを依頼した。

　２．会員数状況・退会予定者の確認。

　３．各案内チラシ

　　　・10/11ウォークラリーと10/25本会学術講演会

　　　　の案内。

　４．大阪歯科保健大会10/31開催

　　　・詳細は後日送られてくる案内を参照する。

 第3回  支部長会報告

日 時：平成27年9月12日（土）18：00〜19：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3Ｆ

内 容

①日技生涯研修について

　・申請の際、助成金の関係上、支部名を載せずに申請

　　していただくよう説明をした。

　　広報、ホームページには支部名を掲載する。

②献血活動報告

　・ボランティア協力者17名・受付数104名・採血数

　　 78名

③北東支部青年部「地引網体験＆海鮮BBQ」開催報告

　・約130名の参加者があり、大盛況に終わった。また、

　　各支部の協力に対し感謝が述べられた。今後の本会

　　事業としての「青年部」立ち上げに向けても、協力

　　を依頼。

④60周年記念式典・祝賀会について

　・表彰者、タイムスケジュール、会場レイアウト、参

　　加申込みについて確認。

　　10月の支部長会で詳細を伝える。

⑤代議員選挙関係について

　・スケジュールを説明。選挙管理委員名簿を9/25まで

　　に本会へ提出。

⑥歯の手話DVDの件

　・ＤＶＤの普及協力の依頼があった旨の報告。

⑦「歯科技工士の認知度向上のためのポスター」送付に

　　ついて

　・趣旨について説明。準備が整い次第、順次開設者会

　　員へ発送する。

⑧その他

　・会費納入状況（9月分）の確認

　・平成27年度材料価格調査の説明

　・各案内

   第2回  学術部会報告

日 時：平成27年9月12日（土）18：00〜18：30

場 所：大阪府歯科技工士会2Ｆ

内 容

①実技研修会の在り方

　・従来より参加者が減っているように思われるため、

　　原因を精査しなければならない。

　　匠の技の定義を従前は1〜3年としていたところを、

　　1〜10年として受講者の範囲を広げることで受講機

　　会を増やす。研修会に連動性を持たす。

　　また、年間の講演会・研修会を8回程度にしてはど

　　うか？との意見があった。

②平成28年度事業計画案

　・28年度の研修会の催事内容の検討。次回の理事会

　　に事業計画案を提出出来るよう引き続き検討してい

　　く。

③その他

　・各案内

  第2回　会計部会報告

日 時：平成27年9月12日（土）18：00〜19：30

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

①各支部中間監査について確認事項

　・通帳

　・領収書

　・出納帳（JDLによる各種帳票）

②会計ソフトJDLについて

　・作業状況の確認

③各支部会費徴収事務における状況確認
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大阪労働局 からの お知らせ大阪労働局 からの お知らせ

◆大阪府歯科技工士会でも随時労働保険の委託を受付けております。◆  
　 （※大阪府内の技工所のみ対象となります。） 

　 ①新規加入料（入会金）￥12,000 
　 ②事務手数料 ⇒ 5人迄　　（年額1万円） 　6～10人迄（年額2万5千円）  

　 　　　　　　 　11～15人迄（年額2万円）   16人以上  （年額3万円） 

　※従業員数により事務手数料の金額は異なります。  

　※事務手数料は後払いで毎年3月頃に請求書を郵送させていただきます。 

　※上記は事務手数料（委託料）ですので労働保険料とは異なります。（保険料は何処に委託されても同じです。） 

　　　　　　　　　　　　　

　労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、
労働者を１人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず
加入しなければなりません。 

　◎労災保険制度については、労働基準監督署へ 

　◎雇用保険制度については、ハローワーク（公共職業安定所）へ 

大阪労働局のホームページ（下記のアドレス）では、労働保険制度に関する
詳しい説明 （バナー「労働保険」）や労働基準監督署、ハローワークの情報を
掲載しております。 
 

大 阪 労 働 局  
　労働保険適用・事務組合課（ 06-4790-6340・6350 ） 
　雇  用  保  険  課　　　  　（ 06-4790-6320 ） 
　大阪労働局ホームページ  
　　 http : //osaka-roudoukyoku. jsite. mhlw. go. jp 

お問合せ

 ＜申込先＞  大阪府歯科技工士会  労働保険事務組合 
 TEL 06（6699）4400 ／ FAX 06（6697）4100 
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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  daishigi@oak.ocn.ne.jp

会 員 の 皆 様 へ
訃  報

田中 清夫 様（南大阪）

平成 27 年 9 月 25 日ご逝去（享年 68 歳）

 謹んでご冥福をお祈り致します。

　大阪府歯科用語手話作成普及委員会では、聴力障害者が歯科医療機関を訪れたときに円滑な

コミュニケーション支援策として、歯科用語に関する手話の普及や、歯科医療関係の手話通訳

者の育成などを行ってまいりました。

　「歯の手話用語集」は、現在まで全 6 巻を発刊していますが、この度、新しい技術や材料に対応するため、

よりわかりやすいものとして、動画による DVD テキストを作製しました。「歯の手話」は歯科医院を訪

れた聴覚障害者が、受付や診療室で治療やブラッシング指導を受ける際の会話場面を手話で表した手話テ

キストです。是非、ご活用ください。

『歯の手話』DVD できました

 掲 載 内 容

　◇ 受　付 ・ 技工室の会話
　◇ 診査・診断 ◇ 歯周病
　◇ 虫歯治療 ◇ 予約・支払い
　◇ 補てつ物 ◇ 歯科用語
　・ インレー･クラウン ◇ 日常会話
　・ 義歯（入れ歯） ◇ 数字･時の手話表現　

　　　　　　　頒布価格 3,000円
  お 申 込 方 法

　　●下記の申込先へ【氏名・住所・FAX番号・枚数】をご記入の上、ＦＡＸまたはメールでお申込み

　　　の上、ＤＶＤ料金および送料（レターパックライト (360円)で4枚まで発送可能）を下記の口座に

　　　送金してください。入金をご確認後に、ＤＶＤをご送付いたします。

　　◎ 申 込 先　一般社団法人 大阪府歯科技工士会

　　　　〒558-0014　大阪市住吉区我孫子5ー14－7

　　　　FAX  06ー6697ー4100　E-mail：daishigi@oak.ocn.ne.jp

　　　　　・お問い合わせはメールまたはFAXでお願いします。後日、回答いたします。　

　　　　　　 （電話でのお問い合わせはご遠慮ください）

  ◎ゆうちょ銀行からの送金先 
　　　　　口座記号番号　0 0 9 7 0 － 6 － 2 0 7 8 7 6

　　　　　口座名：大阪府歯科用語手話作成普及委員会（ ｵｵｻｶﾌｼｶﾖｳｺﾞｼｭﾜｻｸｾｲﾌｷｭｳｲｲﾝｶｲ ）

　　◎ゆうちょ銀行以外の銀行からの送金先
　　　　　銀行名：ゆうちょ銀行　店名：〇九九　預金種目：当座　　口座番号：0 2 0 7 8 7 6

　　　　　口座名：大阪府歯科用語手話作成普及委員会（ ｵｵｻｶﾌｼｶﾖｳｺﾞｼｭﾜｻｸｾｲﾌｷｭｳｲｲﾝｶｲ ）
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日 時：平成 28 年１月10日（日）
　　　     　17：00～19：00
場 所：ホテル日航大阪 5F鶴の間
　　　　☆参加については、各支部に
　　　　　　　　お問い合わせください。

 ご結婚・お子様のご誕生
 おめでとうございます!!  

  下記2名の方に出生祝金を給付しました。

    ●  安山 英臣 様（北東支部）

    ●  大川 有加 様（中央南支部）

  下記3名の方に出生祝金を給付しました。

    ●  安山 英臣 様（北東支部）

    ●  岡田 和也 様（中央南支部）

    ●  森  愛香 様（中央北支部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（届出順に掲載）

　お子様のご誕生やご結婚された会員様は、お祝い金請求

用紙をお送りいたしますので、本会へご連絡をください。

(会費完納の方のみ対象)

　また、ホームページの会員新慶弔制度のページからも用

紙をダウンロードできますのでご利用ください。

　平成27 年 7・8月合併号の 11P もご参照ください。

 ☆ 12／ 8 （火）……  1 月分
 ☆  1  ／  8 （金）……  2 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。

会費引き落とし日のお知らせ

お 願 い
注文から納品まで最短で2～3週間かかります。お問合せいただいても納期は早まりませんので納期のお問合せ
はご遠慮ねがいます。
また、在庫に余裕を持ってお早めにご注文下さい。何卒ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。

平成28年 新年互礼会
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　私が今の職場に入社してもう3年になります。仕事内

容は主にデンチャーをさせてもらっています。まだまだ

わからないことが多くて、日々勉強の毎日です。常に物

事を難しく考えてしまいがちなので、柔軟に要領よく取

り組めるように頑張りたいと思います。

　休日は家で好きな漫画を

読んで過ごしたり買い物に

出かけたり、友達とご飯に

行ったりしています。この

間は友達と神戸のフルーツ

フラワーパークに行ってき

ました。あいにくの雨でしたがお昼からは雨が止んだの

で遊園地の方に行き、色々な乗り物に乗りました。久し

ぶりの遊園地だったので凄くはしゃいだりしてとても楽

しかったです。

　帰りには三田のアウトレッ

トモールに行ったのですが、

思ったよりも大きく色々なお

店があったのでいっぱい買い

物が出来ました。充実した楽

しいひとときでした。

　仕事で失敗して色々落ち込んだりすることも多いので

すが、こういう楽しみを励みにしてこれからも頑張って

いきたいです。

　歯科技工士の仕事は大変ですが、患者さんの体の一部

となり支える物を作る素晴らしい仕事だと思うので、新

人の歯科技工士さんも頑張って続けてもらいたいです。

　私もまだまだ未熟者なので、日々成長していけたらと

思います。

　　　　　　　　　　　　　　上原　まひろ　9歳

　私は初めて、ウォークラリーに 参加しました。最初は

楽でしたが、だんだんしんどくなって開始20分には、足

が痛くなっていました。そのとき、私はゴールにたどり着

けないかと思いました。水や、もら

ったあめ・チョコレートでがんばり

ました。

　途中で毛馬の水門を見て行きま

した。100円橋の所では、先頭に立

ってずんずん歩いていました。それ

から１時間ぐらい歩いて、サークル

Kでお弁当をもらってまた10分歩いて、公園に着いてお

弁当を食べて公園を出ました。公園を出たとき、少し時

間が遅かったみたいで早足で向かいました。20分歩いて、

ビール工場につきました。ついたときが見学の２分前で、

急いで入りました。

　最初は、映画を見て工場見学に行きました。まず、材

料を見ました。そこで、麦芽を試食しました。行った日

が日曜日だったので、機械は動いてなくて、ビールは作

られていませんでした。工場見学が全

部終わった後、20分間の試飲タイムで、

私はジュースを２杯のんだので、お腹

がいっぱいになりました。そのときに、

記念写真を撮りました。

　最後に歩数を聞いたら、23094歩でし

た。私は、最初はもう無理だと思った

けれど、ゴールにたどり着けた時は、と

ても、とても嬉しかったです。できたら、

来年も参加したいです。

　という感想をもった娘、二人で自宅から仕事場までの

2.5㎞の往復を歩き、準備万端！整え参加したものの・・・

　当日集合場所の天満宮から大川沿いに、藤田邸公園の

庭、大阪水道発祥の地の石碑、毛馬水門、菅原城北大橋

を渡り吹田市の中の島公園に到着、昼食後、アサヒビー

ル工場に到着、車でしか通らない大阪の町を再確認、大

きな川を三つ渡りあらためて水の都を知ると共に娘のた

くましさと自身の運動不足を実感した一日でした。

　　　　　　　　　　　　　中央北支部　上原　禎治

フェミニン通信
中央北支部中央南支部　徳岡　麻由香

9月入会（1名）

北　東　村林  敏明　兵庫歯科学院専門学校卒

10月入会（3名）

北　東　青木  芳典　新大阪歯科技工士専門学校卒

中央南　清見  好伯　大阪歯科大学付属
　　　　　　　　　　 　歯科技工士専門学校卒

北　東　美甘  直哉   大阪歯科大学
　　　　　　　　　　 　歯科技工士専門学校卒

新 入 会 者



平成 27 年 11・12 月合併号 第 483 号　（11）大　歯　技　広　報

　こんにちは。中央北支部の横山です。秋になると魚の

美味しい季節になります。最近は近場の定食屋で焼き魚

定食を食べることも多くなりました。

　そんな中、最盛期を迎えた太刀魚（タチウオ）釣りに行

ってきました。釣り場は明石沖合です。朝の6時に船で

港を出て午前中の3、4時間ほど釣りを楽しみました。 

太刀魚（タチウオ）は字のごとく、その体が太刀（タチ、

刀）に似ています。また、立ったような状態で泳ぐため

立魚（タチウオ）と名づけられたという説もあります。

　かなりの深場に居るようで、海面からその姿はほとん

ど確認できませんでした。餌は前日からミリンに漬けた

イワシです。

　太刀魚は匂いを嗅ぎつけて餌に寄

るようで、引き上げた餌はボロボロ

に食い千切られてしまいます。

　太刀魚は幅の大きいものはドラゴ

ン級とも呼ばれるようですが、釣り

上げて確認したその顔は鋭い歯がむ

き出しており、大きく開いた口と突

き出した顎はドラゴンというより、

かの有名なエイリアンの様でした。

　身体は鱗がなく薄い皮で覆われて

いて、磨かれた刀のように全身が艶

やかな白銀色に輝いています。平たく、身が薄いのです

が、鋼のようにしなやかな硬さもあります。

　釣り人の間ではポンポン焼が一番美味しいとのこと。

鱗がなく調理しやすいので、捌いて刺身でも味わいまし

た。太刀魚は焼き魚にすると、

身がほぐれやすいものの、骨が

多く感じます。味は淡白で臭み

もありません。

　秋から冬にかけて、海の幸

山の幸、美味しい季節になり

ます。仕事も忙しい季節を迎え

ますが、合間に息抜きも楽しん

で、残る2015年充実して過ごし

たいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山　瞳

　平成 27 年 8 月 9 日（日）北東支部青年部主催の地引

網体験に参加しました。当日天候にも恵まれ、とてもい

い天気のもと日頃できな

いような貴重な体験をさ

せていただきました。皆

で力を合わせて網を引い

てやっと引き上げた網の

中にはタイやヒラメ・タ

コ・サメなどの大きな魚

がたくさん入っており、

大人も子供も手づかみで実際に触れてみて大はしゃぎで

した。

　その後移動し、お待ちかねのバーベキュー開始！おい

しくて新鮮な魚介類をこれでもかと言うほどおなかいっ

ぱいに楽しむことができ大満足でした。

　毎日室内で作業するばかりで日光に当たることも少な

い生活をしている私にとって、夏の暑さと炭火の暑さは

本当に堪えましたがとてもよい気分転換と家族サービス

になったと思います。このような行事に参加するのは今

回が初めてだったのですが、普段お会いすることのな

い色々な方とお話しすることができ、互いの親睦を深め

ると同時に大変勉強になりました。帰りのバスの中では

すっかり熟睡

してしまった

のでした。

　このような

行事を企画し

当日もいろい

ろとお世話していただいた北東支部青年部をはじめ各支

部の皆様、すばらしい一日を本当にありがとうございま

した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　賢志

 次回担当支部のお知らせ

1 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。

担当支部：中央北

焼き太刀魚

刺身

太刀魚エイリアン

 太刀魚釣り  地引網体験に参加して
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『北大阪支部だより』
　　　　　 第 16号支部コーナー

  平成27年8月29日 支部会・支部懇親会報告
　平成27年8月29日（土）新大阪江坂東急REIホテルコー

ジールームにて、北大阪支部の支部会と支部懇親会が行

われました。まず6時より支部会がスタート。議題は第2

回社員総会報告（共済互助規定の一部変更）、本会創立

60周年式典及び祝賀会について、そして北大阪支部のみ

で行われたアンケートの報告です。

　そして今回のメイン？でもある支部懇親会が6時30分

よりスタート。丸い回るテーブルに次々と料理が運ばれ、

食べたり、飲んだり、お喋りしたりで2時間ほどの時間

があっという間に過ぎ、支部懇親会は閉会となりました。

　今回は、少し若い人

たちが少なかったのが

課題でもあります。次

回はぜひ、より多くの

みなさんに参加してい

ただければと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　副支部長　齊藤　峰信

吹田市　みんなの健康展
　平成27年9月5・6日に吹田市のメイシアターで「第32

回 みんなの健康展」で開催され、参加いたしました。

　5日の土曜日は快晴でしたが、北大阪支部広報部員の

和田が参加した6日、日曜はあいにくの雨。参加者人数

は例年よりもやや寂しい気がしました。

　今回のネーム入れは2日間で2名でした。義歯のネーム

入れは以前、北大阪支部の前身である「吹田支部」時代

も行っていました。昔は名前を印刷した用紙をセロハン

テープでコーティングし、透明レジンで埋め込むという

方法でしたが、今は「ネームズ」という義歯と同じアク

リル系レジンで出来た50音のカタカナをくりぬいた部分

にセットし、透明レジンで埋め込みます。

　名前を埋め込むので、名前を埋め込むスペースがない

場合は断念せざるえなかったり、名前も4文字までしか

入れられませんが、ネーム入れのご依頼された方々には

おおむねご好評頂いていま

す。

　今年もブースを見学され

た方々に対してデンチャー

ケースをお配りしたりして、

吹田市の健康展で北大阪支

部の活動を市民の皆さんにアピール出来たのではと思い

ます。今後も北大阪支部は市民に歯科技工士の活動啓発

に努めます。

茨木市健康フェスタ
　2015健康フェスタが9月27日(日)立命館大学いばらき

キャンパスで行われました。

会場が大きいので受付人数が1,000人を越える来場者だ

った様です。

　技工士会のブースではサンプ

ル模型の展示、乳歯ケース、デ

ンチャーケースのプレゼント等

だったのですが、団体の来場者

が多くすごい勢いで乳歯ケース、

デンチャーケースが減っていき

用意した分が全てなくなるとい

う盛況でした。

　特に印象に残ったのがデンチャーの相談が多く、目の

前でデンチャーを外す方もいたのが印象的でした。
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『北東支部だより』
　　　　　 第 37号支部コーナー

● 北東支部忘年会のご案内 ●
　さて、今年もあと僅かとなりました。

今年も1年、様々な行事に於いて、皆様に多大なるご

支援を頂き、大変感謝して

おります。

　そこで、この一年の感謝

と慰労の意を込めて、忘年

会を開催いたします。

　年末を控え、ご多忙中と

は存じますが、是非ともご

出席下さいますようお願い申し上げます。 

 日 時：平成27年12月20日（日）13時～

 場 所：かごの屋 京橋東野田店

 会 費：一般会員  3,000円
     新入会員    無 料
　　　　 （※新入会員の方には招待状が届きます。）

 申 込：申し込み用ハガキを送付いたします。

　　緊急連絡先：090-3429-2286（副支部長：三嶋）

 ●第20回 北東支部青年部会 開催
　さる、9月12日、京橋にて第20回北東支部青年部会

が開催されました。

　今回は8月に行われた「大歯技会員集まれ!!」の反省

と次回の青年部会主催行事について話し合いました。

　反省会では、皆様から頂いたアンケートを参考に意

見を出し合い活発

に協議することが

できました。

　青年部会の活動

を 通 じ て 、 一 人

でも多くの方に支

部行事に参加して頂けるよう努めていきたいと思いま

す。

北東支部青年部会「大歯技会員集まれ!!」アンケート　集計

アンケート開催日：平成27年8月9日（大歯技会員集まれ!!イベント中）

アンケート対象者：技工士会会員（83名）

回答者数：54名（回答率65％）

 ● 行事予定

 平成27年12月20日（日） 北東支部忘年会

 平成28年  1月10日（日） 新年互礼会
  ※上記のイベントについては、併せてハガキにて
   ご案内いたします。

●北東支部会員状況（平成27年10月現在）

　会員数　300名（男性  260名　女性 40名）

　新入会員紹介
（平成27年9月）

　村林　敏明（兵庫歯科学院専門学校卒）

（平成27年10月）

　青木　芳典（新大阪歯科技工士専門学校卒）

　美甘　直哉（大阪歯科大学歯科技工士専門学校卒）

 お 知 ら せ
　先日開催されました「大歯技会員集まれ!!」の様

子をまとめたビデオを中央南支部の大西支部長が

作ってくださいました。

　ＤＶＤにて皆さんに配布可能との事ですので、

希望者は下記担当までご連絡ください。

　担　当：木村 栄司

　連絡先：デンタルラボラトリー ウィズイット

　ＴＥＬ：072ー820ー0232
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『中央北支部だより』
　　　　　 第 20号支部コーナー

平成27年8月30日（日）

支 部 食 事 会
　少し雨の降る中、ホテル阪急インターナショナルナ

イト＆デイにて食事会開催、会員・家族40数名の参加

で、明るく広い空間でおいしい食事を楽しみました。

美味しそうな料理を家族と手分けしテーブルへ運び夢

中になって食べていると早くも限定デザートのアナウ

ンス、気がつけばお腹のほうも満腹に、満足の1時間

半でした。

平成27年9月13日

支部役員会開催
部会報告・今後の予定・11月15日の

学術講演会について

   ・歯科技工士生涯研修カードの発行と使用について

　・職業「歯科技工士」の啓発活動について

　・11月15日の学術講演会について

　・来年度レクリエーションについて

　今年はやや少なめ20数名の参加で行われたウォーク

ラリー、支部からは家族あわせて8名参加、大阪天満

宮（北区南森町）から大川渡り旧藤田邸跡公園、毛馬

の水門〜城北公園、淀川を渡り大阪市の北の境神崎川

渡って吹田市へ、中之島公園で昼食後ゴールのビール

工場へ。

　最後は早足で進

みどうにか見学開

始2分前の到着、全

行程4時間のウォー

キングでした。

 健康展に参加

　平成27年10月1７日（土）東淀川区・城東区・東

成区、10月24日(土)北区でおこなわれた健康展に参

加、技工ブースを設け技工物の展示、義歯洗浄、来

場者との質疑応答など日頃聞けない一般の方からの

ご意見をいただきました。

平成27年10月11日（日）

ウォークラリー
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『中央南支部だより』
　　　　  第 23号

支部コーナー

参加者の支部会員平岡篤弥さんから感想をいただき
ました。

  平成27年9月13日、中央南支部主催による学術講演会が
開催されました。今回は小野寺保夫(日技認定講師)先生に
よる『超高齢化社会をどのように乗り越えるか』を演題に
行われました。今後デンチャーの需要が1.8倍になるとい
う試算がでておりそれに伴いCAD／CAMでのデンチャー
製作において、現在の精度と今後の発展について、新材料
や材料の特性についてなども詳しく説明していただきまし
た。自分の知らないことばかりでこれからもっと勉強しよ
うと思えるとても有意義な講演会でした。 

 平成27年8月9日（日）北東支部青年部主催の

『引き網＆ふれあい体験』が岡田浦漁港の石

浜会場にて開催されました。北東支部のみな

らず中央南支部からも多数参加し、真夏の1

日を海鮮BBQやビンゴ大会などで楽しみまし

た。当支部からの参加会員から投稿がありま

したので紹介します。

　8月9日に開催された大阪歯科技工士会のイベントに参
加しました。
　今回のイベントは北東支部が主催の地引網でした。僕は、
技工士会に入ったばっかりなのでイベントには初参加でし
た。なので、終始緊張しっぱなしだろうなと思っていまし
た。始まるまではやっぱり緊張していて、僕自身が人見知
りなので積極的にしゃべりに行くこととかができませんで
した。でも、いざイベントが始まると皆ワイワイ楽しみな
がら、魚の入った網を参加者全員で協力しながら引っ張り
魚を獲ることができました。
　また、イベント以外にも知り合いや知り合いの友人など
とも仲良くなり、いろいろな話を聞いたりすることができ
小さいながらも少しずつ輪がひろがっているように感じま
した。最後にはビンゴゲームを行い獲れたての魚を貰える
チャンスもありました。僕は貰えませんでしたが、同じ会
社の同期が見事に当てて魚をゲットすることができました。
少し悔しかったですけど、楽しさのほうが大きかったので、
参加することができて本当に良かったです。次回もイベン
トがあるみたいなのでぜひ参加して楽しみたいです。　　
　　　　　　　　　　　　　　中央南支部    川辺　宏典

中央南支部学術講演会開催中央南支部学術講演会開催
 平成27年9月13日(日)午後１時より天満橋エルおおさかにおいて中央南支部学術講

演会が開催されました。講師には小野寺保夫 先生をお招きしてご講演いただきまし

た。参加者は中央南支部会員22名、他支部から36名、学生5名の63名を数えました。

体験地引網に多数の参加者体験地引網に多数の参加者

 これからもっと勉強しよう
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『南大阪支部だより』
　　　　　 第 17号支部コーナー

  支部役員会報告
　去る平成27年9月2日(水)  午後7時30分より 和食の

さと 宿院店 にて南大阪支部役員会が役員8名出席で開

催され、下記の事項について討議した。

 1. 60周年記念式典について

　  支部負担金の設定と役員で手分けして参加者を募る。

 2. 次回支部会開催について

　  10月24日(土)午後7時より堺市産業振興センターにて

　  開催し、支部会終了後学術的な行事を開催する。

 3. 健康展について

　  各健康展への参加者の振り分けをしました。

 4. 支部レクレーションについて

　  11月15日(日) 岸和田市いよやかの郷でBBQ 現地11

　  時集合に決定。

　  参加個人負担金 2,000円で参加者を募る。

 5. その他

　 上記 1.2.4.項目について往復ハガキにて支部会員に

　  開催通知をする。

　 以上報告

　  致します。

南大阪支部 青年部親睦会に参加して
　9月12日（土）19時から行われた南大阪支部の青年

部親睦会に参加させて頂きました。（18名参加）

親睦会に参加させ

て頂く前は、どの

ような会か分から

ず不安でしたが、

いざ参加させて頂

く と 和 気 あ い あ

いとした雰囲気で、

気軽に意見交換が行なわれている場だと分かりました。

　他社の方から仕事の進め方を聞く事が出来ました。

私は入社一年目で分からない事がたくさんあるのです

が、自社だけでなく、この様な場で色々な話を聞いて、

今後の仕事に生かしていきたいと思います。

　今回はたくさんの方とはお話し出来ませんでしたが、

機会があればこれからもどんどんと参加していきたい

です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草　香純

　毎年行われている大阪狭山市の健康祭りが10月18日(日)狭山保健センターで開催されました。技

工士会のブースでは技工物の展示と技工製作のビデオを映し、子供たちには石膏人形を持ち帰って

もらいました。計183名が技工士会ブースに立ち寄られました。　　　　　　　　　　
久国　達彦

 大阪狭山市の健康祭り


