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　7月2日（土）、近畿歯科技工ガイダンス2016を海遊

館ホールにて開催した。

　近畿の歯科技工士学校から157名の学生が参加し、ホ

ールは熱気にあふれ、最終学年でもある事から進学や就

職活動に役立てようと受付時間前に多くの学生達が来場

した。

　1部のディスカッションでは現在歯科技工に従事され

ている方々の歯科技工士になるきっかけや、歯科技工の

楽しさ、歯科技工所開設に至るまでの経緯など様々な話

に耳を傾け、メモを取るなどその表情には真剣な眼差し

が伺えた。

　2部では大歯技清水会長の「過去・現在･未来の歯科技

工士について」の内容で現在の歯科業界の様子や今後の

歯科技工士の役割などを話され、学生達は興味深く、熱

心に聞く様子が見受けられた。

　最後に、ガイダンスにご協力いただきました会員の

方々、各学校の先生方にお礼を申し上げます。

近畿歯科技工ガイダンス
2016 開催

学 術 講 習 会
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　平成28年7月2日（土）14：30～16：00海遊館ホー

ルにて、「次の時代を担う歯科技工士のために」という

演題で旗手勝浩先生に講演していただき近連主催の学術

講演会を開催した。

　午前中の歯科技工ガイダンスに参加していた学生たち

も、自主判断ではあったが積極的に参加した結果、219

名の参加者でホールはほぼ満席であった。

　まず初めに、旗手氏の学生のころから今現在までの経

歴をお話しされた。大阪で臨床技

工を経験後、アメリカにわたりラ

ボに勤務され、その後開業に至る

が、現在は東京の表参道で自費中

心のラボを開業されている。

　また、先生は東京の歯科技工士

学校で非常勤講師をされ、現在の

日本の歯科技工士学校の入学者の減少を危惧されており、

一番の問題は次の時代を担う歯科技工士がいないという

ことであった。そして、学生たちに「前向きに頑張って

ほしい。」と締めくくった。

　今後、私たちも考えなければいけない問題に、改めて

向き合う良い機会となったのではないでしょうか。

旗手  勝浩 先生

パネラー

5年以内

末積　竜馬
（北 東）  

美甘　直哉
（北 東）

中辻るり子
（北大阪）

10 年以上

番匠　達郎
 （北 東）  

愛尾　健一
 （北 東）  

田中　良明
 （北大阪）  

女 性

廣川　優子
（北 東）

森本　　遥
（北大阪） 

田口　美緒
（中央北）

開 設

端野　喜男
（北 東）

永間　千恵
（中央南）

三嶋　敬一
（北 東）
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10月： 8 日を除く 土曜・日曜・祝日 です。

11月：12日を除く 土曜・日曜・祝日 です。

会館休館日のお知らせ

 10 月 

 8 日 (土) デンタルショー2016

 8 日 (土) 三役会・理事会・支部長会・福祉厚生

     ・組織各部会

 9 日 (日) 第68回 近畿北陸地区歯科医学大会

13日 (木) 労働保険事務組合監査

16日 (日) 本会学術講演会

21日 (金) 枚方市立長尾中学校講演

23日 (日) CAD/CAM講習会

 11 月 

 2 日 (水) 中間監査

 6 日 (日) 実技研修会

12日 (土) 三役会・理事会・技対・広報・組織各部会

27日 (日) CAD/CAM講習会

☆10／11 （火）…… 11月分
☆11／  8  （火）…… 12月分
☆12／  8  （木）……   1  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

時の話題
　昨年来、歯科技工士の高齢化と、20歳代の歯科技工士

の離職、さらに大きな問題として学生が歯科技工士を目

指さない現状について、色々な歯科関係の集まりで話を

させて頂いてきた。このまま放置すれば、国民皆保険制

度における歯科治療は大きな危機を迎えることとなる。

日本歯科医師会の6月の総会においても、この問題につ

いての意見が取り上げられたと聞いている。

　では、なぜ若い歯科技工士は、多額の費用や時間を費

やし資格を取得したにも関わらず離職していくのか、学

生はなぜ歯科技工士に魅力を感じないのか。このことに

は色々な原因があると思う。「歯科業界改革の会」をこ

の6月に立ち上げて精力的に活動を続けている旗手勝浩

氏が主張している「歯科技工の認知度の低さ」も大きな

原因の一つであることは間違いない。また、最近送られ

てきた「保団連」の歯科技工所アンケートの結果を見て

も、保険歯科技工料金の低さが原因との見方も事実であ

る。

　これまで大阪府庁にも歯科技工士の現状を訴えてき

た。先月、大阪府に新役員就任のご挨拶に行ったおり、

大阪府健康医療部上家部長より、「全府立高校に歯科技

工士になるための職業案内用ポスター・リーフレットな

ど関係資料を、大阪府の教育委員会を通じて配布するこ

ととした。」との報告を頂いた。また、学校の要請があ

れば、歯科技工士会より説明会の講師を派遣して欲しい

との要請も頂いた。このことは行政のご協力により、直

接学生に歯科技工業を紹介することが出来る画期的なこ

とである。これまで歯科技工士会が、大阪府の健康福祉

事業に積極的に協力させて頂いてきたことへの評価と、

上家部長の聡明なご判断に深謝しなければならない。

　昭和63年の大臣告示「歯科技工料は、診療報酬におけ

る製作点数のおおむね７：３である。」との見解が示さ

れてから、いまだに7割の料金が請求できている歯科技

工所は多くはない。このことは、歯科医師（支払い側）

にも歯科技工士（受け取る側）にも責任がある。値引き

を取引の条件にする歯科医師と、値引きをすることを条

件に営業する歯科技工所が大きな原因となっていること

は言うまでもない。しかし、取引の条件としてはどこの

業界でも行われていることである。

　では、なぜこのことを問題にするのかといえば、歯科

技工は国民皆保険制度（統制経済）の中に組み込まれて

いるにも拘らず、現実は支払いの部分のみ自由経済と

して放置されているからだ。なぜ診療報酬の中に「歯科

技工料」と明記されないのか、なぜ歯科技工料だけが皆

保険制度から外されているのか理解できない。今後あら

ゆる機会を通じて、「保険歯科技工料で基本的な生活基

盤が形成できる仕事」にしていかないと、せっかく若い

歯科技工士が誕生しても、この業界に留めることは出来

ないと思っている。まず保険歯科技工料で飯が食えるこ

と、自分が抱えるスタッフの生活を守ることが出来なけ

ればこの業界に明日は無い。料金競争ではなく、技術競

争するのが本来の歯科技工士の姿のはずである。

　歯科技工士は、今話題になっている介護士や保育士と

同様かけがえのない職業である。歯科技工士それぞれが

今、何ができるのか考えてほしい。政治的な背景や私利

私欲を持ち込まないで、純粋に自分が持っているあらゆ

るチャンネルを活用し、誇りを持って歯科技工士を守り

育む運動を始めて欲しい。我が国は、世界に類を見ない

「国民皆保険」の国なのだから。

副会長　重光　俊憲

平成28年 10～11月 活動日程
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第 3 回  理事会報告

日 時：平成28年6月11日（土）14：00～16：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

会長挨拶：本日で8年2ヶ月にわたる会長の任期が満了と

　なり、これまでのご協力に深謝いたします。また、本

　日は今執行部最後の理事会、社員総会が滞りなく進行

　できるよう協力をお願いしたい。

◎6・7月度の日程の確認

◎第2回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・日技役員選挙に大阪から2名の立候補者がある旨

　　　の報告。

　　・熊本地震被害状況報告

　②5/19日本歯科技工学会第38回学術大会実行委員会

　　報告

　　・第38回学術大会の参加費について、近畿支部にお

　　　ける会員は1人3,000円を助成することになった。

　　　8/1までに事前登録を各自していただくようお願

　　　いする。

　③5/21近畿歯科用品商協同組合総会懇親会出席報告

　　・清水専務が出席。

　④6/4天王寺区歯科医師会「歯の健康展」式典出席報告

　　・清水専務が出席。

　⑤6/4近連会議報告

　　・技工学会の件と日技役員選挙について協議した。

◎各部報告

【財務部】

　①6月分会費納入状況の確認

　②4月末執行状況の確認

【総務部】

　①平成27年度歯科技工士人材育成事業補助金交付

　　・5/30に3,175,000円が交付された。

　②5/28裁定委員会報告

　　・第1回では戒告処分としたが、本人からの事情聴

　　　取がまだのため、本日第2回裁定委員会を開催する。

　　　また、しかるべき対応が必要だとの意見もあった

　　　ため、次期執行部に申し送りをすることとなった。

【福祉厚生部】

　①慶弔金申請・支払い報告

　　・出生祝金支払い（北東1名・中央北1名）

【組織部】

　①日技組織拡充支援金支給決定の報告（3件分）

　　・4.3技対セミナー・4/24マナー講座・5/15匠

【広報部】

　①7・8月合併号進捗状況

　　・内容の再確認。

【学術部】

　①5/15匠の技を見る報告

　　・会員20名、学生31名、合計51名の参加があった。

◎審議事項

【総務部】

　①第3回社員総会の件

　　・進行と答弁内容の確認。

【技対部】

　①ガイダンス2016について

　　・ガイダンスのスケジュールとあわせて、午後から

　　　学術講演会の開催も決まったため、内容を確認し

　　　た。

◎その他

　１．会員数状況・入会・退会予定者の確認。

　２．大阪府歯科医師協同組合賛助会員加入のお願い　

　　　・府歯主体で協同組合を設立され、歯科技工士と歯

　　　　科衛生士に加入依頼があった。入会金は1口1,000

　　　　円で脱退時に返金される。事業展開は今後決まる。

　３．和歌山県立医大公衆衛生学・西尾先生より依頼

　　　・「第75回日本公衆衛生学会総会実行委員」次期

　　　　執行部に一任する。

　４．各支部新役員名簿の確認

　５．全スタッフ会議について

　　　・6/26本会にて13：00～開催。

第４回　理事会報告

日 時：平成28年6月11日（土）18：30～18：40

場 所：大阪府歯科技工士会館2F

　１．新代表理事の選出

　　　・5月9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

　　　　長に重光俊憲・山下茂子・西 康文各理事、専務

　　　　理事に岸本秋朗理事を任命。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。
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第 5 回  理事会報告

日 時：平成28年7月9日（土）14：30～16：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

会長挨拶：先週はガイダンスが成功裏に行われ、明日は

　バーベキュー懇親会が開催される。何かと行事が重な

　っているが、役員も体調を整えスムーズに遂行できる

　よう協力をお願いします。

◎7・8月度の日程の確認

　・8月の理事会を6日から20日に変更。

◎第3・4回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・6/18、第5回日技社員総会にて役員選挙が行われ、

　　　日技役員が決定した。

　②6/17人材育成事業委員会報告

　　・CAD/CAM講習会の受講日の決定を行った。

　③7/2学術講演会（近連主催）報告

　　・参加者：219名（内訳：会員51名・学生157名・

　　　未入会者11名）

◎各部報告

【財務部】

　①7月分会費納入状況の確認。

　②5月末執行状況の確認。

【総務部】

　①熊本地震義援金送金報告

　　・392,445円（手数料432円含む）を7/4、日技へ

　　　送金した旨の報告。

　②6/11裁定委員会報告

　　・双方の意見聴取を行い決定を下す方が望ましいと

　　　思うので、新委員で再度意見聴取を行っていただ

　　　きたいとの報告があった。

　③6/26全スタッフ会議報告の各部確認

　④春の叙勲の件（該当者なし）

【福祉厚生部】

　①慶弔金申請・支払い報告

　　・長寿祝金…中央北1名・中央南1名支払い

　　・出生祝金…南大阪1名支払い

【技対部】

　①ガイダンス2016報告

　　・157名参加、アンケート数149名分回収。

◎審議事項

【総務部】

　①「歯科技工士の認知度向上ＰＲポスター」開設会員

　　　へ送付の件

　　・前年度に引続き学校と本会の挨拶状を同封し、開

　　　設者会員への送付を承認された。

　②Wifi購入について

　　・承認される。

　③地下会議室改装について

　　・業者に見積もりを依頼する。

　④本会・支部役員名簿の発行について

　　・対象範囲について検討。

【財務部】

　①メーカーへの指示書販売について

　　・継続審議とする。

【福祉厚生部】

　①入院見舞金…北東1名承認される。

　②新入会員説明会＆バーベキュー懇親会について

　　・スケジュールと進行について最終確認。

【組織部】

　①入会手続きの簡素化案について

　　・先に口座の開設について説明を行い、スムーズに

　　　入会手続きできるようにしていく。

【学術部】

　①9/4基本研修について

　　・当日の役割分担とタイムスケジュールについて検

　　　討。

　②10/16学術講演会・11/6実技研修会開催決定

　　・両日とも新大阪歯科技工士専門学校にて開催する。

【広報部】

　①メール会員登録・フェイスブック担当者について

　　・次回理事会後、事務局を交えて役割を相談する。

【技対部】

　①臨地実習について

　　・資料を整えてから再度審議をする。

◎その他

　１．会員数状況・入会・退会予定者の確認

　２．大阪府歯科医師協同組合賛助会員加入のお願い　

　　　・〆切が延びたため引続き募集していく。

　３．和歌山県立医大公衆衛生学・西尾先生より

　　　・「第75回日本公衆衛生学会総会 実行委員」

　　　　岸本専務が新たに担当する。

　４．大阪口腔衛生協会評議員

　　　・清水会長が就任。
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第 2 回  支部長会報告

日 時：平成28年7月9日（土）18：00～19：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

内 容

　①ガイダンス2016開催報告

　　・157名参加、滞りなく終了した旨の報告。

　②日技役員名簿の確認

　③本会役員・支部長名簿について

　　・本会、支部役員まで作成し配布する。

　④各支部行事予定の確認

　　・変更、追加を確認した。

　⑤歯科技工指示書メーカー販売について

　　・販売方法などについて審議中である。引続き理事

　　　会にて検討していく。

　⑥新入会員説明会＆BBQ懇親会の最終確認

　　・北大阪25名、北東36名、中央北28名、中央南39

　　　名、南大阪21名、計149名参加予定

　　・当日のスケジュールや担当役割について確認。

　⑦「歯科技工士の認知度向上PRポスター」送付につ 

　　　いて

　　・学校と本会の挨拶状を同封し開設者会員へ送付す

　　　る。

　⑧大阪府歯科医師協同組合賛助会員加入のお願い

　　・再度正式な依頼が入る予定なので、その際の協力

　　　を依頼した。

　⑨その他

　　・退会申請用紙の配布

　　・慶弔金の申請再確認

　　・各案内

第２回　技対部会報告

日 時：平成28年7月9日(土)18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①近畿歯科技工ガイダンス2016の報告

　　・ガイダンスの内容報告と学生アンケート調査の報

　　　告

　②社会保険労務士の先生を招いての勉強会について　

　　（日時・内容の検討）

　　・日時　平成29年2月

　　・場所　本会にて

　　・技対部員が支部で参加者を募り、15～20名規模

　　　で行う。

　③歯科技工指示書のレイアウト変更について

　　・支部ごとに変更内容をまとめ、部会にて検討を進

　　　める。

第 2 回　学術部会報告

日 時：平成28年7月9日（土）18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館1Ｆ

内 容

　①生涯研修について

　　・学術理事が今季からの方には、説明が不十分なと

　　　ころがあったので、次回にはもう少し分かりやす

　　　い資料を配布する予定。

　②9月4日の基本研修について

　　・役割分担をお願いした。

　③カードリーダーのマニュアルについて

　　・基本動作を再確認した。

　④その他

　　・日本歯科技工学会の参加をお願いした。

第 2 回　組織部会報告

日 時：平成28年7月9日(土)18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①「青年部」の目標・目的について

　　・青年部会設立に向けての「目標・目的」などを各

　　　支部と意見交換を行った。

　　・本年度組織部事業計画の内容確認の上、変更を行

　　　った。

　②退会防止策について

　　・新入会員一覧、会員数状況表の資料に基づき、今

　　　後の課題を話し合った。
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　平成28年7月10日（日）新入会員歓迎を兼ねたバー

ベキュー懇親会を北区中之島の「“R”RIVERSIDE 

GRIL&BEER GARDEN」にて開催した。

　当初予定人数であった120名を超え145名が参加した。

開催目的である新入会員

と既存会員との交流

の場として企画し

たバーベキューで

あったが、冷たい

ビールが進むにつ

れ大いに盛り上がり、

大阪の中心部でこのよう

な会が開かれることが出来、参加者から絶賛の声をいた

だいた。最後にお楽しみ抽選会でさらに盛り上がり、散

会となった。

　オープンテラスでの開催で天候を心配したが、当日は

天候にも恵まれ、川のほとりでのんびり出来た1日であ

った。

　開催に当たってお手伝いをいただいた方々、ご協力有

難うございました。

　平成28年6月26日（日）大阪府歯科技工士会館におい

て、全スタッフ合同会議が、本会役員(連盟役員を含む)

と再編された全5支部の支部長をはじめ、各支部の理事

が出席し開催された。

　この会議は今任期の2年間、大阪府歯科技工士会を運

営するための出発点であり、全スタッフが各自の職務と

責務を認識し、基本方針および各部の事業計画を周知共

有するためのものである。それと同時に全スタッフの理

解と協力により本会事業を推進することで各支部が活性

化し、さらに発展することを目指している。

　始めに会場において、岸本専務の進行のもとに、清水

会長より開会の挨拶が行われた。その後、新執行部役員

の紹介が行われた。

　次に、各部会に分かれて本年度の活動計画を中心に、

確認と検討が行われた。

　休憩をはさんで、各部会担当の本会役員から、活動計

画の説明と部会報告があり、それぞれ質疑応答が行われ

た。重光副会長より閉会の辞として、会議の総括があり

本会議が締めくくられた。

新入会員説明会＆
   バーベキュー懇親会

「全スタッフ合同会議」
開催される
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労災保険については、労働基準監督署へ

雇用保険については、ハローワーク（公共職業案安定書）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。

事業主の皆さま、労働保険の成立手続はおすみですか？

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉で、

政府が管掌する強制保険です。

労働者を一人でも雇用していれば、加入手続きを行わなければ

なりません。

お問合せ

労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に

加入する必要があります。
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　私は歯科技工士4年目になります。現在は保険のクラ

ウンを中心に、マウスガードや、少しずつ前装冠の仕事

をさせていただいています。ただ、レジンを盛るだけで

は思うような色調や透明感が出なかったり、小さな境目

や気泡が最終研磨ではっきり見えてきたりと、なかなか

慣れません。

　休日は友達と食事をしたり、映画を一緒に観に行っ

たりしていま

す。私は専門

学校に入るま

では地方で生

活していたの

ですが、帰省

した時に友達

や家族と過ご

したり、季節

によってたけ

のこを取った

り 雪 か き を し

たりするのが、

とても楽しいで

す。

　私は講習会に行ったり、上司の方からのアドバイスを

受けたりする度に、パターンや研磨の方法を少し変えて

みたりと、未だに右往左往していて、情けなく思うこと

もあります。しかし、参加後、新しいやり方やちょっと

したコツなどを教えてもらったり自分で見つけたりする

時に新しい発見があります。私もまだまだ未熟で試行錯

誤中ですが、患者さ

んや先生、上司の方

や先輩などお世話に

なっている方々のた

めにも、歯科技工士

として頑張っていき

たいと思います。

　　　北東支部

木村　恵理香

フェミニン
    通  信

  ものの始まり何でも堺…銀座の柳に代表する文化や伝

統産業をあげれば枚挙に暇がない。秋祭りも然り。

  ♪ベラショ～ベ～ラショ♪…泉州の秋祭り一番手は大

寺さんの愛称で親しまれる開口神社の八朔祭です。今年

は9月9日から始まりました。開口神社をかわきりに市内

あちこちの神社で“ふとん太鼓”や“だんじり”の練り

歩きがほぼ１ヶ月続きます。

  聴覚障がいの小生には笛や太鼓の音色は聞こえません

が、高さ4メートル、重量3トンのふとん太鼓を一斉に

担いで練り歩く姿は「勇壮華麗」の一言に尽きます。観

るだけでも圧倒され、毎年あちこちの神社を巡っていま

す。そのなかで四番手の百舌鳥八幡宮月見祭は国内外で

有名ですね。

  是非とも堺百町の“ふとん太鼓”や“だんじり”の秋

祭りを楽しんでください。

   ≪ふとん太鼓巡行のある神社の祭礼期日順≫

　開口神社 → 菅原神社 → 船待神社 → 百舌鳥八幡宮

　→ 方違神社 → 石津神社 → 華表神社 → 石津太神社

　→八坂神社（野遠町） → 八坂神社（中村町）　　　

　　　『 秋祭みんな鯔背となりにけり 』

　　　『 秋まつり目じり妖しき稚児化粧 』

梶原　英俊

南大阪支部  

泉州で一番早い秋祭り
( 堺百町の“ふとん太鼓・だんじり”)



平成 28 年 9・10月合併号 第 490 号　（9）大　歯　技　広　報

て機械の管理のもとで作られ、機械でネタをカットして

シャリ玉も機械で作られ、その上にネタをトッピングし

て出てきます。ここには匠の技

は存在しませんが、とにかく安

くてネタの種類も多く、老若男

女様々な人たちに利用されてい

てお腹いっぱい食べることがで

き、とても満足できます。

　この寿司業界も回転寿しがデジタル化の始まりだった

のでしょうか？我々歯科技工業界もこれからデジタル化

が進む中、どんな形であれ患者様に満足してもらえる補

綴物を提供していきたいものですね。

久国　達彦

　私はお寿司が大好きです。そもそも高校生の時にお寿

司屋さんでアルバイトをしたのがきっかけで、いろいろ

な事を学び経験させてもらいました。もちろん当時はま

だ回転寿しなどは無く、職人さん達が一つ一つ丁寧に握

っていた時代です。調理師資格を持つ料理人の中でもお

寿司を握る人たちは寿司職人と呼ばれ、包丁の使い方ひ

とつで寿司ネタのおいしさを最大限に引き出し、また握

り方ひとつでそれぞれの職人さんたちの腕の見せ所で匠

の技が必要とされます。

　私は普段はお寿司を食べるのはもっぱら近くの回転寿

しですが、何か良い事があったり何かの記念日には行き

つけの少し贅沢なお寿司屋さんに足を運びます。

　そこは大将一人でやっている小さなお店ですが、味は

抜群です。おいしいお寿司とは人によって異なりますが、

私は一口で口の中に入り、入った瞬間シャリが口の中で

ほどけ、ネタとシャリが融合しながらひと噛みふた噛み

と噛めば噛むほ

ど味わい深くな

って喉の奥へと

運ぶようなお寿

司が好きです。

　この時、職人

の匠の技に感銘

し、おいしいものをいただいてるなあ、と幸せを感じて

います。この匠の技ですが、一方の手でネタをつまみ、

もう片方の手でシャリ玉というものを作ります。このシ

ャリ玉ですが軽く丸めてから親指で窪みを入れ、包み込

むようにしながら軽くにぎり、中を空洞状態になるよう

なシャリ玉を作りネタと合体させて周りは固く崩れない

程度にやさしく握り、口の中へ入れるまでは形が崩れず、

入れた瞬間ほどけるような口あたりが、おいしい握り方

とされています。またベテランの職人さんになるとお客

さんの箸の使い方によって握り方を変えるそうで、下手

な箸の使い方の人には崩れないようにやや強く握るそう

です。そこまで考えて握っているとはまさに職人の匠の

技だなと思いました。

　さて、時代は進み回転寿しが定着して数十年が経ち、

私も家族でよく利用しています。この回転寿しは、すべ

担当支部：南大阪

お寿司と私

鞍馬山から貴船神社へ
 「鞍馬山から牛若丸が出でまして、その名（菜）を九郎
判官（くろうほうがん）」

　「義経」と落語の青菜に出て来る鞍馬山から貴船まで

のハイキングに 8 月 3 日 ( 水 ) に行って来ました。

　先ずは、鞍馬・貴船 1day チケットを購入し、京阪特

急にて出町柳へ、叡山電鉄 ｢きらら｣ に乗り換え終着鞍

馬駅に到着。駅前の天狗さまのオブジェに迎えられ鞍馬

寺仁王門へ。この仁王門には、左右に狛犬ならぬ阿吽の

寅が配置されており、その昔、鑑真和上の高弟鑑禎が夢

のお告げで鞍馬山に登ると鬼女に襲われ、毘沙門天に助

けられたのが寅の月 ･ 寅の日 ･ 寅の刻だったためだと伝

えられています。

　ケーブルカーは使わず徒歩で「鞍馬の火祭り」が行わ

れる由岐神社を経て

鞍馬寺本殿金堂に登

りました。源義経(牛

若丸 ) が幼少の頃過

ごした寺として知ら

れていますが、正殿

前の ｢六芒星｣ の中

心に立つと天のエネ

ルギーが降臨するパ

ワースポットでもあ

るそうです。
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　霊宝殿に立ち寄り鞍馬寺奥の院魔王殿に到着。ここよ

り下り坂となり、いざ貴船に !! 貴船神社本宮は、古くか

ら水の神様として崇められ本殿近くの神水での水占いは

大人気で私は控えめな末吉でした。

　貴船の川床 ( かわどこ ) で、懐石料理を頂き疲れた身

体を休め、川床がこんなに涼しいものかと驚かされまし

た。

　鞍馬名物 「木の芽煮」・貴船名物「とち餅」を購入し、

友人に土産話をしていますと、｢平日に遊びに行って仕

事は大丈夫か ! ？｣と痛い泣き所をつかれ、やはりおちは、

青菜と同じく「弁慶」と !!　(^O^) ﾊﾊﾊ

田中　雅人

 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。

　 　 ・ 森口　尚紀 様（南大阪支部）

　 　 ・ 飛鳥　真之 様（北東支部）

  ＊下記1名の方に結婚祝金を給付しました。

　 　 ・ 梁谷　知幸　様（中央南支部）
                        （届出順に掲載）

  次回担当支部のお知らせ

11・12 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。

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

＊7月入会（8名）
北  東 伊 吹    捷 新大阪歯科技工士専門学校卒

   〃 豊 田  美 絵 大阪歯科大学歯科技工士専門学校卒

中央北  戸 島   正 晃 東洋医療専門学校卒

中央南  宇髙 佑紀子 愛媛県立歯科技術専門学校卒

南大阪  藤 本  巧 磨 新大阪歯科技工士専門学校卒

   〃 田 中  優 作 日本歯科学院専門学校卒

   〃 稲田 七海幾 島根県歯科技術専門学校卒

   〃 井手 麻也香 広島大学歯学部口腔健康科卒

＊8月入会（1名）
北大阪 川嶋  武玄 東洋医療専門学校卒

＊9月入会（3名）
中央北 岡本 絵梨奈 新大阪歯科技工士専門学校卒

   〃 加藤  拓也 名古屋歯科医療専門学校卒

南大阪 川上  俊晴 大阪歯科学院専門学校卒

新 入 会 者

【日 時】平成29年１月8日（日）
　　　　　17：00～19：00

【場 所】ホテル日航大阪 5F鶴の間
  ＊申込みは、11月末までに本会までFAX
   及びメールにて

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

訃　　報
　　 金 岡　照 喜 様（中央北）
 　平成 28年 8月 2日ご逝去（享年 67歳）

謹んでご冥福をお祈り致します。

平成29年 新年互礼会　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。
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「基礎から学ぶ
　デジタルインプラント技工」
「基礎から学ぶ
　デジタルインプラント技工」

(一社 ) 大阪府歯科技工士会
中央北支部学術講演会

日時　平成28年11月20日(日)
午後２時～午後５時

『中央北支部だより』
　　　　　 第 27号支部コーナー

       支部役員会報告
　平成28年8月28日梅田DDハウスビックエコーにて支

部役員会開催。

　参加者14名、3議題について担当役員から報告がされ

ました。

①各部会報告

　支部長会：学術講演会への参加要請

　　　　　　（ 9/4・ 10/16・11/6等）

　技対：指示書の販売、業者へ依頼を検討。

　　　　経営上の労務管理や社会保険について労務士へ

　　　　の質問

　組織：各支部に青年部を作ることについて、各支部の

　　　　意見を次回の部会までに取りまとめる

　学術：講演会への参加募集・日本歯技へ記事投稿のお

　　　　願い

②支部学術講演会について

　日時：平成28年11月20日（日）午後2時から5時

　場所：東洋医療専門学校　講師：辻　貴裕

　　　　講演会後会場近くで懇親会開催・講演会の準備

　　　　のため一か月前くらいに支部会開催

　　　　次年度以降の講演会内容について募集

③その他

　各区の健康展への参加準備 東成区10/22（土）12時～16

　時・北区10/29（土）12時半～16時

　前回の役員会で決まっていた説明モデルの購入

　(注文完了)

　平成28年8月28日（日）食事会開

催、コンセプトは「お洒落なお店でディ

ナー」、うめきた広場にある“ガーブモ

ナーク”でコース料理をチョイス、ご家

族の方にも多く参加していただき小さな

お子ちゃまや奥様方、今年支部に入られ

た方々など総勢50名、一緒のテーブル

を囲んで皆さんとゆっくり話しながら、

おいしい料理を前菜から店一押しのエン

ゼルフードケーキまで、2時間たっぷり

楽しむことができました。

食 事 会
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『中央南支部だより』第29号

支部コーナー
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『南大阪支部だより』
　　　　　 第 24号支部コーナー

　7月に本会主催のバーベキュー懇親会がありました。中之島公園で川沿い

の少しオシャレな場所で150名余りの方が参加していました。

　南大阪支部のイベントや集まりは何度か参加してい

たのですが、本会のイベントは久しぶりの参加でして

色々と勉強にもなりました。

　南大阪支部の人とは顔見知りもいたのですが、今回

は他の支部の人とも多く話す事ができて、とても有意

義でした。そして、何より1番嬉しかったのが特賞の

カニが当たりました。またこのようなイベントがあれ

ば行きたいと思います。

田中　良介　

　 6月25日（水）大阪狭山市SAYAKAホールにて、ハート・インケア健康展があり、スタッフ3名で参加

いたしました。介護のことから支援・脳年齢などのブースがあり楽しかったです。

　残暑お見舞い申し上げます。暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過

ごしでしょうか？

　さて、8月21日南大阪支部主催の学術講演会が開催されました。講師に山

添正稔先生をお招きして3時間、貴重なお話をして頂きました。猛暑の中、

東洋の学生さんを含め約30名もの参加者が集まって下さいました。

　CAD/CAM冠やジルコニア材料の歴史や特性などを、学生さんでも解り

やすいような丁寧な内容で、私は普段触れる事のない材料ではありますが、

これからの技工や材料の取り扱いについて、色々と考えさせられるとても興

味深い内容でした。

　貴重な時間をありがとうございました。
                     

 紀伊国谷　美紗
　

　講演終了後、山本貴金属地金株式会社の山添先生・小嶋さんを

囲み、お礼の意味を込め有志による懇親会の場を設け、講演内容

の話しや雑談の中、楽しい一時を過ごしました。

　先生方には、最後までお付き合い頂きありがとうございました。

 健康展参加報告

 学 術 講 演 会

懇 親 会

バーベキュー
懇 親 会
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『北大阪支部だより』
　　　　　 第 23号支部コーナー

　平成28年6月25日、新大阪江坂東急R E I ホテルにて、北大阪支部会・支部懇

親会・新入会員歓迎会が開催された。20名の新入会員の参加があった。

　新執行部の挨拶、各理事の紹介があり、支部会の内容を詳しく説明した。平成

28年度予算案、平成27年度の決算、平成28年度の事業計画案、平成27年度の事

業報告と、また、今回は新入会員が多いので、福利厚生の件、結婚、出産の祝い金、入院の見舞い金、身内が

なくなった場合など、詳しく説明した支部会だった。そして、懇親会、新入会員歓迎会へと。

　今回は、新入会員が20名の参加だったので、席順をバラバラにした。これは見事に成功した。30分も経つ

と、お互いに料理を小皿に取ってあげたり、取ってもらったり

と、またビールの注ぎあいなど、和気あいあいと打ち溶け合った

会だった。今回、新入会員の仕事の内容の共通点、勤務先に会員

の知り合いがいたり、また仕事の悩みなど、けっこう充実した内

容だった。T E L やメールよりも直接、顔と顔、声と声が改めて

大切だと思った、有意義な会でした。

北大阪支部会・支部懇親会・新入会員歓迎会
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『北東支部だより』
　　　　　 第 44号支部コーナー

      行 事 予 定
 ●  9月25日（日） 北東支部バーベキュー大会
 ● 平成29年 2月26日（日）北東支部学術講演会

北東支部会員状況（平成28年8月現在）

　会員数   306名（男性 269名　女性 37名）

 新入会員紹介（平成28年7月）

 伊吹  捷（新大阪歯科技工士専門学校卒）

 豊田 美絵（大阪歯科大学歯科技工士専門学校卒）

 

　平成28年7月23日（土）、北東支部新入会員歓迎会が開催されました。

　新入会員対象者25名中15名の方に参加して頂き、また、多くの支部会員

にも参加頂き、総勢52名での開催となりました。

　本会より、清水会長をはじめ多くの理事の方にご出席頂き、新入会員歓

迎会を盛り上げて頂きました。また、中西茂昭元日技会長にもご出席頂き、支部役員一同驚きとともに、大変感

激いたしました。

　この歓迎会を機に、一人でも多くの新入会員の方が支部活

動また歯科技工士会に興味を持っていただければ嬉しく思い

ます。

● 健康展への協力について ●
　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。

支部メール　daishigi.hokutou@gmail.com

　・枚方市健康展　 10 月 23 日（日）
　・大東市健康展　 11 月 20 日（日）
　・交野市健康展　 11 月頃

●  北東支部  新入会員歓迎会 開催（7/23）

●  第24回 北東支部青年部会 開催●  北東支部例会 開催

　平成28年7月10日（日）、京橋にて第24回北東支部青年部会が開

催されました。議題は、新入会員歓迎会の役割分担と新入会員の青

年部会への勧誘について話し合いました。また、本会にて新設する

「青年部」についても組織理事を含め、意見交換を致しました。

　   北東支部青年部会メンバー募集中 !!
   北東支部青年部に興味のある方は下記アドレスまで

   ご連絡ください。      ne.seinenbu@gmail.com

平成28年8月6日（土）、守口国際交流セン

ターにて支部例会が開催されました。

　議題は、6月に行われた全スタッフ会議の

報告と9月に行われる支部行事の内容につい

ての検討となりました。また、日本歯科技工

学会第38回学術大会の助成金の件や支部学

術講演会の日程なども報告されました。

　守口市歯科医師会の「マウスガード普及活動」に大阪府歯科技

工士会北東支部も協力いたしました。

 「マウスガードは、身を守るためのものだと学んでもらい、歯の不幸を防

ぐためにも使ってほしい」という目的から、守口市内の小中学生の運動部員らを

対象に無償でマウスガードを製作し、クラブ活動中の装着を呼び掛けました。

　7月から数日に分け製作し、約41床のマウスガードを製作しました。ご協力頂

いた支部会員の皆様、有難うございました。

　　※これらの活動内容は、大阪日日新聞（8/7号）に掲載されました。  

守口市歯科医師会「マウスガード普及活動」に協力
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会員の皆様には平素より大変お世話になっております。

さて、6月から新執行部となりました。

新執行部からは『next stage 大阪』と題し、61年目に相応しい新たな活動を
展開して参ります。 まずは歯科技工士会の行事にご参加ください。

そこからすべてが始まります。　　　　　　　　　　　　　　会長　清 水　潤 一

歯科技工士会は、公的に認められている歯科技工士で構成された、歯科技工

士の為の唯一の組織です。他から救世主は現れません。「沈黙は金なり」の

時代はすでに終わっています。  私達から変わりましょう。  自分達で変えま

しょう。  見せましょう。大阪の底力を‼

【 理　念 】

【 目　標 】
①社会的認知度 up  在阪学校定員充足率 100%を目指します。

②強く、優しい、学べる、組織作りを目指します。

フ   ェ   イ   ス   ブ   ッ   クフ   ェ   イ   ス   ブ   ッ   ク

メ   ル    マ   ガメ   ル    マ   ガ

会長　清 水　潤 一清 水　潤 一

歯科技工士会は歯科技工士会は、公的に認められている歯科技工士で構成された公的に認められている歯科技工士で構成された公的に認められている歯科技工士で構成された、歯科技工歯科技工

【 【 理　念 理　念 】


