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　平成28年9月4日（日）に本会主催の学術講演会を海

遊館ホールで開催した。今回の学術講演会は歯科技工士

と歯科衛生士のダブルライセンスを持たれ、日本国民の

歯科医療に大きく貢献されている西村好美先生をお迎え

し、『30数年臨床に携わって

見えてきたもの〜歯科技工士

と歯科衛生士の両面より〜』

をテーマに参加者107名が熱

心に聴講した。臨床経験30数

年もの歳月を掛け培われてき

た経験をベースに、技術的な

側面だけでなく生物学やX線

についてのお話しを交えて臨

床力とは何かを力説して頂いた。歯科技工の素晴らしい

未来を築くためには、臨床力だけでなくコミュニケーシ

ョン能力や創造性が重要であると考えられている。

　歯科技工士として日本だけでなく世界中でご活躍され

ている西村先生が、歯科衛生士を取得されるに至った動

機は、歯科技工士は口腔内を触ることができず、歯科技

工士がより歯科医療人としてのフィールドで仕事を行う

ためにはどうしたらいいのかを自問自答・模索され、口

腔内を触ることができる歯科衛生士免許を取得されるに

至った。ダブルライセンスを持つことで、口腔内を触る

ことが可能な歯科技工士として更なるステージへと模索

されているようにも感じる。

　何らかの原因で歯を失ってしまった場合、歯科技工士

により製作された補綴物を口腔内にセットすることで咬

合機能を改善することと同時に、認知症などの人の健康

に影響を及ぼすことが報告されている。歯周病菌が全身

疾患に影響することが明らかになっている現在、歯の見

た目だけを追求するだけでなく、口腔内細菌が原因で全

身疾患が起こらないように炎症のコントロールを行いや

すい口腔内にするために、歯科技工士と歯科衛生士が共

に勉強していくことも必要であると解説された。

学術講演会開催
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西村  好美 先生

　聴講者は歯科技工士が人の健康の保持・増進に寄与す

る重要な歯科医療従事者であることを認識されたことと

思う。

　平成 28 年 9 月 16 日（金）午後 1 時 15 分より、清水

会長、岸本専務が大阪府健康医療部・上家和子部長を訪

問し、平成 29 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。

大阪府予算に関する要望

左：大阪府健康医療部 上家部長　　右：清水会長
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12月：10日を除く 土曜・日曜・祝日 です。

 1 月：土曜・日曜・祝日 です。

 年末年始 休館日…12/29(木）〜1/4(水）

会館休館日のお知らせ

 12 月 

10日（土） 三役会・理事会・支部長会・学術部会

　　〃 年末懇親会

16日（金） 大歯大・学校説明会 2回目

18日（日） CAD/CAM講習会

20日（火） 新大阪・学校説明会 2回目

  1 月 

 8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

　　〃 新年互礼会

12日（木） 日技理事会

21日（土） 守口市歯科医師会  新年互礼会

22日（日） CAD/CAM講習会

29日（日） 匠の技を見る

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

時 の 話 題
女性歯科技工士

　ご承知のように安倍内閣は、すべての女性が輝く社会

づくりを目指し、昨年、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律を制定しました。女性に対する採用・

昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別によ

る職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること、ま

た家庭と仕事の両立の推進等、女性が活躍できる施策を

多数掲げています。上場企業でもすぐに達成できる目標

ではありませんが、各社独自の取り組みが行われていま

す。長い間、男性社会であった私たちの歯科技工界にお

いても、業界にあった取り組みを模索していかなければ

と思っています。

　何か手立てはないかと、一般企業女性雇用促進の勉強

会、シンクタンクや大阪府労働局の報告書等をみて分析

したところ、関西人は「女性が働く」ということを独特

の文化で捉えていることが分かりました。全国地域別の

女性就業率をみると、驚いたことに、働く女性が少ない

地域として1位奈良県、2位兵庫県、3位大阪府と関西エ

リアが占めています。意外に保育所問題で話題になって

いる関東圏や名古屋は、全国中位にいます。報告書に

は、関西ではまだまだ女性が就業することに否定的な考

えが根強いとの記載もありました。商人の町「大阪文

化」が影響しているのでしょうか。ただその反面、いっ

たん子育てで仕事を辞めた母親の就労意欲は高く、その

あたりに今後の女性歯科技工士数の増加を考えるポイン

トがあるように思われます。

　若い女性歯科技工士さんには、結婚・出産までに歯科

技工技術をしっかりと身につけていただきたいと思いま

す。身につけたスキルが、子育て中、また終了後に、働

きやすい職場で、働きたい時間に、働きたい仕事を手に

入れる時、大いに役立つのは確かです。私が一緒に働い

ているママさん歯科技工士の皆さんは、時間内に最大限

の仕事をこなし、掛け替えのない戦力になっています。

そんな彼女たちの共通点は、結婚や出産前に、しっかり

と歯科技工の技術を身につけていました。

　これから業界を支える若い歯科技工士さんの、技術向

上のための施策が、業界発展のために最も重要なことだ

と真剣に考えているところです。

　　　　　　　　　　　　　　　副会長　山下　茂子

12月・1月    活 動日程

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

【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
  ＊参加ご希望の方は支部へお問合せください。

平成29年 新年互礼会
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第 6 回  理事会報告

日 時：平成28年8月20日（土）14：30〜17：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3Ｆ

会長挨拶：先日、大阪府健康づくり課より歯科技工職の

　PRについて資料配布協力の相談があり、以前からの

　歯科技工士の環境について要望をお願いしていたこと

　が理解していただけ、前進した。暑い日が続きますが、

　会務遂行に協力をお願いします。

◎8・9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

　　・被災地への歯科医療従事者の派遣リスト作成協力

　　　の件

　　・地域組織災害対策登録票

　　・歯科技工士の復職支援に関する取組について

　　・歯科技工士教育機関への就職活動のためのガイド

　　　リーフレット送付の件

　②7/28 第1回地域医療推進協議会 出席報告

　　・清水会長、重光副会長、岸本専務が出席。

　　　また、8/22知事との懇談に西副会長、8/24市長

　　　との懇談会に岸本専務が出席。

　③7/29 関西北陸地区歯科技工士学校連絡協議会「懇

　　親会」出席報告

　　・清水会長、岸本専務が出席。

　④8/4 日本歯科技工学会近畿支部役員会及び実行委員

　　会 開催報告

　　・9/10・11の技工学会について検討。

　⑤8/8 大阪府庁との懇談会報告

　　・人材育成事業の担当者と懇談し、昨年の報告及び

　　　今年度の事業について説明。

◎各部報告

【財務部】

　①8月分会費納入状況の確認

　　・長期未納者の会費回収を各支部に依頼した。

　②7月末執行状況の確認

【総務部】

　①専用タブレット購入報告

　　・UPしたい記事を三役経由で審議をし掲載する。

　②枚方市立長尾中学校講演依頼あり

　　・上西前理事が出務。

【福祉厚生部】

　①訃報…金岡照喜様（中央北）8/2ご逝去　享年67才

　②慶弔金申請・支払い報告

　　・見舞金支払い…北東1名

　　・出生祝金支払い…北東1名

　　・結婚祝金支払い…中央南1名

　③7/10新入会員説明会＆BBQ懇親会報告

　　・開催報告及び決算報告があった。

【広報部】

　①広報9・10月合併号進捗状況

　　・原稿担当者と入稿状況について確認。

【組織部】

　①日技「組織拡充支援金」支給結果報告（6/26分）

　②日技「2015年度下半期新卒者入会促進費」支給報告

【学術部】

　①日技「2015年度下半期教育研修推進事業助成金」

　　支給報告

　②日技「学術担当実務者」について

　　・引続き前川理事が担当

【技対部】

　①ガイダンス2016アンケート集計結果報告

　　・全ての意見を掲載し、内容を確認した。

　②日技「組織拡充支援金」支給結果報告（7/2ガイダ

　　ンス・学術講演会分合算）

　③日技「歯科技工所開設届け出等整備推進事業」担当

　　者について

　　・引続き野澤理事が担当。

　④違反チラシについて

　　・保健所より注意を行った。

◎審議事項

【総務部】

　①府立学校への歯科技工士職PRについて

　　・案2の大阪府が中継ぎ役として府立学校に送付す

　　　る予定。本日、各学校より教員1名が参加してい

　　　ただき実行委員会を開催する。

　②災害時の技工士会の対応マニュアルについて

　　・行政からの相談であるが、大きな問題のため歯科

　　　技工士会単独では進められないので、特に歯科医

　　　師会や歯科衛生士会とも連携し対策を図らなけれ

　　　ばならない。口腔衛生協会や医療推進協議会等の

　　　マニュアルを参考に検討して考えてみてはどうか

　　　との意見があった。
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　③Wi-Fi購入について

　　・当面の間はレンタルで対応し、購入については今

　　　後検討していく。

【福祉厚生部】

　①入院見舞金申請…北大阪1名

　　・承認される。

【学術部】

　①学術講演会等での手話通訳依頼について

　　・現行通りの金額で行く。

【広報部】

　①メルマガ会員登録について

　　・メルマガにパスワードを設定する。パスワードは

　　　広報に掲載する。

◎その他

　１．会員数状況・入会・退会予定者の確認

　２．女性部会 日本歯科技工学会学術大会プレゼンテ

　　　ーションについて

　　　・当日の手伝いについて

　３．手話作成委員会について

　　　・今後の方向について委員会より説明があった。

第 7 回　理事会報告

日 時：平成28年9月3日（土）14：30〜17：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

会長挨拶：最近、役員や得意先の歯科医の先生が体調不

　良になられたこともあり、皆さんも健康に留意して会

　務に努めていただきたい。

◎9・10月度の日程の確認

◎第6回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・地域組織災害対策の件で愛知県技が力を入れて取

　　　り組んでいる。

　②8/22地域医療推進協議会 大阪府予算要望…西副会長

　　8/24地域医療推進協議会 大阪市予算要望…岸本専務

　③8/23大阪府歯科医療関係団体懇談会 出席報告

　　・清水会長、岸本専務が出席。

　④9/1第75回日本公衆衛生学会総会第2回実行委員会 

　　出席報告

　　・岸本専務が出席

◎各部報告

【財務部】

　①9月分会費納入状況の確認

　　・過年度会費の回収に努める。

　②8月末執行状況の確認

　③中間監査日程…11/2（水）本会

【総務部】 

　①府立学校への歯科技工職PR第1回実行委員会報告

　　・資料づくりを進めつつ、9/17に第2回実行委員会

　　　を開催する。

　②衛生士会との大阪府予算要望提出について … 9/16

　 （金）15：00〜

　　・例年通り、予算要望を提出する。

　③CAD/CAM講習会2015年度参加者へのアンケート

　　調査について

　　・前年度の参加者にアンケート調査を行う。

【組織部】

　①組織拡充支援金支給決定…7/24CAD/CAM講習会分

◎審議事項

【総務部】

　①地下会議室改修工事について

　　・業者AとBに見積もり内容を揃えて再度検討する。

　②大阪府知事表彰の件

　　・過去の受賞歴を参考に公平性を期すために、今年

　　　度は北大阪と中央北より選考することとする。

【福祉厚生部】

　①共済慶弔金制度について

　　・現在の医療では30日以上の入院はあまりなく、こ

　　　の制度を使える方が少ないため共済規程を見直し、

　　　内容も含め継続審議とする。

　②平成28年度健康増進に係る事業について

　　・内容は昨年度と同じとする。

【広報部】

　①11・12月合併号企画案について

　　・執筆者と内容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

　　・各年齢で執筆者を選出した。

◎その他

　１．会員数状況・入会・退会予定者の確認。

　２．府歯より動員依頼…第68回近畿北陸地区歯科医学

　　　大会

　　　・10/9（日）10：00〜17：00 グランキューブ大阪

　３．労働局監査について…10/13（木）14：00〜本会にて

　　　・清水会長、西副会長、岸本専務が対応する。
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第 3 回  支部長会報告
日 時：平成28年9月3日（土）18：00〜19：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3F 

内 容 

　①会館地下改修工事の概要について説明。 

　②会員共済互助規程の見直しについて 

　　・入院見舞金支給条件の見直しをしていく旨の報告。

　③連絡網整備について 

　 ・前回の整備より数年経ったため、再度整備を依頼

　　した。時代に則ってLINEも活用していただきたい。 

　④大阪府歯科医師会より動員依頼について 

　　・第68回近畿北陸地区歯科医学大会…10/9（日）

　　　10：00〜17：00 グランキューブ大阪 

　　・本会、連盟役員、支部長の名簿を提出した。 

　⑤府立学校への歯科技工士職PRについての報告 

　　・各学校より担当の先生に実行委員として出席して

　　　いただき会議を開催し、PR方法を検討している。

　　　ポスター作成を検討している。 

　⑥災害時の歯科技工士会の対応マニュアルについての報告 

　  ・歯科医師会や歯科衛生士会とも協力しながら検討

　　　していきたい。他府県技の作成している災害マニ

　　　ュアル等もあるので参考にしていく。 

　⑦本会HPのメール会員登録について 

　　・9月末よりメール会員登録のページにパスワード

　　　をかけます。 

　　　次号より広報の最終ページにご案内を掲載します

　　　が、PWは「ODTA」です。 

　⑧Wi-Fiレンタルの件 

　　・支部学術講演会時等での受付の際にネット環境が

　　　必要なため、Wi-Fiをレンタルする方法もある。費

　　　用を含め本会で購入も検討していく。 

　⑨その他 

　　・会費納入状況（9月分）の確認 

　　・免許番号未登録者の対応のお願い 

第 2 回　会計部会報告
日 時：平成28年9月3日(土) 18：00〜20：30

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①各支部中間監査の現状確認

　　・１支部（中央北）JDLの引き継ぎが出来ていない

　　　との報告（手書きの帳簿）

　②各支部会費徴収の現状確認（過年度会費）

　　・各支部の未納集計表で状況説明を受け、過年度未

　　　納会費などの回収方法を各支部役員の協力を求め

　　　早急に解消して行く事を確認

　③支部会計のエクセル版の内容確認

　　・エクセル版を各支部のPCにインストールし、内

　　　容説明と使用方法を確認し担当者の意見を聞き、

　　　外部監事の意見を含め、一部修正点が見つかった

　　　ので、後日改訂版を再送付することとなった。

　④その他

　　・中間監査をJDLからエクセル版へ移行して行うこ

　　　とを確認した。

第 3 回　学術部会報告

日 時：平成 28 年 9 月 3 日（土）18：00 〜 19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①9月4日基本研修の受付（役割分担）

　　・各支部、役割分担の確認と受付の内容について最

　　　終確認を行った。

　②日技生涯研修の資料配布

　　・日技生涯研修の説明と日本歯技に掲載される「レ

　　　ビュー」「サイエンス」「リマーク」の説明を行

　　　い、各支部の学術理事に担当を依頼した。

　③10月・11月の生涯研修について

　　・10/16講演会、11/6実技研修会の日時・時間・内

　　　容の再確認を行った。

第 3 回　組織部会報告

日 時：平成28年9月3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」について

　　・青年部設立に向けての、現状と今後の課題につい

　　　て各支部と意見交換を行った。

　②入会促進・退会防止策について

　　・新入会員一覧、会員数状況表に基づき、退会防止

　　　策を話し合った。

　③その他

　　・次回までに、各支部連絡網の整備をお願いした。
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　平成28年9月10・11日（土・日）奈良県にある奈良

春日野国際フォーラム甍（IRAKA）において第38回日

本歯科技工学会学術大会が開催された。両日とも天候に

恵まれ会員、学生など合わせて1,300名を超える学会参

加者、44社の企業展示、初日の懇親会には170名の懇親

会参加者があり盛会に開催された。大阪府歯科技工士会

の会長をはじめ役員も受付や学会運営の手伝いをさせて

いただいた。

　特に今回多くの学生さんの参加もあり、目立って女性

も多くこれからの歯科技工業界を担ってもらう金の卵と

なる皆さんには前向きな意識と刺激を学会参加によって

感じていただければ幸いであり、技工業界も若い人たち

が希望をもって活躍できる場でありたいと、より一層感

じた。

　今回のメインテーマにある「デジタル歯科技工の真

髄」に関係した技工の技術・材料・教育等、幅広く現状

と将来に対する講演やシンポジウムが行われた。すでに

デジタル技工も保険に取り入れられ定着した現在におい

てその有効な活用と急速な発展には、一層の関心を持た

ねばならないと感じた。

　69題のポスター発表も年々内容や作り方も向上してお

り、CAD/CAM関係の発表も多く、発表者に対し熱心

に質問される参加者の姿が目立った。特に臨床現場で働

く歯科技工士にとっては時間的には大変かと思うが、臨

床技工に関連した内容の発表も増えてほしいと思う。

　教育関係においても４年制大学におけるデジタル歯科

教育が進んでおり、関連した内容の講演もあって、より

一層のCAD/CAM関連授業を取り入れた3年制の技工士

教育が必要と考えられる。

　また歯科技工士学校の学生対象の「学生テクニカルコ

ンテスト」も開催され石膏彫刻された作品のレベルは高

く、連続最優秀賞を受賞されている地元大阪の東洋医療

専門学校の教育指導と受賞された学生さんの意欲に感心

した。

　次回の学会は来年5月27日〜28日第6回国際大会とし

て台湾の台北での開催となり、アジア関係国の進歩や情

報を知る大会になると思われる。

第38回  日本歯科技工学会学術大会 開催される
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　去る9月10日11日、奈良春日野国際フォーラム 甍 にて

2016年の日本歯科技工学会が開催されました。週の初め

には雨の予報でしたが、朝から快晴！良すぎるほど良い天

気になりました。

　10日に大阪府歯科技工士会女性部会の発表がありまし

た。沢山の方々が発表を聴きに来てくれました。

「女性歯科技工士が活躍するにはⅢ」

　5年前、東京での歯科技工学会で発表したのが女性部会の初めての活動でした。東京では皆が緊張し

ていて、何が何だかわからないうちに終わった感がありましたが、今回は皆さん落ち着いて、他の女

性技工士さんや学生さんたちに伝えたいことがきちんと発表出来

たのではないかと思います。

　前回も今回も実際に臨床の場で働く女性技工士としての発表を

しましたが、今回はあれから5年の間に女性部員の方々が実際に

働く現場で何を思いどんな努力をし、どう自分が変わったのか、

ということがよく伝わる内容だったと思います。この5年、皆さ

んきちんと自分と仕事に向き合ってこられたのだなと胸が熱くな

りました。次の5年がまた楽しみです！

　私たち女性部会の部員は元々、人前に出るのがさほど得意ではないと思います。ごく普通に毎日一

生懸命歯科技工に取り組んできたごく普通の一歯科技工士です。

そんな人達の話を聞いて、これからの若い女性歯科技工士さん達

が何かを考えるきっかけになればよいなぁと思った一日でした。

そして、そんな女性歯科技工士の方々が気軽に参加できる女性部

会にしていきたいと思いました。

　湧き上がる熱い思いを胸に抱きつつ、せっかく奈良に来たので

大仏を！ということで

奈良公園へ。鹿に追われながら拝観。

　今日の発表の成功に感謝して、帰阪しました〜。お疲れさ

までした！

中央南支部  女性部　永間　千恵

女  性  部  会  発  表   ！
第38回 日本歯科技工学会学術大会



（8）　第 491 号 平成 28 年 11・12 月合併号大　歯　技　広　報

ワイヤークラス
プ屈曲

～臨床に即し
たワイヤーク

ラスプ屈曲の
実習～

 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。

　 　 ・ 前田　　農 様（北大阪支部）

　 ＊下記1名の方に結婚祝金を給付しました。

　 　 ・ 辻　幸太郎 様（北東支部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  （届出順に掲載）

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。

　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。

＊9月入会（4名）
北　東　櫻井 　靖之　新大阪歯科技工士専門学校卒

　〃　　山田　 大輔　東洋医療専門学校卒

中央北　橋口　 優香　新大阪歯科技工士専門学校卒

　〃　　山下　 　学　行岡医療技術専門学校卒

＊10月入会（2名）
北　東　直　　 秀樹　大阪歯科学院専門学校卒

中央北　足立　 哲也　新大阪歯科技工士専門学校卒

＊11月入会（1名）
中央北　下郡　綾子　新大阪歯科技工士専門学校卒

新 入 会 者

前号にチラシを同封しましたが、本年も予防接種の
助成をおこなっております。

　① インフルエンザ　　　2,500円まで

　② 風疹　　　　　　　　3,000円まで

　③ 肺炎球菌ワクチン　　4,000円まで

　④ B型肝炎　　　　　  30,000円まで

　詳しくは、チラシまたはHPをご参照いただくか、
　本会へお問合せください。 TEL06-6699-4400

健康増進に係る事業

予防接種助成

歯科技工指示書 について
あらかじめ歯科技工所名と所在地も印字して販売して

おります。詳細はホームページをご参照ください。

詳しくは「定款・諸規程集23P」もしくはホームページ  
http ://www.daishigi. org/?p=660をご参照ください。
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　西宮といえばえべっさんと甲子園ではないでしょう

か。春夏には高校野球、高校野球が終われば阪神タイガ

ースの拠点となり賑わいます。

　西宮神社は日本に約 3500 社あり、えびす神社の総本

社「えびす宮総本社」で、地元では「西宮のえべっさん」

と呼ばれています。1 月 10 日を中心に 9 日の宵えびす

では大マグロが奉納され、開門神事福男選び、10 日の

本えびすでは大祭、11 日は残り福と多くの参拝者が訪

れ、福娘から熊手や笹を頂きます。その他にも酒蔵が多

くある西宮では、酒蔵ルネッサンスというイベントが西

宮神社で行われ、灘五郷でもある西宮、灘のお酒が振る

舞われます。

　西宮は日本酒の原料となる酒米（山田錦）とおいしい

水（宮水）が取れるため酒蔵が多く出来たそうです。大

阪の三島郡島本町の山崎蒸留所もおいしい水が取れ、霧

が多くでるためウィスキーの蒸留に適しているそうで

す。その他にも桜百選に選ばれた夙川などもあり、北か

ら南、西から東へと楽しめる地域です。

　年間通してイベントが豊富なので、神戸方面へ行く際

には一度お立ち寄り下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　烏川　政幸

北 大 阪 支 部   

虎と酒の西宮 第56回 市民体育祭
　私の住む吹田市は万博、千里ニュータウン等をイメー

ジする方が多いと思いますが、吹田でも最南端に位置す

る下町にあります。今回はその地区の市民体育祭を紹介

したいと思います。

　毎年、体育の日あたりに開催され、幼児から年配の方

まで老若男女問わず沢山の参加者で盛り上がります。今

年度は 1295 名の参加で、この地区は 17 の町会に分か

れていて、幼児は初めての徒競走、小、中学生は学校と

は違い地区の代表としてのリレー、年配の方においては

グランドゴルフ競争等、様々な競技で楽しく行われます。

　普段、顔を会わさない方もこの日だけは年代の差を越

えて楽しく、また新しい出会いがあり、この市民体育祭

を重ねる事で町会の発展があると考えます。なんといっ

ても最高潮に盛り上がるのは、プログラム最後の町会対

抗リレーであり、参加者全員の応援で行われ、17 町会

がひとつになる競技であります。

　少子高齢化が進む中、親子何代も続くこの市民体育祭

が今後も開催される様、思うばかりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉戸　秀年

私 の 町 の 風 景私 の 町 の 風 景
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担当支部：北大阪

ミニ同窓会
　10月上旬、久しぶりに高校時代の友人と会った。ミニ

同窓会だ。顔を合わせるのは10年ぶりである。年賀状

や、電話、メールでは連絡を取り合っていたのだが何か

と忙しく10年経ってしまった。3人そろって、お互いの

体の変化に大笑い。私たち3人は60を過ぎている。

　待ち合い場所は、吹田万博記念公園である。朝から

ビール片手に自然公園での森林浴である。ゆっくり散策

しながら、話題はやはり高校時代がメインである。クラ

ブ活動や高校3年間のトピックスなど話が弾み、知らな

い話も出てきた。現在、定年退職した2人はバリバリの

会社員だった頃と違い、朝昼夕の時間の調節に苦労した

そうだ。ようやく慣れての同窓会である。友人の1人は

現在、奥さんと2人暮らし、将来のために介護の勉強を

している。まだまだ、若いと仕事を探している。もう1

人は両親の世話に追われているそうだ。両親は90代でま

だ歩けるので、本格的な介護はまだらしい。彼も次の仕

事につきながら夫妻共々将来のため介護について本格的

に勉強している。

　私たちの若い頃は、定年退職したら退職金で、家の

ローンを払い、後は悠々自適に人生を送ると、これが一

般的だった。しかし！現実は高齢者社会である。誰もが

経験することである。場所を移し酒が入ると、話題が高

校時代の話からサラリーマン時代の話、現在の話へと弾

み、なかなか解散できなかった。

　今回、私が連絡したのだが、結果は大成功だった。退

職し外との関係が少なくなり、また両親の世話のためな

どのストレスが少しでも解消できたのではないかと思

う。今回は、エキス

ポシティの大観覧車

に乗るのが目的の一

つだったが、おじさ

ん3人酒が入り、列

に並ぶ勇気なし、次

回の宿題として解散

した。

　　　　　兼本　勇

  次回担当支部のお知らせ

新年号の「リレー編集」と「私の町の風景」は、

北東支部担当 です。

　私は、歯科技工士になって2年目です。そして、あと

数ヶ月で3年になります。

　私は、歯科技工士という仕事を知らなかったのです

が、歯科技工士になろうと思ったのは、国家資格、免許

が取得出来るという事が1番の決め手でした。女性にと

っては結婚し、子どもが出来て、職場を辞めたとしても

免許を持っていることでいつでも仕事に戻れるという

ことは、とても大きなメリットだと思います。例えば、

CADのモデリングならスキャンをしてもらったデータ

を送ってもらえば家でも仕事ができたりするところも魅

力の1つではないでしょうか。

　歯科技工士の仕事をするようになって1年目は覚える

事も多く、辛いと思う日々もありましたが、2年目に入

り仕事も覚え、時間にも心にも余裕ができ、趣味にも時

間を費やすことができるようになりました。良い会社に

就職でき、優しい先輩方にも恵まれ、とても感謝してい

ます。

　これからも仕事を楽しんで頑張っていきたいと思い

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　北東支部　森下　泉

フェミニン通信
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『北東支部だより』
　　　　　 第 45 号支部コーナー

   行事予定  平成29年

 ●  1月 8 日（日）新年互礼会
 ●  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10月現在）

　会員数   308名（男性 271名　女性 37名）

新入会員紹介
（平成28年9月）   櫻井　靖之（新大阪）

   山田　大輔（東洋）
（平成28年10月）直　　秀樹（大阪歯科学院）

（平成28年11月）中村　貴之（日本歯科学）

　平成28年9月25日（日）、北東支部バーベキュー大会が開催されました。

　会員家族も含め、大人63名、子供12名の参加があり盛会に開催されました。

また、本会より清水会長を始め多くの理事の方が出席して下さいました。

　今回の行事では、会員家族の方々にもご参加頂きました。歯科技工士会を

知って頂くとともに、支部行事等への参加について理解をして頂く良いきっか

けになったと思います。

◎門真市「門真市歯科健康展」（9/3）
　藤原　良光 様
　平林　良高 様
　岡崎　秀一 様
　酒井　　均 様
　北田　洋士 様
　藤原　敏郎 様
　三嶋　敬一 様
お手伝い有難うございました。

◎四條畷市「四條畷市歯の健康展」（9/11）
　岩崎　英人 様
　町井　　裕 様
　藤原　敏郎 様
　友西　康輔 様
　三嶋　敬一 様
　山本　吉保 様

お手伝い有難うございました。

◎枚方市「ひらかた健康・医療・福祉フェスティバル」
　          （10/23）
　岩崎　英人 様
　廣川　優子 様
　青木　芳典 様
　山田　大輔 様
　藤原　敏郎 様
　友西　康輔 様
　三嶋　敬一 様
お手伝い有難うござい
ました。

● 北東支部バーベキュー大会 開催

北東支部学術講演会のご案内

日 時：2017年2月26日（日）
　　　 13:00～16:30（受付12:30～）

場 所：マイドーム大阪
演 題：①「機能するパーシャルデンチャー
　　　      のキーワード」
　　　　　　   小山  邦宏 先生（認定技工士）

　　    ②「Viva Denture Technician」
　　　　　　   今西  秀郷 先生

● 健康展に協力しました ●
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『中央北支部だより』
　　　　　 第 28 号支部コーナー

平成28年9月25日日曜日午前10時、東洋歯科医療専門学校にて支部役員会開催 

11月の学術講演会の下見と各部会報告 

各部会報告（支部長・会計・組織・学術・広報） 

 

　10月15日（土）城東区区民センターにて城東区

医師会・歯科医師会・薬剤師会を中心に、「城東区

健康まつり」が催されました。 中央北支部は歯科医

師、歯科衛生士のフッ素塗布コーナーと同じエリア

で、義歯の洗浄と展示を行いました。

　今年4月に城東区民センターがオープンし会場が新

しく広くなったこともあり、例年600名程の来場者

が、今年は800名を超える勢いだったとのこと。 高

齢者も増えてきている背景もあるとは思いますが、

小さなお孫さんたちと一緒に訪れたりと、歯科検診

コーナーも別室で大変な行列でした。

　健康長寿の大切

さと、私たち歯科

技工士の役割の大

きさを再認識させ

られたイベントで

した。 

　　　 山下  正晃 

 去る10月15日（土）午後１時から、東淀川区民ホー

ルにおいて「第39回東淀川区みんなの健康展」が開

催されました。歯科のブースの一角をお借りして、

義歯、マウスガード、インプラントなどの技工物の

展示を行いました。

　展示物に興味を示されて質問される方、スマホで

写真を撮られる方、歯科技工士さんと話がしたかっ

たとブースに来ら

れる方など、歯科

技工士の事や、技

工物についてお話

することができま

した。  

　　　  上原  禎治 

 

　10月22日、12時30分から東成区民センター2F大

ホールにおいて歯の健康展が行われましたので参加

させていただきました。曇りがちな天候のせいか少

し来場者は少なく感じましたが、ガラガラというほ

どでもなくそれなりに盛り上がっていたようです。

　当ブースはデンチャーをメインに展示させていた

だきましたが、いろいろな方から質問を受けまし

た。わかる範囲での回答でしたが、皆さんそれぞれ

入れ歯に不満を抱えておられたり取り扱いに困って

おられるようでした。普段デンチャーを担当してお

りますが、相談に乗っているうちに仕事に身が引き

締まる思いでした。

　これからも日々良い技工物を作製できるよう精進

していきたい

と思います。 

　  　林  大介 

● 役 員 会 報 告

・府技会館の地下を講習ができるようにリフォームを

　検討 

・共済の見直し 

・災害時、技工士会としての対応マニュアルを検討中 

・本会メール会員の登録 

・支部未納会費の回収を徹底 

・各区で行われる健康展への参加のあり方を考える 

・各講演会、学会などへの参加の呼びかけ 

・日本歯技への投稿記事募集 

　などの報告がありました。 

健康展への参加報告
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『中央南支部だより』第30号

支部コーナー
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『南大阪支部だより』
　　　　　 第 25 号支部コーナー

　去る 9 月 10 日 ( 土 )・11 日 ( 日 ) 奈良春日野国際フォーラムで開催された第 38 回日本歯科技工学会に

参加しました。

　土曜日は仕事で行けず日曜日だけの参加となりました。当日は、公共交通機関での参加を呼びかけられて

いたのですが、車で行くと 9 時前に到着したものの案の定一番近そうな東大寺の駐車場が予約の観光バスで

満車。係員の方に教えて頂き少し離れますが春日大社の横のがらがらの駐車場へ。

　9 時よりポスター発表と器材展示を見て、10 時よ

り能楽ホールにて特別講演を聴きました。昼食は、

春日大社横の茶屋で茶粥御膳を食し、13 時よりテー

ブルクリニックを 2 題、15 時より再び能楽ホールに

て共催シンポジウムを聴き閉会式まで居りました。

（講演内容に付きましては日本歯科技工学会ＨＰをご

参照ください。）

　終了後、第六十次式年造替の春日大社に参拝し、

当日夜に春日大社飛火野特設舞台で、Misia Candle 

Night があり満車で車が溢れている駐車場をあとに

帰路につきました。

　疲れましたが盛りだくさんのとても充実した一日

を過ごせました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  田中　雅人

日  時 : 2017年2月5日（日）

場  所 : 未定（中百舌鳥周辺）

主  題： デンチャー制作のデジタル化

参加対象者：大阪府歯科技工士会 青年部

　 尚、詳細は次回広報にて掲載致します。

　平成29年1月下旬の開催予定

尚、詳細は次回広報にて掲載致します。

第38回 日本歯科技工学会へ行って来ました

青年部 学術講演会

南大阪支部新年会 南大阪支部会員状況
　　　　　　　　　　　　　 （平成28年10月現在）

　◎ 会員数 154名
　　（男性 137名　女性17名）
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申し込み先

               
 

問い合わせ先    
 

 

 審美修復治療における歯科技工士の役割  
Ray Dental Labor

 

 
 
 
 

アクセス  ○電車／阪急宝塚線「豊中駅」南改札口から約500m徒歩7分
　　　　　○バス／阪急バス   「岡上の町2丁目」停留所すぐ
　　　　　　　　     　　　　 「克明小学校前」停留所から約300m
　　　　　　　　    　　　　  「豊中」停留所から約500m

案内図

『北大阪支部だより』
　　　　　 第 24 号支部コーナー

　9月10日、11日と吹田市文化会館メイシアターにて、第33回みんなの健康展が開催され、北大阪支部はブー

ス出展し、補綴物のサンプル模型の展示、ワンピースのキャラクター模型や、乳歯及び入れ歯ケースの配布、義

歯のネーム入れの活動をしました。

　今回、広報部員の私、和田は11日のブース出展に参加しました。11日は義歯のネーム入れのオーダーがあ

り、私は初めてネーム入れに挑戦。初めての作業で没頭しすぎて、今回のネーム入れ作業の写真を撮り損ねまし

たので8年前に撮影したネーム入れの動画を、北大阪支部のブログにUPしているのでご覧ください。

　ネーム入れ以外にも、お子さん達がブース見学した際は、ワンピースのキャラクター模型のプレゼント、乳幼

児のいらっしゃるご家庭には乳歯ケースを、年配の方がいらっしゃるご家庭には入れ歯ケースをプレゼント。

　補綴物のサンプル模型に関心のある方により詳しく解説にするなど、市民の方に歯科技工士として出来るサー

ビスは確実にあるなと改めて実感しました。

第33回  吹田市 みんなの健康展
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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、2016年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


