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　新年あけましておめでとうございます。会員の皆様

におかれましては健やかに新年を迎えられましたこと

と心よりお慶び申し上げます。

　昨年6月に会長を拝命し、新執行部を組織し『next 

stage大阪』をテーマに掲げ、半年間ではありますが

会創立61年目に相応しい新たな活動を展開して参り

ました。この間の会員と役員の皆様のご協力にあらた

めて感謝申し上げます。

　新執行部では歯科技工士会は、歯科技工士で構成さ

れた歯科技工士のための唯一の組織であるという原点

を再確認し、この現状を変えるために（沈黙は金な

り）の体質を改善し、他に依存し救世主が現れる期待

をすることなく、自らの主張を明確にし、『私たちか

ら変わり、自分たちで変える』時代を目指しています。

そのためには、求心力のある組織作りが何より重要で

す。

　大阪府技は、全国一の会員数を誇り、その動向は全

国から常に注目されています。大阪府技が行動力を発

揮することで、全国に波及する風を起こすことができ

ます。『見せましょう！大阪の底力を！！』

　特に今年は、大阪府庁の英断により全府立高校に歯

科技工士の職業案内用ポスター、リーフレットの資料

配布、並びに専用ホームページを設置することになり

ました。また、学校に歯科技工士会より『出前授業』

の講師を派遣する道も開けました。この事業を軌道に

乗せ、このノウハウを全国に普及していきたいと思い

ます。

　昨年は、歯科技工士の長年の悲願であった歯科技工

士試験が国家資格に相応しい全国統一試験として実施

されました。中央における行政、政治に対する渉外活

動は、歯科技工士の制度にとって決定的重要事項です。

私も日技の事業推進担当として、その場に参画するこ

ととなりました。会員の皆様のご支援をよろしくお願

い致します。

　会員ならびにご家族の皆様にとって素晴らしい1年

となることを祈念致しますとともに、引き続きご支援

ご協力賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶と

させて頂きます。
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　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ご健勝に新春をお迎えのことと存じます。

本年も本会の事業運営にご支援、ご協力賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。

　さて、新年の挨拶は一年の出来事を振り返る機会になります。昨年は北海道から鹿児島ま

で日本の各地域で地震、大雨、台風と自然による災害が相次ぎました。大阪府は幸いにも災

害には縁遠く、警報が発令しても最終的には特に大きな被害がなく過ごせていることに感謝

しております。身近に被害がないため、防災・支援について歯科医療団体相互での情報交換

が必要だと感じながらも大阪では実現がかなわぬまま月日が流れています。しかし、日本歯

科衛生士会では今後の起こりうる災害に対して、今までの被災地の経験から得たものを生か

せるよう、今年度より本腰を入れて災害に関する様々な検討をすることになりました。それ

にさきがけて近畿ブロック歯科衛生士会の連絡協議会では各府県会の災害対策担当者間での

懇談が行われ、まず被害を受けた時に近隣地区で助け合う仕組みを検討しようということに

なり、年2回開催される会議で情報交換し、形にしていくことを考えています。

　また、本会事業では昨年度に引き続き、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地区で開催しました。そして地

域包括システムの構築に向け、市町村単位での多職種対象の研修会や会議が増えてきていま

すので、これからは歯科衛生士自身の啓発だけでなく、地域連携・他職種連携を意識し、歯

科保健・口腔機能の重要性を外部に発信していく活動も考えていく所存です。

　歯科医療従事者として、今後ますます研鑽が必要です。府民の口腔の健康を守るために共

に精進してまいりましょう。

　最後になりましたが、平成29年が清水会長を始め、会員の皆様にとって幸多き一年となり

ますことをお祈りし、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 ― 連 携  ―

平成29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。

　会員の皆さま方におかれましては、ご家族やお仲間と和やかな新春をお迎えのこととお慶

び申し上げます。平素より公益社団法人日本歯科技工士会の一員として共に歩んでいただい

ていることに心から感謝申し上げます。

　さて、昨年は、日本人として25人目となるノーベル賞を受賞者された東京工業大学栄誉教

授の大隅良典先生が話題になりました。 日本人の医学・生理学賞受賞は 4 人目で大隅先生は

「オートファジー」と呼ばれる仕組みを解明しました。

　オートファジーは、私たちが生命活動を維持する上で欠かせない細胞のたんぱく質を再利

用する仕組みとのことです。私たちの体は、30兆個以上の細胞から作られ、その細胞一つひ

とつが、生命活動を維持する上で、欠かせないのがたんぱく質であり、その数、２万種類以

上と言われ、これらが体のさまざまな組織や臓器を形づくっています。エネルギーと資源を

効率的に用いながら、維持・再生する仕組みといえるでしょう。

　組織もまた然りで、体制を維持しながら、これまでの積み重ねの中から必要なものと社会

環境の変化に不釣合いのものを峻別し、新たな芽を育てることが仕組みとしてなければなら

ないと思っています。

　二期目を迎えさせていただいた会長として、私たちの国が直面する少子高齢社会に貢献す

る歯科医療とそれを支える歯科技工を、より質高く家族にも社会にも誇れるものとするた

め、歯科技工士の社会的評価を「教育」、「業務」、そして「経済」の各側面からその役割

に見合ったものにして行くことを目指し、会員の皆様と共に歯科技工士のナショナルセンタ

ーとして確実に前進する一年としてまいります。

　日技の地域組織活動をリードし、+多くの成功事例を生み出している大阪府歯科技工士会

の経験と知恵に学び、全国の地域組織の活動を活性化するべく努めたいと思っています。

　大阪府歯科技工士会の皆さま方には引き続きご支援をお願い申し上げ、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

躍動する組織を目指して

平成29年 年頭所感
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　平成28年10月16日（日）大阪府歯科技工士会主催の

学術講演会が新大阪歯科技工士専門学校で行われ、96名

の参加者があった。

　榊原功二先生の〝無調整クラウ

ンへの挑戦「順次誘導咬合」非常

にレベルの高いお話でしたが、強

く印象に残ったのは、歯科技工に

於いてすべてを数値化してこそ学

問であり、感覚で行うことは芸術

である！歯科技工士は芸術家ではなく、技術者でなけれ

ばならない。歯科技工士は若い時から、フェイスボーを

使い咬合器と運動の関係性を勉強すべきであり、咀嚼サ

イクルでのスムーズな下顎運動を考えなければならな

い。ブラキシズムをし易くする咬合を作る、ブラキシズ

ムは脳のストレス反応と考えられるから。

　大臼歯は下顎をきっちりと止める役割であるので、可

能な限りアングル1級を目指す、レベルは高いですが、

納得できる内容で受講された方の日常技工に役立つお話

が聴けたと思う。

　平成28年10月29日（土）14時～17時30分、大阪府

歯科医師会館にて第21回大阪歯科保健大会が開催され

た。

　本館大ホールで、府民公開講座、8020表彰式が行わ

れた後、大阪府歯科技工士会は3階の会議室にて、学術

部による補綴物の展示と、女性部員による総義歯の排列

と、クラウンのワックスパターンのデモンストレーショ

ンを行った。

　今回で、女性部会が参加をして5年が経過したが、一

般の方々に、「歯科技工士が義歯を作っている」という

広報の一環でもある。女性部員さんに、一般の参加者

が、義歯の種類を質問されることが多く見受けられ、熱

心に受け答えするような状況であった。普段私たち歯科

技工士は、模型上で仕事をしているため、参加された子

供さんや高齢者の方と会話できるよい機会になったと思

う。

　また、大阪府歯科医師会、大阪府歯科衛生士会の方々

ともお会いできるよい機会であり、今後も協力していき

たいと思う。

10/16 学術講演会開催 第21回 大阪歯科保健大会

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、各支部へお問合せください。

平成29年 新年互礼会

榊原 功二 先生
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＊11月入会（2名）
 北大阪 一柳 通宣 新東京歯科技工学校卒

 北 東 中村 貴之 日本歯科学院専門学校卒

＊12月入会（1名）
 北 東 西野 慶士 東洋医療専門学校卒

新 入 会 者

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  

http ://www.daishigi. org/?p=660をご参照ください。

 ＊下記1名の方に結婚祝金を給付しました。

   　● 劉　　 君 玲 様（北東支部）

 ＊下記4名の方に出生祝金を給付しました。

   　● 梁 谷　知 幸 様（中央南支部）

   　● 山 根　正 義 様（北大阪支部）

   　● 大 地 真知子 様（中央北支部）

   　● 岡 﨑　良 則 様（北東支部）
　　　　　　　　　　　　　　　　（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。

年末年始休館日 12/29（木）～1/4（水）

 1 月：土曜・日曜・祝日です。

会館休館日のお知らせ

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

 ☆ 1／10 （火）……  2 月分
 ☆ 2／  8 （水）……  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

  1 月
  7 日（土） 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

  〃 大阪府診療放射線技師会 新年互礼会

  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

  〃 大阪府歯科技工士会 新年互礼会

  9 日（日・祝） 京都府歯科技工士会 新年互礼会

12 日（木） 日技理事会

  〃 天王寺区歯科医師会 新年懇談会

13 日（金） 大阪府看護協会 新年互礼会

14 日（土） 大阪北区歯科医師会 新年互礼会

  〃 港区歯科医師会 新年互礼会

15 日（日） 北大阪支部 新年会

21 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

22 日（日） CAD/CAM 講習会

26 日（木） 知事表彰式

29 日（日） 匠の技を見る

  2 月
 4 日（土） 三役会・理事会

  〃 支部長会・会計・技対・学術・組織各部会

18 日（土） 日技理事会

19 日（日） 本会・歯技協共催「個人歯科技工所向け営業セミナー」

26 日（日） 北東支部学術講演会

  〃 CAD/CAM 講習会

平成29年 1月～2月活動日程

ご結婚・お子様のご誕生
おめでとうございます!!  
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第 8 回  理事会報告

日 時：平成28年10月8日（土）14：30～17：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

会長挨拶：最近公務が重なっておりますが、皆さんも体

　調に気を付けてください。

◎10・11月度の日程の確認

◎第7回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・清水会長が点数改正の担当になった旨の報告。

　②9/10・11「日本歯科技工学会  第38回学術大会」

　　報告

　　・総勢1,300名の参加を元に盛大に執り行われた。

　　　次年度は台湾にて開催される。

　③9/16、大阪府への予算要望提出

　　・清水会長と岸本専務が出席。大阪府の上家部長に

　　　要望書を提出した。

　　・要望事項は前年と同じ内容で提出した。

　④9/17「大阪府臨床検査技師会創立65周年式典・祝

　　賀会」出席報告

　　・岸本専務出席。全体で300名以上の出席者があっ

　　　た。

　⑤10/8「デンタルショー2016in大阪」出席報告

　　・清水会長が出席し開会式のテープカットを行った。

◎各部報告

【財務部】

　①10月分会費納入状況の確認

　　・未納会費の対応について

　②9月末執行状況の確認

【総務部】

　①府立学校への歯科技工職PR第2回実行委員会報告

　　・各学校よりモデルを推薦してもらい、ポスターと

　　　リーフレットを作成する。

　②知事表彰推薦者報告

　　・齊藤 勲 様（北大阪）、小田 純司 様（中央北）

　　　の2名に決定

　③後援名義承諾報告（2件）

　　・10/29「第21回大阪歯科保健大会」…大阪府歯科

　　　医師会依頼

　　・H29/4/8～9「近畿デンタルショー2017」…近畿

　　　歯科用品商協同組合依頼

　④CAD/CAM講習会2015受講者アンケートについて

　　・アンケート集計の後、大阪府へ報告する。

【福祉厚生部】

　①出生祝金支払い報告…北大阪1名

　②第1回歯の手話を学ぶ会出席報告

　　・南郷理事が出席。約30名の参加者があった。

　③共済金について

　　・今後も規程に基づいて運用し、使用の名目につい

　　　ては配慮する。

【組織部】

　①学校説明会について

　　・2校について日時が決まる。残り3校についても　

　　　11月には行う予定。

【学術部】

　①9/4「学術講演会」開催報告

　　・108名参加（会員65名、未入会員2名、学生26名、

　　　歯科関係15名）

◎審議事項

【総務部】

　①H29/3/12「大阪府歯科衛生士会公開講座」講師派

　　遣について

　　・前川理事と田中理事に決定。

　　・講義内容は田中理事と検討し、資料は事前にチェ

　　　ックしていただく。

　②事務局就業規則について

　　・希望者を65歳まで雇用するか、厚生年金の報酬比

　　　例部分の支給開始年齢まで継続して雇用するかを

　　　選択し、変更届を提出する。

　③事務組合規程について

　　・労働局の指示通り第8章を追加。事務組合役員の

　　　内木氏に出席を賜り賛成多数にて承認を得た。

　④地下会議室改修工事について

　　・了承される。年内に着手する。

　　・喫煙室の分煙機は購入せず、会議室のテーブル・

　　　椅子は事務局で選択購入する。

　⑤裁定委員会招集について

　　・裁定委員会の前に当事者より事情聴取を行う。

　⑥会費規程「労働基準法第 65 条に定める産前産後休

　　暇期間」の第65条について　

　　・出産した日より1ヶ月以内に出生証明を提出して

　　　もらい、出産1ヶ月後より1年間会費の免除をする。

　　・介護会免については離職証明もしくは休業証明を

　　　提出してもらい、理事会審議で決定する。

　　・内規によって対応する。

　⑦資料のデータ化について

　　・次回理事会よりメール配信のみとする。資料の印

　　　刷が要る場合は、各自プリントアウトして持参す

　　　る。
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第 4 回  支部長会報告

日 時：平成28年10月8日（土）18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

内 容

　①新年互礼会について

　　・例年と同じ開催を行うことの確認。支部２割の参

　　　加者要請

　②平成29年度事業計画案・予算案提出について

　・提出期日…2/4支部長会までにお願いしたい旨の依

　　頼

　③平成28年度大阪府知事表彰について

　　・北大阪支部 斎藤 勲 様・中央北支部 小田 純司 様 

　　　決定者の報告

　④平成28年度健康増進に掛る事業について

　　・昨年と同じ予防接種を行う報告。

　⑤中間監査について

　　・11月2日に本会で行うが、支部の分は西監事にチ

　　　ェックしていただくので10月17日までに提出を

　　　お願いしたい。

　　・本多理事より今回会計処理ソフトをJDL会計から

　　　エクセル版に変更した旨の報告。

　⑥青年部について

　　・重光副会長より理事会での青年部についての検討

　　　を報告

　⑦その他

　　・会費納入状況（10月分）の確認

　　・年末懇親会について… 例年と同じく行う（12月

　　　10日）確認

　　・各案内…10月16日学術講演の参加依頼

 第2回  福祉厚生部会報告

日 時：平成28年10月8日（土）18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2F

内 容

　①新年互礼会の件

　　・新年互礼会参加締切日を支部長に伝え、動員要請

　　　をした。当日の役割分担は後日改めて伝えるとし

　　　た。

　②ウォークラリーの件

　　・本年度は行わないが、来年度はどうするか検討し

　　　ていく。

　⑧大災害時の防災マニュアルについて

　　・愛知県技が作成したマニュアルを参考に検討した。

【財務部】

　①未納会費の最終処分について

　　・会計処理についてマニュアルを作成する。

【福祉厚生部】

　①新年互礼会について

　　・予算案について承認される。

【広報部】

　①11・12月合併号進捗状況・新年号企画案について

　　・新年号企画案について承認される。

【組織部】

　①11/12、新大阪「淀川祭」について

　　・アートグラスを行う予定。例年通りチラシを作成

　　　した。

　②青年部について

　　・青年部進捗報告を踏まえ、「青年部」の設立に関

　　　し意見の集約をした。

【学術部】

　①10/16「学術講演会」について

　　・スケジュールと役割について検討した。

　②10/29「第21回大阪歯科保健大会」出展について

　　・展示と女性部会によるデモンストレーションを行

　　　う。

　③基本研修の日技謝礼について

　　・基本研修課程の講師謝礼2万円について、支部主

　　　催の際は支部に渡す。

【調査部】

　①平成28年度調査部事業について

　　・チーム医療、チーム介護の必要性が求められる中、

　　　介護老人保険施設等に於いて行われている摂食等

　　　の機能回復を目的としたリハビリ等の行為に際し、

　　　歯科技工士の持つ職能を活かすことによる、チー

　　　ム介護への参加と府民の健康増進に繋がる可能性

　　　について調査する。

◎その他

　１．会員数状況・入会・退会予定者の確認

　２．平成29年度事業計画・予算案提出期限 …11/30

　　　必着

　　　・参考資料…平成28年度事業計画・予算
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　③献血活動の件

　　・ボランティア活動ではあるが、前々回より交通費

　　　の2,000円が支払れていないが、どの地区からも

　　　時間と交通費を使って参加するとなるとお願いす

　　　るのも気の毒なので復活して欲しい。

　　・以前は、毎年夏と冬の2回行っていたが、年1回の

　　　時もあったので、会員の負担を考えて冬1回にし

　　　てほしい。また人数も増やしてもらいたい。

　④健康増進に係る事業

　　・すでに広報を通じてお知らせしてもらっているが、

　　　インフルエンザ等の助成金制度があることを支部

　　　にお知らせしてもらうよう伝えた。

 第4回  組織部会報告

日 時：平成28年10月8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」ついて

　　・各支部の(仮)青年部現状について報告を頂き、今

　　　後の青年部について話し合った。

　　・各支部組織理事の方が、今後各支部青年部代表と

　　　して行うことが決定した。

　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・具体案に基づき、

　　　退会防止策を話し合った。

　歯科技工士法第6条第3項による、2年に1度の従

事者届けの提出時期となりました。

　就業地の所轄保健所より、皆様の歯科技工所に

従事者届け提出書類が送付されてきた場合でも、

会員の皆様で就業地が大阪府内の方に限
り、本会事務局よりまとめて届出手続きを
行っています。
　よって、会員で就業地が大阪府内である
場合は個人での提出は必要ありません。
（個人でも提出されますと、2 重提出になりますの

で、ご注意ください。）

★ただし、会員技工所に従事する歯科技工士の方

　で、会員外の方については個人で必ず提出頂き

　ますようお伝え下さい。

　　提出期限：平成29年1月16日
　　提出場所：就業地の保健所

歯科技工士の
業務従事者届について
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年男 年女 酉年生まれ酉年生まれ
 
 72 歳　中央南支部

　　　   山 本  靖廣 
　新春のお慶びを申しあげます。

　府技会務を離れて久しくなります

が、以来ご無沙汰をしております。旧知の会員の皆様、

どのようにお過ごしでしょうか、お伺い申しあげます。

　小生は体組成検査で、体年齢なんと63歳との結果を

頂き、内心勝手に喜んでいるところです。しかし今年4

月、親友との永久の別れを体験、目の当たりにし格別の

感があり、余生を考える歳となったことも実感している

ところです。人生永いようで、短いものです。

　1960年、歯科技工士になり、今になっていかに適職

であったかを再確認しています。終戦、まさに直後に生

まれ、多くの人たちがそうであったように、豊かとはい

い難く、その日暮らしのような生活をする中、田舎では

あったが小生の生活状況を察し、真剣にその進路を考え

て下さった先生が、“歯科技工士”という職業があるこ

と、更にお金（授業料）が不要な学校（大阪大学歯学部

付属歯科技工士学校）があることを知り、幸いにも入学

が叶い、歯科技工士の道を歩むことになったわけです。

　日本全体が、終戦“0”からの出発の雰囲気の中、社

会は良い事も悪い事も、未来にむけてのエナジーが一杯

で、その日暮らしの生活が続いていたものの辛いとか大

変だとかは思った記憶がありません。友人、仲間をみて

も同様で社会全体がそうだったからでしょうか。むしろ

日々の生活が楽しく、何かしら夢一杯だったのを思い出

します。バブルもバブル崩壊も経験できました。一生の

うち有るか無いかの貴重なことです。

　いずれにせよ、わき目もふらず歯科技工に邁進、集中

出来たことは時代背景もあり、有難く良き時代だったと

振り返ります。

　近年、地球温暖化による様々な自然環境破壊による変

化、海面水位の上昇、天候異変、これらが原因となる自

然災害。更には人々の考え、価値観も今までと大きく変

わろうとしているようです。イギリスの国民投票によ

るEUからの離脱、アメリカでは共和党トランプ氏の躍

進、ヨーロッパへの移民問題、アジアでは、中国の強引

な海洋進出、北朝鮮の核実験。これらは、今まで考えら

れない大きな、かつ地球規模の変化で、その共通する原

因のひとつが“経済格差”の拡大といわれています。地

球温暖化にせよ、人的問題にせよ“お金”が悪しき方向

への引き金となっているようです。お金は大切ですが難

しいことです。ヨーロッパでは新しい社会保護のシステ

ム、ベーシック・インカムたるものが試行され始めたの

こと、期待したいものです。

　人間、余裕が無くなると、我が身が最優先となり、他

への“思い遣り”が失せるものです。これら大きな変化

は間違いなく進むでしょう。

　終盤を迎えた我が人生、どう舵を取るか？せめて人間

失格だけにはならないように、心したいと思う昨今で

す。
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 60 歳　中央南支部

　　　   芝原  和彦 

　あけましておめでとうございます。

　今年で60歳。全く自覚なし。とはいえ、振り返るとい

ろいろ波風が立ったように思い出されます。

　仕事・家族の事・その他なんとかなって来たもので

す。物事をあまり深く考えない私が60年も生きてこれた

事に不思議な感覚さえ覚えます。

　ただ、多くの人と関わり、多くの助けを得たことが今

こうして居ることなのかと改めて思います。

　少しの感謝を持ち大きな満足を追い続けながら、昼夜

共にこれからも深く考えず生きて行きます。

　今年は、もうちょっとゴルフ上手くなりたいです。

 48 歳　中央北支部

　　　   久家  恵二

　新年あけましておめでとうございます。

　どのような仕事なのかも分からず受験した日から30年

が経とうとしています。学生の頃からお世話になってい

た会社に就職した為、比較的スムーズに歯科技工士とし

てスタート出来ました。しかし20代の頃は遊ぶ事しか考

えていなかったと記憶しています。それでも30代40代

と年齢を重ねる内に、歯科技工士の楽しさ難しさと日々

向き合う様になり、少しは進歩したのかなと思います。

　そんな私ですが、昨年、人生で初めて入院と手術を経

験しました。休んでいる間の仕事は日頃から仲良くして

いる仲間に助けてもらい事なきを得ましたが、改めて健

康の大切さを痛感した一年になりました。

　しかし、まだまだ働き盛りと自負しています！晩酌を

楽しみつつ「説得力無いな（笑）」健康管理を徹底しこ

れからも仕事プライベート共に充実出来ればなと思って

います。

　最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸を心から

お祈り申し上げます。
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 36 歳　北東支部

　　　   武岡　弘

　新年明けましておめでとうございます。

　早いもので今年で3度目の年男を迎えることになりま

した。歯科技工士になり、15年ほど経つのでしょうか。

歯科衛生士だった姉の影響を受け、高校卒業後に新大阪

歯科技工士専門学校に入学、同級生と切磋琢磨しながら

2年後に国家試験に合格し、現在もお世話になっている

会社に入社しました。初めは何も出来ず「自分にはこの

仕事が向いていないのでは」と何度も離職を考えたもの

です。そんな時に支えていただき相談にも乗っていただ

いたのが職場の先輩方でした。

　15年が経ち今では管理職として多くの後輩を指導する

立場になった私ですが、自分が支えて頂いたように少し

でもみんなの良き先輩であるよう意識しながら日々の仕

事に取り組んでいます。

　私にはもうすぐ2歳になる息子がいます。子供の成長

に伴い、父親となった私自身も人間として成長させても

らっていることを実感し、また責任も感じています。20

年後、30年後この技工業界はどうなっているのだろう

か。未来の技工業界は私のような30代の歯科技工士がど

う考え、どう行動するのかが大事だと思います。私も微

力ではありますがより良い歯科技工業界を目指して頑張

っていきたいと思っています。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 24 歳　中央北支部

　　　   溝渕  麻貴

　新年明けましておめでとうございます。

　今年で２度目の年女を迎えようとしています。ふと12

年前のことを思い出してみると、なんとまだ私は小学

生。あの頃から私は中学校・高校・専門学校と、たくさ

んの人と出会って日々成長してきました。今の私がある

のも今まで出会ってきた友達や先生、そして何より家族

のおかげだと本当に思います。

　さて、私が歯科技工士になってから3年が経ち、もう

すぐ4年目になります。1年目は分からないことだらけ

で不安ばかりでしたが、その頃からはいくらか仕事に慣

れ、成長できたかと思っています。

　まだまだ歯科技工士として未熟で毎日模型とにらめっ

こしていますが、先輩方から助けを頂きながら日々勉強

させてもらっています。

　今年はより一層技工に励み、技術と知識を身につけら

れるようにできる１年にしていきたいと思っています。

今年もよろしくお願い致します。
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　私はデンチャーの歯科技工所で働いて2年目になる歯

科技工士です。

　入社してから覚える事がたくさんあり、思う様にでき

ない自分に腹が立ったり辞めたいと思う事もあったので

すが、仕事が終わっているのに一緒に残って教えてくれ

る先輩がいたり励ましてくれる友達がいるので、もうち

ょっと頑張ろうと思える様になり、できなかった事が出

来る様になると自然と楽しく仕事ができる様になりまし

た。

　休日は買物やライブやイベントに行って過ごしていま

す。ライブは倖田來未とmisonoを観に行っています。

中学生の頃からライブにたくさん行っていて、予定さえ

合えば全国どこへでも行き追っかけのような事をしてい

ます。

　今年は大阪・滋賀・和歌山・三重・兵庫・香川・東

京・埼玉・愛知・福岡・台湾に行きました。ライブツア

ーなので基本的には同じ内容のライブなのですが、所々

変わっていたりする時もあるので何回見ても感動して飽

きないです。ライブに行くのは歌を聴く事やダンスを踊

っている所を見て楽しむ事が一番の目的なのですが、そ

れだけじゃなくライブ会場で友達ができたりするのでそ

れも楽しみの一つになっています。海外からもたくさん

の人が観に来ているので色んな人と楽しく交流していま

す。

　まだ2年目で日々学ぶ事ばかりなのですが、仕事も休

日も充実しています。早く色々な仕事を覚えて一人前の

歯科技工士になりたいです。

　　　　　　　　　　　　　　北大阪支部　森本　遙

 ～「まほろば」の箕面市～
　箕面の歴史は古く、縄文時代にはすでに人々の営みが

あったようです。その後、林業や農業で発展を遂げ大阪

府下で24番目に箕面市となりました。

　空港や新大阪、梅田へのアクセスも良く、2020年に

は千里中央駅から伸延し箕面市に2つの新駅が完成予定

です。更に利便性の高い街になっていくことでしょう。

このような立地でありながら、実は自然豊かな名所が多

いのも箕面の魅力です。私はこの箕面の自然が何よりも

大好きです。

　おすすめのスポ

ットは広大な箕面

公 園 の 中 に あ る

「箕面の大滝・滝

道」ですが、ご存

知の方も多いでし

ょう。ここは箕面

観光の王道です。

滝の光景に目を奪われますが、この一帯は1300種の植

物や3500種を超える昆虫が生息している、まさに本物

の自然の森なのです。一度目を閉じて耳を澄ませてみて

下さい。野鳥や虫の声、川のせせらぎ、木々を通り抜け

てくる風など、五感で自然を感じてもらうのが私のお勧

めです。

　また、自宅近くには「西国街道」という古道が残って

おり、ここは江戸時代に参勤交代のための諸大名が大名

行列をしていた通りだそうです。くねくねとした細い道

に入ると、当時の面影を残しつつも、最近はお洒落なカ

フェや行列のパン屋さんも増えて、家族連れやカップル

のデートコースとしても人気のスポットです。

　まだまだ紹介したい特産の柚子やもみじの天ぷら、箕

面ビール、赤い色が美しい箕面焼などたくさんあるので

すが、先ずは一度訪れてみて、お気に入りのひとつを発

見されてみてはいかがでしょうか？

「訪れてよし、住んでなおよし」の箕面市が、私と私の

家族にとってのまさに「まほろば」です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣川　優子

フェミニン通信 北 東 支 部
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　文房具屋さんに行くと、わくわくして時間を忘れてし

まうくらい見入ってしまいます。それは小学生のころか

ら変わっていません。特に、お正月にお年玉をもって新

しい文房具を買いに行くのは、本当に楽しみでした。

　文房具には、私の中で2つの魅力が存在します。ひと

つは「機能的なアイデア」です。日ごろ使うもので“あ

りきたりなもの”のはずなのに、次々と新しいものが出

てきます。

　例えば、「クルトガシャープペンシル」芯が回転して

出てくるので芯の減りが偏らず、文字が潰れるのを防ぎ

ます。「フリクションボールペン」インクの熱反応を利

用して、書いた文字を消すことができます。ほかにも

「テープのり」「力のいらないハサミ」…あげるときり

がありません。

　たかが文房具と思うかもしれませんが、その「機能的

なアイデア」には非常に高度な物理学や化学が応用され

ており、機能的な文房具は発明品とさえ感じます。

　もうひとつの魅力は「なつかしさ」です。昔から愛用

している鉛筆やノートなど、だれもが1つくらいはある

と思います。私は「ゴム付鉛筆」を小さいころからずっ

と使っています。ほかには「モノ消しゴム」「キャンパ

スノート」。文房具は新しいものが出続ける中で「昔か

ら変わらないもの」も多くあります。

　文房具の業界もデジタル化が進んでおり、「ハイテク

文房具」が多く出ておりますが、昔から変わることのな

い「アナログ文房具」もあり続けてほしいと願います。

　最後に…「文房具」と「文具」は厳密には使い分けが

あるそうですが、今回はあえて「文房具」で。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　吉保

　先日、箕面市にある箕面の滝へ紅葉に行きました。箕

面の滝は、箕面大滝ともいい日本の滝百選の１つです。

阪急箕面線箕面駅から滝までは徒歩35分。いい運動にな

ります。

　滝道と呼ばれる約980

種類の植物や、3000種

類もの昆虫がいる自然

豊かな公園の道を歩きま

す。途中、お寺やお子さ

んに楽しい昆虫館もあります。

　また箕面の特産品のもみじの天ぷらや柚子のお菓子の

お店も多くあります。美味しそうな香りにつられ、もみ

じの天ぷらを初めて食べました。予想していた味とはま

ったく違い、甘くサクサクで美味しかったです。また鹿

肉も有名で鹿肉バーガーなどもあり、また食べに行こう

と思います。

　11月中旬に行きましたが、葉が黄色や赤色、緑も混

じりとても綺麗でした。歩くたびに頭の上からひらひら

と黄色に染まった葉っぱが落ちてきます。見るだけでな

く、味も楽しめる！！そんな楽しい道のりをぬけると見

えてくるのが、箕面の滝です！！

　僕の身長をはるかに超える滝は

迫力満点！飛鳥時代に役行者（人

生のほとんどを山岳修行に捧げた

修験道の開祖とされる人物）が、

この箕面の滝で修行したという記

録があります。箕面の滝を目にし

っかり焼き付けて、また35分か

けて下ります。途中、玉こんにゃく、ゆずソーセージ、

おでんを食べお腹いっぱいに。帰り道のほうが早く感じ

ました。次は、夏に行ってみたいですね。

　みなさんもぜひ一度行ってみてください。お子さんも

楽しめると思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤澤　成実

 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、中央北支部 担当です。

 担当支部：北東

文房具の魅力 箕面の滝へ紅葉に
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北区健康展参加報告 

支部学術講演会・忘年会開催 

例年より早い目の忘年会を開催。メインがス
テーキのコースをいただきながら、時間いっ
ぱいまで楽しみました。 

平成 28 年 11 月 20 日（日）東洋医療専門学校にて
支部学術講演会が開催さ
れました。講師は支部会員
の辻貴裕先生を迎えデジ
タルインプラント技工に
ついて、デジタル技工の取
り組み方や基礎になる模
型作りの重要性など日々業務のなかで起こる出来
事を交えながら講演されました。講演会終了後、

『中央北支部だより』
　　　　　 第 29号支部コーナー
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数独の答えをコピーして支部新年会ビンゴ大会でＷチャンス！！

ⒶとⒷの数字を左の解答欄
に記入し、このページをコピー
して新年会に持ってきて！

　1月28日（土）午後7時より開かれます中央南支部新年会の
大抽選会でビンゴ大会商品にダブルチャンスです。
左の数独（ナンプレ）を解いてください。ⒶとⒷの数字を解
答欄に記入し、このページをコピーして新年会会場に持参し
てください。
正解者の中からビンゴ大会商品と
別枠で豪華？商品をプレゼント。
ふるってご参加ください。

平成29年 支部新年会

支部コーナー
『中央南支部だより』第31号
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『南大阪支部だより』
　　　　　 第 26号支部コーナー

　去る平成28年10月29日（土）ＰＭ7：00より堺市福祉会館4Ｆ会議室に於きまして、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．支部長会での伝達事項

　　3．日本歯科技工学会への参加補助金支払いの件

　　　  支部行事にてお渡しする。

　　4．健康展参加の件

　　　  参加者・展示物・人形ゴム枠に石膏を流して頂く方の確認など

　　5．その他

　　　  支部新年会開催日時場所の決定など

日  時：平成29年2月5日（日）　　　　　　 

    受付／12時30分より 13時から16時まで

場  所：堺市産業振興センター（無料駐車場完備）

      地下鉄御堂筋線なかもず駅
      ⑧番出口より 約300m

講演内容：主題 デンチャー製作のデジタル化
      副題  パーシャルフレームCADソフト
          「ディジステル」の活用方法

        講 師：市原 克彦 先生

参加対象者： 大阪府歯科技工士会 青年部

 定  員  ： 70名
      ＊但し、定員になり次第〆切り致します。

申込先：大阪府歯科技工士会
    FAX. 06-6697-4100 
    mail  daishigi@oak.ocn.ne.jp

問合せ： 南大阪支部青年部 

      佐藤 有起 TEL.090-5014-1156 

日  時： 平成29年1月28日（土）18時より

場 所 ： あべの橋アポロビル6Ｆ さかなや道場

参加費 ： 2,000円 新入会員は無料です。

 平成28年 11月6日（日）
○大阪狭山市健康まつり    スタッフ４名参加

○堺市美原区健康まつり    スタッフ４名参加

　　　　  11月23日（祝）
○堺 歯ッピースマイル館フェア  スタッフ４名参加

 賑わいのある楽しい健康展でありました。

 ご参加ご協力ありがとうございました。

 南大阪支部 支部会開催

● 健康展参加報告 ● 南大阪支部 青年部学術講演会

往復ハガキでの案内通りです。

沢山の方のご参加
お待ちしております。

●●南大阪支部 新年会●●
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『北大阪支部だより』
　　　　　 第 25号支部コーナー

　10月2日(日)豊中市中央公民館・アクア文化ホール

にて第41回とよなか市民健康展が開催されました。

よい歯の高齢者8020表彰も行われ、ご年配の方々も

多く参加していただけました。

　北大阪支部のブー

スでは、スポーツガ

ードや義歯、インプ

ラントなどクラウン

のサンプル模型の展

示に加え、ワンピー

スのキャラクター模

型、乳歯及び入れ歯ケースの配布等を行いました。ま

た義歯やクラウン製作のDVDの上映も行い、真剣な

眼差しでモニターに目を向けてくださる方もおられま

した。

　同室にて衛生士会の歯磨き指導やフッ素塗布などの

イベントも行われ、終日参加者が絶えない会場となり

ました。

　9月25日に茨木市、医師会、歯科医師会、薬剤

師会の主催で立命館大学　いばらきキャンパスで

健康展が行われた。1000人以上の来場者があり

大変盛り上がった。

　特に体験コーナーには子供たちの長蛇の列がで

きていた。歯科では歯科医師会、衛生士会、技工

士会が協力し印象採得

と石膏流しを子供たち

に体験してもらった。

歯科技工士の仕事を少

しではあるが理解して

もらえたと思う。

　　　　専務理事　　

　　　　堀之内　朋哉

　平成28年11月13日（日）摂津市立保健センタ

ー及びコミュニティープラザにて第32回せっつ

市民健康まつりが開催されました。歯科技工士会

のブースは保健センターに設けられ、技工物の展

示、デンチャーケース、乳歯ケース、けしごむの

配布を行いました。

　この摂津の健康展で、今年の北大阪支部として

の健康展は終了しました。足を運んでくださった

市民の方々、子供たち、本当にありがとうござい

ました。

　今後とも北大阪支部、として、歯科技工士とし

て社会貢献ができればと思っております。

　　　　　　　　　　　副支部長　齊藤　峰信

◆◆ 第41回 とよなか市民健康展 ◆◆ ◆◆「2016 健康フェスタ」◆◆

◆◆ 第32回 せっつ市民健康まつり ◆◆ 



平成 29 年 1 月号 第 492 号　（19）大　歯　技　広　報

『北東支部だより』
　　　　　 第 46号支部コーナー

　新年明けましておめでとうございます。　北東支部支部長の友西です。
　旧年中は支部運営にご協力賜り、誠に有難うございました。 皆様のおかげで今年も
無事に新しい年を迎えることができました。
  「魅力のある支部」という私たちの目標は、皆さんの協力があればこそ実現するもの
と信じております。ひとりでも多くの方に支部の行事へ参加していただけるよう、
皆さんで取り組んでいきましょう。
どうか皆さん、今年もよろしくお願いします。
　新しい年が更に良い年になるよう祈念致しまして、私の新年の挨拶と
させていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　北東支部支部長　友西　康輔

　平成28年10月29日（土）、京橋にて第25回北東支部青年

部会が開催されました。

　今回は今後の活動について

皆さんで話し合いました。ま

た、今回は中央南支部より榎

本様もご参加頂き、色々な情

報交換もすることができました。

　若い会員が活躍する支部を目指して、青年部会を盛り上げ

ていきたいと思います。

大森  健生 様

中山  秀樹 様

花原  靖朗 様

野間  康幸 様

廣川  優子 様

關口  晃子 様

山田  大輔 様

藤原  敏郎 様

岩崎  英人 様

友西  康輔 様

山本  吉保 様

お手伝い有難うございました。

 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（日技認定講師）

　　　  ②「Viva Denture Technician」

　　　　　～患者満足度の高いデンチャー製作～

　　　　　　　　　　今西  秀郷 先生

   講演会後に懇親会を企画しております!!

   詳細につきましては、決まり次第ご案内致します。

● 北東支部会員状況（平成28年11月現在）

　  会員数　310名（男性／273名　女性／37名）

　  新入会員紹介
　 （平成28年12月）西野 慶士（東洋医療専門学校）

● 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

◆ 交 野 市
「第25回 交野市健康福祉フェスティバル」
 （11/13）

健康展に
協力しました

柳原  隆志 様

奥野  光輝 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。

◆ 大 東 市
「大東市歯の健康展」
 （11/20）

    ● 第25回 北東支部青年部会 開催 ●
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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


