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　新年あけましておめでとうございます。新春を迎え、

謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

　昨年、一般社団法人大阪府歯科技工士会は創立60

年周の節目を迎えることがでました。会創立以来、こ

れまでご尽力いただきました先達の皆様にあらためて

感謝申し上げます。

　さて、昨年4月に改正歯科技工士法が施行され、昭

和57年に都道府県知事免許から厚生大臣免許に移行

したものの、“当分の間”としながら都道府県知事が

行ってきた歯科技工士試験が、ようやく国家資格に相

応しい全国統一試験として実施されることとなりまし

た。本年2月に実施される全国統一試験が滞りなく実

施されることを期待するところです。

　18歳人口の減少も伴い歯科技工士養成機関への入

学者が減少しています。また、同じく歯科技工士会組

織の会員の減少と高齢化は喫緊の課題として取り組む

必要があります。超高齢社会において良質な歯科医療

と歯科技工士を代表する組織の根幹である人財を確保

するためには、経済環境を起因とした厳しい労務環境

の改善を図り優秀な若者が集う業界としなければなり

ません。

　今年は2年に一度の社会保険歯科診療報酬改定の年

となります。また、来年4月からは消費税の増税が予

定されています。国民に安全で良質な歯科医療を提供

するとともに、健全な歯科技工所運営を実践し歯科技

工士の生活を安定させるためには、適正な歯科技工技

術料が不可欠です。改定に関する情報をできる限り早

く広く発信するよう努めますので、ご活用いただきた

いと願います。

　残す任期も半年余りとなりましたが、歯科技工士の

職能を十分に発揮し、歯科技工士としての誇りを持っ

て業務に邁進できるようにするため、本年も力を余す

ことなく努めて参ります。

　会員ならびにご家族の皆様にとって素晴らしい一年

となることを祈念いたしますとともに、引き続きご支

援ご協力賜わりますようお願い申しあげ、新年を迎え

ましてのご挨拶とさせて頂きます。
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  1 月
  5 日 (火) 業務始め
　　〃 大阪府医師会新年互礼会
  7 日 (木) 大阪府歯科医師会新年互礼会
　　〃 堺市歯科医師会新年互礼会
  8 日 (金) 大阪府看護協会新年互礼会
  9 日 (土) 北区歯科医師会新年互礼会
　   〃 大阪府放射線技師会新年互礼会
　　〃 近畿歯科用品商協同組合新年会
　　〃 豊中市歯科医師会新年互礼会
10日 (日) 支部長・評議員合同会議・福祉厚生部会
　　〃 本会新年互礼会
　　〃 吹田市歯科医師会新年互礼会
　　〃 高槻市歯科医師会新年互礼会
11日(月・祝) 京都府歯科技工士会60周年記念祝賀会
15日(金) 日本歯科技工所協会本部・西支部合同新年会
16日(土) 守口市歯科医師会新年互礼会
　　〃 住吉区歯科医師会新年互礼会
　　〃 東淀川区歯科医師会新年会
17日(日) 北大阪支部新年会
18日(月) 第2回選挙管理委員会
31日(日) 感染対策セミナー

平成28年 1月  活動日程

　謹んで新年のご挨拶を申しあげます。

　大阪府歯科技工士会の皆様におかれましてはお健や

かに新春をお迎えのことと存じます。

　旧年中は本会の事業に格別のご支援、ご高配を賜

り、誠にありがとうございました。

　さて昨年、大阪府歯科衛生士会は地域医療介護総合

確保基金事業の補助金を受け、会員歯科衛生士による

訪問歯科衛生士を養成する研修会を8地区で開催し、

会の所属を超えて専門的口腔ケアを伝える機会を持ち

ました。　地域包括システムの理解を含め、地域連

携・他職種連携を意識した活動の前準備とし、この機

会を大いに活用したいと考えています。

　また、6月に公表されました「保健医療2035提言

書」は20年先を見据えた保健医療システムの構築を

表したもので、今年生まれる子供たちが、成人となる

時のことを考えた目標設定をしています。現状や近

未来を見据えた医療介護システムの構築は大切です

が、将来、日本の国を支えることになる子どもの成

長には、超高齢化社会の対策と同じくらいの取り組

みが必要だと感じます。

　永久歯列が完成する頃、口腔にはむし歯や歯周病

という結果で生活習慣の影響が現れてきます。いか

に人生の早い段階でよい生活習慣を身につけるか、

歯科とのよい関わりがもてるかが将来健やかで楽し

く生活が送れる高齢者を多く生み出していくといっ

ても過言でないと思います。

　長期的な視点で見たときに、20年後には出来るだ

け多くの人が介護を必要とせず、自立した生活が送

れるような状況であってほしいと願います。そのた

め広い視野で歯・口の問題に取り組める歯科衛生士

が増え、歯科保健活動により多くの歯科衛生士が活

躍できるよう、事業運営に精進したいと存じます。

　今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申

しあげます。

　最後になりましたが、平成28年が時見会長を始

め、皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げ、新年

のご挨拶とさせていただきます。

公益社団法人  大阪府歯科衛生士会

　　　会  長　 丸 山　直 美「新年のご挨拶 ― 前途 ―」

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。

平成28年 新年互礼会

平成28年 年頭所感
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　新年明けましておめでとうございます。

　大阪府歯科技工士会会員の皆様におかれましては、

ご家族やお仲間の皆さんと和やかな新春をお迎えのこ

とと心からお慶び申し上げます。平素より日本歯科技

工士会をご支援いただいておりますことに深く感謝申

し上げます。

　さて、昨年10月17日、日技は「歯科技工士法制定

および日本歯科技工士会創立60周年地域交流記念大

会」を開催いたしました。「記念式典」では、厚生労

働省、福岡県、日本歯科医師会、日本歯科衛生士会か

らご祝辞を賜り、改めて日技の歴史を振り返ることが

出来ました。そして、歯科医療の向上と本会の発展に

尽くしてくださった諸先輩のご労苦に対し、厚生労働

大臣表彰53名、日技会長表彰50名、紫紺賞３名、日

技功労章１名の皆様を称え顕彰することが出来まし

た。 まさに、大会スローガンである「 継ぐ 60 年！    

笑顔の未来　歯科技工士の貢献」を具現する記念大会

となりました。

　一方、日技新発展『7』プランで提起された外部の

有識者の方々を交えた「総合政策審議会」（三島良之

委員長）は、真摯な議論を重ねて答申が出されます。

この答申は、歯科技工士の社会的地位の向上はもとよ

り、歯科技工の環境整備などの問題解決に向けた日技

が目指すべき方向を示したものです。今後、これを指

針として、会員、地域組織の皆様とともに足腰の強い

歯科技工士会組織の構築に向けて一層歩みを進めま

す。

　特に事業化にあたっては、日技の地域組織活動をリ

ードし、質量ともに多くの成功事例を生み出している

大阪府歯科技工士会事業の経験と知恵を範とし、全国

の地域組織の活動を活性化すべく、その普及に取り組

みます。

　大阪府歯科技工士会の皆様方には、引き続き特段

のご支援をお願い申し上げますとともに、歯科技工士

の新たな門出の年とすべく、皆様とともに勇躍して進

んで参りますことをお誓いし、新年のご挨拶といたしま

す。

 公益社団法人  日本歯科技工士会

　　 会  長　 杉 岡　範 明

祝！ 速 見  憲 前会長

秋の叙勲で旭日双光章受賞
　平成27年度の秋の叙勲で、長年に

わたる保健衛生に対する功績により、

速見　憲 氏（大阪府技前会長）が

旭
きょくじつそうこうしょう

日双光章を受賞されました。

　昭和45年に歯科技工士免許を取得されてから、48年

にわたって歯科技工士として臨床の立場から府民の地域

歯科保健の向上に努められ、昭和49年に社団法人大阪府

歯科技工士会の理事に選任されて以来、27年余りにわた

って歯科技工士の就労環境整備と地域歯科保険の充実と、

本会の組織拡充と強化充実に尽力されたことが高く評価

され、今回の叙勲の運びとなりました。

　今回の速見氏の叙勲は、会員にとって大きな喜びであ

るとともに誇りとなるものです。心からお祝い致します

とともに、今後ますますのご健勝をお祈りいたします。

大阪府歯科技工士会の地域組織活動の
経験と知恵を範として

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

 ☆ 1 ／8 （金）……  2 月分
 ☆ 2 ／8 （月）……  3 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
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　10月11日（日）午前10時。昨日まで雨が降っていた

ので決行されるのかを心配しましたが、曇り空で集合場

所の天満宮に三々五々会員の皆さんが集合をしました。

参加者は男性17人・女性3名・小学生1名と計21名でし

た。家族で参加され

た方が多く、年齢層

も大きく離れた中で

吹田市のアサヒビー

ル工場へと出発をし

ました。

　川崎橋を渡り、藤田邸跡公園を抜け大川沿いの河川敷

を進みました。先輩の方、友人同士、家族で和気あいあ

いと歩きながら話をされていました。毛馬桜ノ宮公園、

大阪市水道発祥の地。川沿いでは大阪マラソンの調整で

走っておられる方。川ではウォーターバイクの練習やエ

イトの練習。毛馬の水

門ではアクアライナー

が水位調整のために水

門の間で止まっていま

した。

　淀川の堤の上にある「与謝蕪村生誕地」碑と句碑。淀

川河川では野球やテニス・サッカー。ため池では釣り人

が多く、イタセンパラでも狙っているのでしょうか。組

織部の小田さんが苦心された毎回違うルートで観光名所

を巡りながらのウォークラリーです。

　菅原城北大橋を渡り、東淀川区です。何か足の裏がつ

ってきたようです。しかし小学生の娘さんはエンジンが

かかってきて先頭です。コンビニで昼食の弁当とお茶を

もらい中之島公園で昼食。少し休憩していると時間がギ

リギリに。早足でビール工場へと向かいました。到着し

ますと2分前の1時58分でした。ホッとして、館内のホ

ールでビールの製造工程に関する映像を観た後、その後

40分位かけて工場内を見学して回りました。日曜日なの

で、ビールの製造はしていませんでしたが、製造ライン

には圧倒されました。

　見学を終えて試飲会場へ。20分で3杯の一本勝負で

す。最初の一杯は全員スーパードライ エクストラコー

ルド。氷点下で冷やした出来立ての生ビール。全員無

事到着で“乾杯”のエール。ウォーキングの汗が一気に

癒されます。二杯目はスーパードライ ドライプレミア

ム、三杯目はスーパードライブラックと全種類を堪能。

技工士会からのおつまみと共に至福の時間でした。

　吹田工場はアサヒビール発祥の工場だそうです。売店

第5回 ウォークラリー開催
でここでしか製造していないお土産を皆さん購入されて

いました。ウォークラリーなのか、試飲ラリーなのかと

りあえずウォーキング4時間、館内で2時間の1日を楽し

く過ごしまし

た。翌日の筋

肉痛がつらか

ったです。

　10月25日 (日) 13：00 より新大阪歯科技工士専門学

校６階にて講師に 川端  利明 氏を招き執り行われた。

中秋の晴天に恵まれて受講者にも良かったと思います。

　昨今のオールセラミックスはCAD／CAMにおける

デジタル化が大いに注目されている。しかしながら大き

な設備投資と人材育成が早急に必要とし、多くの技工士

（ラボ）にはかなり高いハードルであります。

　そこで今回はプレステクニックによるオールセラミッ

クの基本的な製作法・分類・作業への注意事項・トラブ

ルへの対応等々短い時間で分かり易く講義して頂いた。

　これからの審美歯科修復を行って行くうえにおいてプ

レステクニックを知ることは役立つ情報源の一つではな

いでしょうか。適合、形態、機能、審美と全ての要素が

全て含まれているプレステクニックをマスターすること

でデジタル技工

や従来の補綴製

作にも技術やノ

ウハウの多くが

応用できるので

はないでしょう

か。

大阪府歯科技工士会 学術講演会 開催
  〜 臨床に役立つ、失敗しない為の
　　　BASIC  Knowledge and Technic 〜
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第 7 回  理事会報告

日 時：平成27年10月3日（土）午後2：30～5：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3Ｆ

会長挨拶：本日の理事会では、60周年の最終確認と次年

　度の事業計画の件、平成28年度の人材育成事業など重

　要事項が多いがよろしくお願いしたい。

◎10・11月度の日程

◎第6回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・日歯の件。

　②9/15大阪府歯科医療団体懇談会出席報告

　　・前年度事業報告と今年度事業計画について説明が

　　　あった。

　③ 9/28大阪府予算要望報告

　　・歯科技工所一覧の適宜更新作業の実施、人材育成

　　　事業への協力および義歯刻印事業への協力を要望

　　　した。

◎各部報告

【総務部】

　①大阪府歯科医師会「第20回大阪歯科保健大会」後援

　　名義承諾の報告

【財務部】

　①10月分会費納入状況の確認

　②9月末執行状況の確認

【福祉厚生部】

　①訃報…田中　清夫様（南大阪）9/25ご逝去　

　　享年68才

　②慶弔金申請・支払い報告

　　・長寿祝金支払い（中央南1名）

　③第1回歯の手話を学ぶ会出席報告

　　・日技広報誌掲載予定原稿の確認

【広報部】

　①新年号の年男年女執筆者決定について

　　・前回の理事会で選出した6名全員に承諾をいただ

　　　いた旨の報告。

【組織部】

　①日技組織拡充支援金支給決定の報告（8/23・9/6）

【学術部】

　①日技生涯研修カード・受付方法について

　　・生涯研修の受付に際し、生涯研修カードを提示し

　　　てバーコードリーダーで読み取る方法になった。

　　　本日説明会も行う。

第20回 大阪歯科保健大会開催される

　平成27年10月31日(土)PM2:00～大阪府歯科医師会館

にて、大阪歯科保健大会が開催されました。

　歯科技工士会のブースでは学術部による補綴物の展示

と、女性部会の協力のもと人工歯排列のデモンストレー

ションを行いました。

　セレモニー終了後、高齢者の方々が補綴物やデンチャ

ーに興味をもたれ、女性部員に質問を問いかける様子が

みられました。歯科技

工士の存在を少しでも

アピールできたのでは

ないかと思います。

　普段、歯科技工士は

室内で模型での作業で、

人と会う機会は限られてきます。このような活動を通じ

て、歯科医師、歯科衛生士、そして一般の方々とお話し

する機会は必要だと感じました。

　皆様、ご協力ありがとうございました。

年末年始休館日 12/29（火）〜1/4（月）

 1 月：土曜・日曜・祝日です。

会館休館日のお知らせ

訃　　報

足立　昭十六 様（北東）

平成 27 年 11 月 20 日ご逝去（享年 74 歳）

　謹んでご冥福をお祈り致します。

  ご結婚・お子様のご誕生
 おめでとうございます!!  

  　 下記1名の方に出生祝金を給付しました。

   　  ● 中島　真吾　様（中央南支部）

　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。
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第 4 回  支部長会報告

日 時：平成27年10月3日（土）午後6：00～7：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3Ｆ

内 容

　①本会60周年について

　　・各支部出席者名簿及びタイムスケジュール等につ

　　　いて確認。

　②新年互礼会について

　　・参加費及びタイムスケジュールの確認と各支部よ

　　　り相当数の参加を要請した。

　③代議員選挙について

　　・第1回選挙管理委員会の後、選挙の日程及び方法

　　　についてお知らせする。広報での公示は、1月号

　　  （12月発行）に掲載される旨の報告。

　④平成28年度事業計画・予算案について

　　・各支部において作成を進めていただくよう伝えた。

　⑤平成27年度大阪府知事表彰について

　　・理事会にて 北大阪  藤谷 孝夫 氏・中央南 芝原 

　　　和彦氏の2名を推薦することが承認された旨の報

　　　告。

　⑥その他

　　・11月、12月の会議日程変更の件…11/7、12/5に

　　　変更となった。

　　・厚生労働省「材料価格調査」協力についての説明

　　・「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

　　・年末懇親会の件…決まり次第お知らせする。

　　・会費納入状況（10月分）の確認。

　　・各案内の確認。

 第2回  福祉厚生部会報告

日 時：平成27年10月3日(土)午後6：00～7：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①献血活動報告（9/6）

　　・ボランティア協力者17名・受付数104名・採血者

　　　数78名

　　2月の献血についてボランティア活動の協力をお願

　　いした。

　②第5回ウォークラリーの件（10/11）

　　・参加予定者が現在21名である。参加者の要請と、

　　　当日の運行補助を組織部役員との共同作業の旨、

◎審議事項

【総務部】

　①本会60周年について 

　　・第3回実行委員会を開催した。

　　・会史編纂の進捗状況について報告あり。

　②平成28年度地域医療介護総合確保基金の件（前回よ

　　り継続審議）

　　・CAD/CAM研修事業における年齢制限を変えた

　　　上で、事業継続を審議した。

　③知事表彰について

　　・北大阪支部　藤谷孝夫様・中央南支部　芝原和彦

　　　様の2名を推薦することが承認された。

　④選挙管理委員について

　　・各支部より5名の委員について承認される。

　⑤分煙機購入の件

　　・健康上の問題や喫煙場所の問題を考えて分煙機購

　　　入の提案があった。次年度の予算で検討する。

【福祉厚生部】

　①入院見舞金申請…北東1名

　　・承認される。

　②新年互礼会について

　　・予算案について承認される。また、会場レイアウ

　　　ト等を確認し、内容について改善点を審議した。

【広報部】

　①11・12月号企画について（前回承認済）

　　・追加記事について承認される。

　②新年号企画案について

　　・承認される。

【学術部】

　①第20回大阪歯科保健大会の件

　　・搬入及び当日出務者について検討。

◎その他

　1．会員数状況・入会・退会予定者の確認

　　　・参考…全国会員数状況表の確認。

　2．歯科医療安全管理体制推進協議会委員について

　　　・引続き山下副会長が就任。

　3．厚労省平成27年度特定保険医療材料価格調査につ

　　  いて

　　　・調査協力を依頼した。

　4．日本歯科技工学会「CAD/CAM冠作成における歯

　　  科技工所連携に関する調査研究結果　の報告

　5．各案内チラシの確認。

　6．平成28年度事業計画・予算案について

　　　・今年度の分を参考に次回理事会で審議をする。

　7．11月、12月の理事会日程変更について

　　　・11/7、12/5に変更。
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　　　お願いをした。

　③新年互礼会の件（H28/1/10）

　　・会員参加費：8,000円、新入会者：0円。差額は

　　　本会で負担の旨説明。

　　・各支部40名以上の動員をお願いした。

　④健康増進に係る事業の件（平成27年度）

　　・今期から開始される、肺炎球菌感染症の予防接種

　　　について説明を行った。

　　　各種予防接種内容の確認。

　⑤60周年記念事業の件

　　・記念式典・祝賀会の概要について説明を行った。

 第3回  組織部会　報告

日 時：平成27年10月3日（土）午後6：00～7：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①今後の退会防止策の検討

　　・平成26年度退会者リストの確認

　　・平成27年度退会者リストの確認

　　　平成26年27年度の退会者リストを見ながらの各

　　　支部理事からの意見の交換。

　 1）エリアの広さゆえの連絡や人間関係の構築が難　

　　　しい。

　 2）本会ならびに支部の事業があまりにも多くタイト

　　　になっている今の行事の見直しをし、ボランティ

　　　ア活動などに力を入れてはどうか。

　 3）支部内でラインの掲示板をつくりアンケート活動

　　　などをしている

　②青年部会について意見交換、方向性を検討

　　・各支部、青年部については多少の温度差があるた

　　　め慌てることなく、まずは次回の部会に若者と同

　　　席することをお願いした。 

　　　来期事業に新入会者に対する入会後の技工士会の

　　　事業や活動に参加していただくために入会説明会

　　　を開催する。

　③その他

　　・会員数状況表の確認

　　・年間予定表の確認

　　・案内の確認

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。
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年男年女 さる年生まれ
 84 歳  中央北支部　松本  哲夫 様
　　　　 中央南支部　北村　  敏 様
　お健やかに新年をお迎えになられたことをお祝い申し

上げますとともに、ますますのご健勝をお祈り申し上げ

ます。　　　　　　　　　　　　　　― 広報部 ―

 
72 歳　中央北支部　
　　　  青木　健一

　新年おめでとうございます。

　歯科技工の仕事を始めて50年にな

ります。子供の頃から物作りが好きだったのと良い職場

に50年も居りますと、どうしても井の中の蛙になりがち

ですが、技工士会を通じて沢山の方々とお知り合いにな

れ様々な体験をさせていただきました。有り難う御座い

ました。

　5年ほど前から休日には葛城山の麓の棚田をお借りし

て野菜と米作りを楽しんでいます。技工は一日中部屋の

中での作業ですが、自然いっぱいの中での作業ほど楽し

いことはありません。

　これから先、何年続けられるか分かりませんが、「生

涯現役」を目指して頑張ろうと思います。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 60 歳　北東支部　
　　　  本多　晴久

　新年あけましておめでとうござい

ます。

　俺って、もう今年で60歳かぁ…ふと振り返ってみると

20歳から仕事ばかりやっている気がする。思い出せば高

校時代は大学進学しか考えていませんでした。しかし受

験に失敗し浪人生活を送ろうと思っていたところ、従弟

から技工士専門学校への進学を勧められて『今…暇やか

らなぁ』と曖昧な気持ちで受験しました。同じ時に受験

した知人は合格通知が届いて喜んでいたのですが、自分

の所には届かなかった。その事に大きなショックは無く

『まぁ…いいかな』と思い予備校生になる気持ちでいた

三日後でした、近所のおばさんから『こんな郵便物が届

いてるんやけど、大事な物と違うの？留守しててなぁ』

と言って持ってきてくれたのが技工士学校の合格通知で

した。

　こんな適当な感じでスタートした私の技工人生でした

が、今年で60歳…最初の頃はしんどいから辞めることば

かり考えていました。それが40歳過ぎから自分の思っ

ている技工が出来だしたのと、歯科医師との年齢が接近

し何気ない普通のコミュニケーションが出来るようにな

り、良い方向に変化しだしました。

　技工業界は長らく厳しい状況が続いています。でも、

最近思うのが幕末から明治維新へと近代日本が幕開けし

た時のように、新たなる出発があるような気がします。

これは私自身感じるだけで、他にも感じている人がいる

かどうかは判りませんが、変わるのならより良い業界を

目指して今年も頑張りたいと思います。

 48 歳　中央南支部

　　　　  森　直美

　新年あけましておめでとうございま

す。早いもので、4度目の干支がめぐってきました。1年

1年が、早く感じる今日この頃です。

　私は、1968年鹿児島県姶良市にて生まれました。そ

の後、父の仕事の都合で1971年に大阪へ家族で引っ越

してきました。そのころの大阪は、1970年8月から開

催された大阪万博後で、活気に満ち溢れていたことを思

い出します。学校に通うようになると同世代の子供も多

く、常に学校は教室が足りないくらいでした。よく考え

ると、私たちの世代は諸先輩方の多大なる功績により、

便利で豊かな暮らし、教育の恩恵を受けた世代なのかも

しれません。とても感謝しています。

　さて、まだまだ48歳。仕事は山積みです。歯科技工士

においては女性の活躍が期待されています。CAD/CAM

による最新技工、少子高齢化による人材不足の問題で女

性の雇用も増えています。今後女性がこの業界で活躍し
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ていくためには技工士会を通じて、結婚、出産後の仕事

と育児両立をサポートしていくことが重要と考えます。

また、結婚や出産で一度仕事を離れた方々のリカレント

教育等の課題も抱えています。

　今、女性の生き方もさまざまで多様化しています。ど

のような状況でも協力し合い前向きに頑張っていきま

しょう。

　今年もよろしくお願いいたします。

 36 歳　 北東支部　

　　　　  森　朋智

　新年明けましておめでとうござい

ます。

　歯科技工士という仕事をはじめ、早10年以上が経ちま

した。思えば二十代は仕事に精一杯で、あっという間に

過ぎてしまったかのように思われます。30代になり、

周りを取り巻く環境が自分の行動で変化するようになる

と、自身の技術のみならず考えることの多さに困惑しな

がら日々過ごす毎日です。

　また歯科業界も自分が専門学生の時と比べて大きく変

化しており、今後も変わり続けていくと思われます。機

械化が進むことで技工士としてのあり方や考え方も様変

わりしていき、従来と同じでは成り立たない職業になり

つつあるのかもしれません。ただ材料や術式が変わった

としても、技術や経験なくしてはより良い治療結果を生

むことはできません。先輩方が積み上げてこられたそれ

らの技術や経験をうまく吸収しながら、大きく変わりゆ

く歯科業界の中で自身の技術や能力の向上に今年も努め

ていければな、と考えています。

　最後になりましたが、旧年中お世話になりました先輩

方や友人たちにお礼を申し上げますと同時に、皆様方の

ご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。　

 24 歳　北東支部

　　　　羽田　桃子

　新年あけましておめでとうございます。

今年は申年という事で2度目の年女を迎える事になりま

した。歯科技工士となり４年が経ち、５年目になります

が時の経つ早さを実感します。歯科技工士になって仕事

や社会人として右も左もわからない当時からすると、変

化や成長があったかと感じます。

　入社当時は先輩方に仕事や社会人としてのマナーや心

構えなどをたくさん教えて頂きました。毎日が必死で時

には失敗もし、落ち込み悩む事もありました。

　そして、いざ自分が教える立場になると自分では分

かっていたつもりの事もきちんと説明する事が出来ず、

人に伝える事の難しさを知り、自分の作業を見てもらっ

ている時に、キレイに見本となるような物を作るという

事や、その時の状況を見て何を優先すべきか判断してい

く事を、教えて行く中で多くを学びました。

　改めて振り返ると、年数を重ねるとともに様々な経験

や失敗もして、知識や物事の深みを知る事が出来て、そ

れに伴い行動して行かなくてはと思いました。

　今年１年も飛躍ある年になるように、何事にも前向き

に取り組んで行きたいと思います。

　最後に、皆様にとって良き年でありますように心より

お祈り申し上げます。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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50歳主婦が歯科技工士になって思うこと
　会員のみなさんにおかれましては、様々な抱負を胸に

新しい年を迎えられたことでしょう。

　さて、私は50歳の新卒の歯科技工士です。2年前、そ

れまではひたすら家庭人として家事や育児に懸命でした

が、歯科医院の仕事を手伝ったのがきっかけで歯科技工

士の道を目指すことになり、阪大の歯科技工士学校に入

学しました。

　昨年3月に同校を卒業し、

現在は深江橋にあるラボで主

にデンチャーに係わる仕事を

しています。少しでも技術を

上げていきたいとやる気に満

ちた日々です。仕事や家事の

合間のわずかな自由な時間に

は、大好きなペット達と遊ん

だり、ミュージカルやバレエ音楽を聴いて過ごし、心情

豊かになれる時間を大切にしています。

　ところで、若い女性には女性ゆえに頭を悩ます時期が

訪れ、それが仕事を続けながらの出産と育児に他なりま

せん。近年政府が、女性が社会で活躍できるようにと働

きかけているものの、働く女性にとってそれを実感でき

る人はまだ少数のように思われます。今、まさに子育て

中の方々が毎日試行錯誤の中で頑張っておられる姿が目

に浮かびます。

　ただ、女性だけが、と不条理を感じることがあって

も、仕事に家事・育児にと、アクティブに器用にこなし

ていけるのも女性の特性

であり、頑張った分、そ

れがそのまま自分に返っ

てきて充足感や達成感を

味わうことができるので

はないでしょうか。

　働き方の形態も多様化してきて、その時々のライフス

テージに合った働き方も可能になってきました。歯科技

工士という国家資格を持ち、医療従事者としての社会貢

献度の高いこの職業に、大いに誇りを持って仕事を続け

ていきたいものです。

　今後、男女を問わず活躍できる歯科技工界であること

を願いつつ、若いみなさんの頑張りに心からエールを送

ります。

  “ 住吉は住むによし！”
　「住吉」大阪にお住まいの方がこの地名を聞けばまず

大阪の住吉の町を連想されることと思いますが、神戸に

も住吉の地名の付いた町があることをご存知でしょう

か。住吉という地名は「住むによし＝人が住まうのによ

いところである」に由来することから、日本各地にその

地名はあるようです。

　JR神戸線の住吉駅から住吉川沿いを20分ほど山側に

歩いていくと白鶴美術館（写真①）があります。日本酒

の蔵元（菊正宗、白鶴）を起源とする嘉納財団が管理す

る建物ですが、この地には他にも旧乾邸（写真②：乾汽

船創業者の邸宅）や武田資料館（武田薬品創業者の邸

宅）、建築家ヴォーリズ（写真③）が手掛けた洋館など

の町並みにふれることができます。

　六甲山へ山歩きにお越しの際に少し寄り道をされれ

ば、神戸異人館通り（北野）とはまた趣むきのちがう町

並みを感じていただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚口　真守

フェミニン通信
中央南支部

北東支部　廣川　優子

 ③ 建築家ヴォーリズの

　 手掛けた洋館

　　ヴォーリズの手掛けた建築物は多く現存していますが、写真

　　手前の民家と、写真奥の洋館（旧武田邸）もその一つです。

① 住吉川と白鶴美術館 ① 白鶴美術館

② 旧乾邸

映画のロケ等で使用され

ることも多い神戸市の文

化財です。
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　通潤橋（ツウジュンキョウ）は熊本県のほぼ中央の山

都町にある国の重要文化財に指定された石橋です。た

だ、この橋を渡るのは人や車ではなく『水』です。日本

最大級の石造りアーチ水道橋なのです。石造単アーチ橋

と言う構造で、長さ75.6ｍ、高さ20.2ｍ、幅員6.3ｍ、

アーチ支間28ｍと言うことです。

　 江 戸 時 代（ 1 8 5 4

年）に水の便が悪く水

不足に悩んでいた白糸

台地に住む民衆を救う

ため、時の惣庄屋「布

田保之助（ふたやすの

すけ）」が ”肥後の石

工”たちの持つ技術を

用いて建設されまし

た。

　この橋は２つの地区

を水路で結んでいる

のですが橋の位置は２つの地区よりも低い位置にありま

す。そのため、水を通す時には噴水管は逆サイホンの原

理を利用しているということです。ゴムなどのシール材

がない時代に、石で作られた通水管の継ぎ目を漆喰で繋

いで漏水しないように密封し、橋より高台の白糸台地ま

で用水を押し上げると言う高度な技術が用いられている

ということです。

　いま、この橋が注目されているのは、歴史的価値と共

に写真のような放水が行われる風景にあります。この放

水は、本来橋の上を通る石造りの通水管の内部にたまっ

た砂や泥を取り除くために行われるもので、その風景が

人気となり今や観光名所となっていて『観光放水』とし

て1日1回行われています。ただ、この水道橋は現役とし

て農繁期には補助的に使用されていますので放水されな

い時期もあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武森　政文

　早いもので今年も残りひと月。。。

今年もなんとか年の瀬を迎えることが出来ました。

技工士の仕事は、精神的にも肉体的にもきついものです。

仕事漬けの毎日では息もつまります。

　そんな中、今、私の目下の楽しみは銭湯に行くことで

す。ひと月 1 ～ 3 回程です

が、たまに行くあびこの錦

温泉は私のやすらぎのひと

時です。

　ここを知ったのは、「今

ちゃんのじつは・・・」と

いう番組で紹介されたのがきっかけでした。一番の人気

は打たせ湯だとか。

　実際行ってみると、ヒマラヤ岩塩軟水露天風呂、遠赤

外線サウナ、ジェットバス・電気風呂など色々あります。

私は、熱いめのお湯にゆったりと浸かり、大画面のテレ

ビを見ながら、疲れを癒すのが何より至福の時です。

　土曜日はオールナイト営業、普段も夜中 2 時までの営

業で、結構お客さんも入っています。ふっと気が向くと

行ける手軽さも気に入っています。手ぶらセットという

のもあり、( 石鹸、

シ ャ ン プ ー、 リ

ン ス、 バ ス タ オ

ル、タオル ) が付

いて 530 円です。

出 た り、 入 っ た

りして一時間程過ごします。

　風呂上がりは、みかん水をぐいっと飲み干すのがいつ

ものパターンになっています。

　これが私のささやかな癒しの時です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田　謙二

 次回担当支部のお知らせ

2 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。

担当支部：中央南

通 潤 橋 あびこの錦温泉
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『北東支部だより』
　　　　　 第 38号支部コーナー

 新年のご挨拶
　新年明けましておめでとうございます。

　会員の皆様には、幸多き新春をお迎えのこととお喜び

申し上げます。

　昨年中は支部活動にご協力賜り、誠にありがとうござ

いました。

　さて、新年早々ではございますが、会員の皆様にお願

いがあります。

　北東支部にはメール会員制があり、現在100名近くの

方に登録頂いております。昨年は月に1～２回ほど配信

させて頂き、内容は主に活動の案内等となっております。

大歯技広報の“支部だより”ではリアルタイムな情報提

供が難しい為、メールでのご案内を活用しております。

どうぞメール会員にご登録頂きますようお願い致します。

　今年も様々な活動を通じて会員の皆様に有意義だと思

って頂けるような支部を目指し、役員一同ならびに青年

部会のメンバーと供に力を合わせ取り組んでまいります。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　北東支部　支部長　中川原　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役員一同

大阪府歯科技工士会

創立60周年記念式典・祝賀会

　　 本会創立60周年を迎えるにあたり、北東支部会員

　 から4名の方々が受章されました。

  　  ● 大阪府知事感謝状  …………………  中瀬古 勲 様

　    ● 大阪府歯科技工士会 会長表彰 ……  岩崎 英人 様

  　  ● 大阪府歯科技工士会 会長感謝状 …  北田 洋士 様

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  南郷谷 亨 様
　　　本当におめでとうございます。

中瀬古 様

左：南郷谷 様

右：北田 様

※岩崎さまは残念ながら出席が叶いませんでした。

  ● 日　時：平成28年2月14日（日）

　　　　     13：00〜16：30（受付12：30〜）
  ● 場　所：エルおおさか
  ● 参加費：会員・学生 ＝ 無料　  未入会 ＝ 1万円
  ● 申　込：大阪府歯科技工士会　FAXかメールのみ

　　　　FAX 06-6697-4100　メール daishigi@oak.ocn.ne.jp

演題①：『審美性・機能性との調和を考慮した補綴物製作』

　　　　 　演者：井上 陽介  先生（松川歯科医院勤務）

演題②：『顔貌と口唇への調和を目指した審美平面再現への取り組み』

　　　　 　演者：栫井 孝志  先生（㈲神戸デンタルアートスタジオ勤務）

演題③：『パーシャルデンチャーにおけるBasic Approach』

　　　　 　演者：遠藤 隆久  先生（㈲デンタル・プログレッシブ勤務）

　　　　　　※詳細は大阪府歯科技工士会ホームページをご覧ください。

 ● 行事予定
・平成28年2月14日　
　北東支部学術講演会

● 北東支部会員状況
　（平成27年12月現在）

　  会員数　297名
   （男性  258名　女性 39名）

北東支部学術講演会 （自由：6単位）
● 北東支部メールアドレス
  daishigi. hokutou@gmail. com

 ※登録希望の方は上記アドレスに
 　メールをお願いします。
　 また、メールには必ず
　 「氏 名」をご入力くだ
　 さい。
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『中央北支部だより』
　　　　　 第 21号支部コーナー

　平成27年11月1日ホテル日航大阪にて大阪府歯科技工士会 創立60周年記念式典が

開催、知事及び会長表彰者の発表がありました。

　わが支部から5名表彰され受賞のコメントをいただきました。

 知事表彰　宮国  勇孝 氏

　大阪府歯科技工士会創立60周年記

念式典において知事表彰をいただい

たこと誠に有難うございます。会長、

支部長、会員の皆様方に感謝いたし

ます。知事表彰がいただけるとは夢にも思わず自分で

いいのかとの思いもありましたが辞退すれば二度とな

いこの思いもあり受けることにしました。益々技工士

会が発展することを願っております。

 知事感謝状　上原  禎治 氏

　11月1日（一社）大阪府歯科技工士

会60周年記念式典におきまして大阪

府知事感謝状を授与いただきました。

今回の表彰につきましては、先輩や

後輩の皆様ご助力があったればこそと思っております。

これからも支部活動に少しでもお手伝いできますよう

に努力いたしますので、ご指導のほどよろしくお願い

申し上げます。

 会長表彰　山下  正晃 氏

　この度は名誉ある章をいただき深

く感謝申し上げます。

　振り返りますと技工士会のことも

よく分からないまま入会し職場の

上司に強引に支部会に連れて行かれた記憶があります。

　会では他の技工所の先輩たちがニコニコかまってく

れ、いつしか毎度開かれる懇親会が楽しみになってい

ました。ノーと言えない性分の私は本会へ足を運んだ

り支部長を経験したり今も多くの人生の先輩たちから

貴重な経験をさせていただいてます。若い会員の皆さ

んに対してニコニコとお節介な先輩になるのがこれか

らの私の務めといったところでしょうか。

 会長感謝状　西  康文 氏

　大阪府歯科技工士会60周年誠にお

めでとうございます。

　本会といたしましては無事還暦を

迎えたといったとことでしょう。更

なる発展を記念するところです。そんな中私事ではあ

りますが、会長感謝状をいただきましたこと、誠にあ

りがとうございます。会員として大変光栄に存じます。

　このような機会をいただきましたことは、会員の皆

様とあれやこれやと過ごしてこられたことに尽きると

感じています。これからも無力ではございますが、会

員の一人として皆様とともに本会の発展に寄与できれ

ばと感じております。会員皆様の益々のご健勝とご多

幸を祈念いたしましてご挨拶とさせいただきます。

 会長感謝状　谷 裕次郎 氏

　この度は大阪府歯科技工士会創立

60周年記念式典・祝賀会にお招きい

ただき誠に有難うございました。　

尚、時見会長から感謝状も頂戴しや

や恐縮する次第です。ここ10年来ほとんど大した活動

もしていませんが一会員として歯科技工士がさらに飛

躍し続けることを祈念いたします。
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支部コーナー

『中央南支部だより』
　　　　  第 24号

支部福祉行事 コテコテ大阪ぶらり旅

新規入会者歓迎会
平成27年9月27日(日) 新規入会者歓迎会を兼ねて支部福祉行事

「コテコテ大阪ぶらり旅」が開催されました。

参加者は新規入会者9名を含め34名でした。

 動物観察＆人気回復？ 通天閣
　13時30分天王寺動物園天王寺側入り口に集合予定し

た参加者は天王寺動物園に入園し各自で久しぶりの動物

観察。ただし、夜の懇親会でのクイズ問題が動物園と通

天閣を題材に出題されることもあり、真剣に記録を取り

ながら観察していた方もあったようです。

　通天閣は最近ブームのようで、展望台に上がるのに30

分以上かかるという人気スポットとなっていました。こ

てこて感満載の通天閣から天王寺界隈の変貌ぶりも観察

し、懇親大宴会へと流れました。

 クイズ大会で盛り上がり
　宴会では大西支部長、府技工士会会長の挨拶に引き続

き重光副会長の発声で乾杯し開宴となりました。９名の

新規入会者が自己紹介の形で紹介され懇親会が始まりま

した。

　サラダ盛り合わせ、新世界名物『２度づけ禁止の串カ

ツ』や唐揚げでお腹を満たし、フリードリンク制でアル

コールのピッチが上がり頭の回転が良くなった？頃合い

を見計らうようにクイズ大会スタートです。

　５組のグループ対抗でのクイズ大会。動物園と通天閣

で集めた情報を含めて担当の野尻さんからバラエティに

富んだ楽しい問題が次々に出され、迷回答・珍答続出で

大いに盛り上がりました。結果、２チームが同点となり

班長のじゃ

んけんで決

着。塚口班

が『大阪名

物551』を

獲得しまし

た。

中央南支部会員４名受章

　平成 27 年 11 月 1 日 ( 日 ) ホテル日航大阪

において一般社団法人大阪府歯科技工士会創

立 60 周年記念式典・祝賀会が開催されました。

大阪府、歯科医師会などから多数のご来賓に

ご臨席いただき記念式典が開催され表彰式が

執り行われました。中央南支部からは知事感

謝状に福山保則

さん、府技工士

会会長表彰に野

尻隆志さん、同

感謝状に町田昌

紀さんと塚口真

守さんが受章さ

れました。

創立60周年

記念行事開催
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『南大阪支部だより』
　　　　　 第 18号支部コーナー

    
    新年のごあいさつ

　　　　  　　　　　南大阪支部　支部長　小原　雅生
　　　  

　皆様、こんにちは。私が前支部長の西村さんから後を受

け、南大阪支部の支部長として早や2年が過ぎようとして

います。

　支部長として全う出来たかは別として、何とかここまで

やって来られたのも、支部の役員の方々、支部員の皆様の

協力があったればこそと、感謝しています。本当にありが

とうございます。

　私が学術理事の時、佐藤幸司先生に名古屋から来て頂き

講演をして頂いた折、始めて医療法について知る事ができ

ました。もう、“びっくりぽん”でした！

　私達が、日々、保険の技工を行っていますが、それが医

療法に保険委託という事が明記されていないので医療点数

の中に製作点数があるにも関わらず、歯科医院、技工所に

よってまちまちであることを教えて頂きました。

　これは、佐藤先生が日技で技対理事をされて居る時、厚

労省の方に今の現状を嘆き、何とか成らないものかと食い

南大阪支部　支部会開催
　去る平成27年10月24日(土) ＰＭ7：00より堺市産業振興セ

ンター会議室1－1に於きまして、南大阪支部 支部会が開催さ

れ、下記の議題について討議されました。

  ＊議　題＊
1. 各部会報告

2. 健康展の件

3. 60周年記念式典について

4. 支部ＢＢＱ開催について

5. その他

　また、支部会終了後 セラミストによる陶材築盛DVDを個々

の意見を交わしながら鑑賞出来たことが、たいへん参考にな

り、また日々の仕事の刺激になりました。

 堺市美原区域健康のつどい
　11月1日(日)、堺市美原区域健康のつ

どいに参加いたしました。体の入り口で

ある歯や口の健康を守ることで、地域の

皆様により健やかな生活を送っていただ

ければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　 坂 東　 洋

福祉厚生事業（バーベキュー）開催
　平成27年11月15日（日）岸和田市いよやかの郷

にて南大阪支部福祉厚生事業（バーベキュー）が

15名の参加で開催されました。

　午前10時半ＪＲ久米田駅に集合、送迎バスにて

現地へ、前日までの雨もやみ色ずく木々に中、賑

やかな話、おいしい料理とに相俟って即席のクイ

ズや手話講座なども

あり、あっという間

の時間。その後各々

温泉に入ったり、紅

葉と滝の名所大威

徳寺へ参拝したり

と自然を満喫した

楽しい一日でした。

　参加された会員の

皆さんお疲れさまで

した。
 　　　    野首  光男 　

下がって聞いて下さったおかげで分かったことです。私は

医療法という観点すらなかったのです。

　今、私達が抱える問題、技工士不足、技工士学校に学生

が来なくて学校が閉鎖、技工士会員の減少、等の閉塞感。

　本来、患者のためにいかに良い治療をと、歯科医師を中

心に歯科衛生士、歯科技工士がいるのではないでしょうか。

その上で、私達、歯科技工士は知識、技術を磨かないとい

けないのは皆さんも共通意識だと思います。

　今、そう成っていないのは始めに言った様に“医療法”

に保険歯科技工の委託が明記されていないためです。この

ことが分かった以上は、歯科医師会にもご理解頂き、全体

として国に歯科医療点数を上げて頂くように、歯科医師会、

歯科衛生士会、歯科技工士会が一つになって取り組まなく

ては、未来はないと思うのです。取り組む時は、いつか

“今でしょう”！

　出来ると思う人が一人でも多くなれば、出来ると思いま

す。現状を嘆いていても、何も変わりません。今、技工に

関わっている私達が変わらないと、誰も考えてくれません

し、変えてくれません。

　諦めずに、時見会長を中心に前進してまいりましょう！
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『北大阪支部だより』
　　　　　 第 17号支部コーナー


