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平成３０年度 都技学術講習会

開催報告

平成３１年３月１８日現在
事業概要
東京都民の保健衛生向上と公共福祉に貢献することを
目標に掲げ、営利団体では提供が困難な歯科技工技術レ
ベルの維持・向上を目的とした生涯研修事業を行うと共
に、最新技術や新素材の紹介、復職支援、学生等支援に
関する講習会事業を行います。

平成３１年４月（２０１９）

◆応用講習会Ⅱ【自由研修８単位】【終了しました】
◆応用講習会Ⅲ【終了しました】
◆応用講習会Ⅳ【終了しました】
卒後実習講習会（３催事）
◆卒後実習講習会Ⅰ【終了しました】
◆卒後実習講習会Ⅱ【終了しました】」

１．歯科技工士生涯研修事業
①全都講習会
１催事（１日） 基本研修課程
②基本講習会
２催事（半日−１日）
基本研修課程
③応用講習会
４催事（半日−１日）
自由研修課程
④卒後実習講習会
３催事（２日間）
自由研修課程
２．最新の歯科技工技術に関する講習会
４催事（半日−１日半）
３．復職支援講習会
２催事（半日−１日半）
４．学生等支援講習会 ３催事（半日−１日半）

開催日程
全都講習会（１催事）
◆全都講習会２０１８【基本研修５単位】【終了しました】
基本講習会（２催事）

◆卒後実習講習会Ⅲ【終了しました】
最新の歯科技工技術に関する講習会（４催事）
◆最新の歯科技工技術に関する講習会Ⅰ【終了しました】
◆最新の歯科技工技術に関する講習会Ⅱ【終了しました】
◆最新の歯科技工技術に関する講習会Ⅲ【終了しました】
◆最新の歯科技工技術に関する講習会Ⅳ【終了しました】
復職支援講習会（２催事）
◆復職者支援講習会Ⅰ【終了しました】
◆復職者支援講習会Ⅱ【終了しました】
学生等支援講習会（３催事）

◆基本講習会Ⅰ【基本研修５単位】【終了しました】

◆学生に向けた講習会Ⅰ【終了しました】

◆基本講習会Ⅱ【終了しました】

◆学生・若手歯科技工士向け講習会Ⅱ【終了しました】

応用講習会（４催事）
◆応用講習会Ⅰ【自由研修８単位】【終了しました】

◆学生・若手歯科技工士向け講習会Ⅲ【終了しました】
次年度開催は、計画中です。
※詳細はリーフレットでお知らせします。

平成３１年４月（２０１９）
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都技学術講習会報告
卒後実習講習会Ⅱを受講して
新宿歯科技工士会
（株）和田精密歯研

松木

潤

２０１９年 ２ 月 ２ 日 （ 土 ）、 ３ 日
（日）、新東京歯科技工士学校にて平
栗布海先生「基準咬合床にひと工夫
した咬合床の製作」を受講し ま し
た。
現在咬合床作りは、作業の短縮の
為に便利な専用の道具を使い、誰で
平栗布海先生
も簡単に作れてしまいます。
さらにデジタル化が進み、読み込んだ模型のデータで
あれば、クリック一つで基準の線が出せる時代です。
そのため、作業自体は楽になるメリットがあります
が、基本的な知識が良くわからないまま製作物ができて
しまうデメリットがあります。

ら、無歯顎の２級、３級の模型で平栗先生の指導の下、
咬合床まで作りました。
また実際の症例を踏まえて、応用の方法なども交えて
講演されました。
実際、実技を行い学生の頃を思い出しながらも、その
応用や道具の使い方を学び、基本の大切さを実感しまし
た。
とても仕事に役立つ２日間の実習でした。

今回の実習講習では、基本的な知識の説明を受けなが
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

東京都歯科技工士会経営講習会
２月２４日（日）都技会館にて開催

江戸川歯科技工士会 小玉 信彦
日本に於いては、労働力不足が懸念されている。その
様な社会情勢の中で、我々業界も長時間労働・低賃金問
題が解決されぬままに今日に至っている。
当然、高齢化と人材不足は日を追って深刻化し、後継
者問題も取り上げられるようになった。昨年、国は技能
実習生の滞在期間を延長し、外国人労働者の積極的な受
け入れに舵を切った。冷静に考える時期に終止符をう
ち、積極的に向き合わなければならない。
山口先生のセミナーは何度か受講させて頂いたが、そ
のたびに、歯科医療と歯科技工の進歩を感じる事が出
来、今後も確実に進歩し続けることを感じ取れる内容で

あった。
当日は、３D プ
リンターの実物を
持参して頂き、プ
リントするところ
を見たり、プリン
トしたパターンを
見る事が出来、こ
の様な技術がより
身近になったことを実感出来た。
青木先生の講演は、社会人を経験された立場から、一
般企業と歯科技工業界の比較と、今後の歯科技工業界の
可能性と方向性を提案して頂いた。どちらも素晴らしい
内容だった。山口先生、青木先生には心より感謝申し上
げます。

山口雄一郎先生

青木秀馬先生

都技経営セミナーに参加して
時間の共有
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【ブロック情報】
＜中央ブロック＞

ボウリング大会・新年会
悟
台東歯科技工士会 小松
２月３日（日）池袋にあるロサ会館で３時より、毎年
恒例のボウリング大会が開催されました。
ブロック長の小松（台東）の開会宣言に始まり、会員
と会員の会社の方も含め総勢２５名で楽しく賑やかに行わ
れました。殆どの方がボウリングは久しぶりで中々調子
が上がりませんでしたが、徐々に感覚を取戻し、笑顔も
溢れる中に２ゲームを投げました。
ゲーム終了後、併設の居酒屋で新年会が行われ、ホロ
酔い気分の中、ボウリング大会の結果発表を行いまし
た。
１位、２位、３位とブービー賞の方に景品を授与し、
残りの景品はジャンケン大会に参加の方々に渡りまし

＜西部ブロック＞

新年会開催
練馬歯科技工士会 都技広報部員 伊藤 秀樹
西部ブロックでは、毎年１月の最終週にブロック合同
の新年会を開催し、今年で７回目を数えます。
毎年持ち回りの開催ですが、今年は杉並歯科技工士会
の主催。さて、どんな会場での開催かと楽しみに出かけ
ました。
「座・高円寺『カフェ アンリ・ファーブル』」ここは
劇場？
確かに劇場でした、
『カフェ アンリ・ファーブル』
は、その中のお店です。
劇場のロビーの空間に展開したカフェで、小さなス
テージもあり、何か始まる予感を感じさせるお店でし
た。
そんなオープンな雰囲気の為か、例年になくアット
ホームな祝宴となり、都技 石川会長の挨拶に始まり、

た。大いに盛り上がり有意義な時間を過ごし、親睦を深
める事が出来ました。
会員同志は勿論、他の支部との交流をはかり仕事の情
報交換等しながら、中央ブロックの更なる発展に繋げて
いきたいと思います。

早々に乾杯。
後は、歓談と食事、あっという間に２時間が過ぎ、初
めて記念写真を撮ることになり，中野の会員さんのスマ
ホで記念写真を撮っていただきました。
来年は中野歯科技工士会の主催です。
さて、どんな場所に案内してもらえるでしょうか。

平成３１年４月（２０１９）
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２０１８年度 第８回東京都歯科技工士会理事会議事録
日 時：２０１８年１１月３０日（金）１９：００〜２０：００
場 所：東京都歯科技工士会館
出席者：石川会長、西澤副会長、小笠原副会長、宇山副
会長、狩野専務理事、鈴木常務理事、木下常務
理事、長津常務理事、松尾常務理事、山本常務
理事
欠席者：池田常務理事（理事１１名中１０名出席）
監 事：山本哲也監事、西村監事（監事２名中２名出席）
議事録作成者：木下徳哉
【議事内容】
１、会長挨拶
開会に関する挨拶があった。
２、議事録署名選出 鈴木常務理事、山本常務理事
２０１８年度第７回理事会議事録の内容確認があった。
３、議事（協議）
① 都技新年会の件（狩野専務）
２０１９年１月に行われる新年会次第等の確認が行わ
れた。
② ２０１８年度「終身会員バッジ」贈呈に関する意向の
確認について（狩野専務）
日技より贈呈される「終身会員バッジ」は日技よ
り直接該当会員へ送付されることとした。
③ 入会パンフレットの件（松尾常務）
各部の紹介を掲載するにあたり、各担当者に原稿
の提出依頼があった。
４、報告事項
（総務部、庶務、財務）
① 庶務報告（木下常務）
特になし。
② 財務報告（宇山副会長）
１０月会費納入・未納状況表１１月３０日現在 につ
いて報告があった。
③ 「東京デンタルフェスティバル２０１８ in 渋谷」協
力への御礼（狩野専務）
東京都歯科医師会からの協力への御礼文の呈示が
あった。
（組織部）
① 組織部報告（鈴木常務）
組織状況表１０月１日〜１０月３１日 について報告
があった。

②

承認事項（鈴木常務）
１０月会員異動表１０月１日〜１０月３０日 について
退会者３名の報告があった。
（学術部）
① 平成３０年度都技学術講習会開催計画・終了報告
（山本常務）
１１月以降の学術催事の説明と次年度へ向けての部
会の報告があった。
（品質管理部・経営部）
① 品質管理部報告（木下常務）
都技指定技工指示書の在庫について再度、利用の
お願いがあった。
② 経営部報告（鈴木常務）
経営講習会で行う、３D プリンターの説明会を２
月に行う予定との報告があった。
（社会福祉部・共済）
① 共済報告（長津常務）
慶弔見舞い報告１０月１日〜１０月３１日 について
３件との報告があった。
② 社会福祉事業計画報告（長津常務）
平成３０年度社会福祉事業実施計画・報告 につ
いて義歯名入れ５件・防災訓練２件、手型づくり・
技工展示他７件の報告があった。
（広報部）
① Dentec Tokyo 報告（松尾常務）
東京歯技５１４号の発行報告。次回５１５号の原稿は１２
月末には編集開始するので１２月２２日までに提出願い
たいとの報告があった。
（日技、他団体関連）（西澤副会長）
１２月１３日に行われる「８０２０運動３０周年記念式典、
シンポジウム」への参加要請があった。
５、承認事項
① 日程表（狩野専務）
３０年度１１月〜１月日程表の提出により、今後の予
定についての説明があった。また、次回理事会は１２
月２２日土曜日１７時より開始との確認があった。又、
来年１月１１日金曜日に総務会を行う予定であるとの
報告があった。
６、監事所見（西村監事）
各部の次年度事業計画と予算案の提出に関する監
事所見があった。
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２０１８年度 第９回東京都歯科技工士会理事会議事録
日 時：２０１８年１２月２２日（土）１７：００〜１８：００
場 所：東京都歯科技工士会館
出席者：石川会長、西澤副会長、小笠原副会長、宇山副
会長、狩野専務理事、池田常務理事、鈴木常務
理事、木下常務理事、長津常務理事、松尾常務
理事、山本常務理事（理事１１名中１１名出席）
監 事：山本哲也監事、西村監事（監事２名中２名出席）
議事録作成者：木下徳哉
【議事内容】
１、会長挨拶
開会に関する挨拶があった。
２、議事録署名選出 宇山副会長、松尾常務理事
２０１８年度第８回理事会議事録の内容確認があった。
３、議事（協議）
① 都技新年会の件（狩野専務）
２０１９年新年祝賀会の次第、役割分担、座席表等の
確認が行われた。
② 東京都災害時医療救護従事者の推薦について（狩
野専務）
東京都災害時医療救護活動従事者証の更新を継続
することとし、欠員については補充が行われた。
③ 入会パンフレットの件（松尾常務）
入会案内パンフレットの素案に基づき検討が行わ
れ、各部の活動情報の提出依頼があった。
④ 平成３１年学校説明会の件（池田常務）
都内の歯科技工士学校卒業予定者への当会事業説
明会開催のお願い案が提示され、了承された。
⑤ 「歯科技工所開設届け出等整備進捗事業」入手、
送付のお願い
日技から依頼がある直近の歯科技工所管理台帳入
手について、各地域の保健所に開示請求し対応する
こととした。
４、報告事項
（総務部、庶務、財務）
① 庶務報告（木下常務）
特になし。
② 財務報告（池田常務）
１１月会費納入・未納状況表１２月２２日現在 につ
いて報告があった。

（組織部）
① 組織部報告（鈴木常務）
組織状況表１１月１日〜１１月３０日 について報告
があった。
② 承認事項（鈴木常務）
１１月会員異動表１１月１日〜１１月３０日 について
入会者２名退会者２名の報告があった。
（学術部）
① 平成３０年度都技学術講習会開催計画・終了報告
（山本常務）
今年の学術講習会は１９催事すべて決定したとの報
告があった。
（品質管理部・経営部）
① 品質管理部報告（木下常務）
２月中に品質管理部会を開催するとの報告があっ
た。
② 経営部報告（鈴木常務）
経営講習会として、３D プリンターの説明会を２
月２４日に開催するとの報告があった。。
（社会福祉部・共済）
① 共済報告（長津常務）
慶弔見舞い報告１１月１日〜１１月３０日 について
０件との報告があった。
② 社会福祉事業計画報告（長津常務）
平成３０年度社会福祉事業実施計画・報告 につ
いて義歯名入れ７件・防災訓練２件、手型づくり・
技工展示他１１件の報告があった。
（広報部）
① Dentec Tokyo 報告（松尾常務）
５１５号（２月号）内容は新年会の記事を掲載する
との報告があった。
（日技、他団体関連）（西澤副会長）
日技の外国人労働者就労対策に関する説明があっ
た。
５、承認事項
① 日程表（狩野専務）
平成３０年１１月〜１２月、平成３１年１月の日程表の提
出により、今後の予定について説明があった。来年
１月１１日（金）に総務会を１９：００から開始。１月２５
日（金）の理事会は１９：００から開始との確認があっ
た。
６、監事所見（西村監事）
新年会と入会案内パンフレットに関する監事所見
があった。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２０１８年度 第１０回東京都歯科技工士会理事会議事録
日 時：２０１９年１月２５日（金）１９：００〜２０：００
場 所：東京都歯科技工士会館
出席者：石川会長、西澤副会長、小笠原副会長、宇山副
会長、狩野専務理事、鈴木常務理事、木下常務
理事、長津常務理事、松尾常務理事、山本常務
理事
欠席者：池田常務理事（理事１１名中１０名出席）

監 事：山本哲也監事、西村監事（監事２名中２名出席）
議事録作成者：木下徳哉
【議事内容】
１、会長挨拶
開会に関する挨拶があった。
２、議事録署名人選出 狩野専務理事、鈴木常務理事

平成３１年４月（２０１９）
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２０１８年度第９回理事会議事録の内容確認があった。
３、議事（協議）
① 学校説明会の件（狩野専務）
スケジュールの案内と担当者の確認が行われた。
② 都技入会パンフレットの件（松尾常務）
入会案内パンフレットのレイアウトについて打ち
合わせが行われた。
③ ムービーチケット購入申込書送付の件（狩野専務）
日本歯科技工士会から映画「笑顔の向こうに」の
前売り券の購入依頼があった。
④ 会費規程別表の件（狩野専務）
学校説明会資料に関して会費規則別表の確認が行
われた。
４、報告事項
（総務部・庶務、財務）担当副会長宇山
① 庶務報告（木下常務）
特になし。
② 財務部報告（狩野専務）
１２月会費納入・未納状況表１月２５日現在 につ
いて報告があった。
（組織部）担当副会長西澤
① 組織部報告（鈴木常務）
組織状況表１２月１日〜１２月３１日 について報告
があつた。
② 承認事項（鈴木常務）
１２月会員異動表１２月１日〜１２月３１日 について
入退会者０名の報告があった。
③ 東京都歯科技工士連盟協議会「新春の集い」参加
協力依頼の件（鈴木常務）
平成３１年２月１５日（金）午後５時より「新春の集
い」が都議会議事堂１階の「TOKYO 都 庁 議事堂
レストラン」で行われるとの報告と参加協力依頼が
あった。
（学術部）担当副会長小笠原
① 平成３０年度都技学術講習会開催計画・終了報告
（石川会長）
２月と３月に開催される講習会に関する報告が
あった。
（品質管理部・経営部）担当副会長宇山
① 品質管理部報告（木下常務）
特になし。
② 経営部報告（鈴木常務）
経営部講習会は東京都歯科技工士会館で２月２４日
１３：００〜１６：００にデジタル技工内容講演を開催する
との報告があった。
（社会福祉部・共済）担当副会長西澤
① 共済報告（長津常務）
慶弔見舞い報告１２月１日〜１２月３１日 について
０件の報告があった。
② 社会福祉事業計画報告（長津常務）
平成３０年度社会福祉事業計画・報告について義歯
名入れ９件・防災訓練２件、手型づくり・技工展示
他１２件の報告があった。
（広報部）担当副会長小笠原
① Dentec Tokyo 報告（松尾常務）
５１５号（２月号）は２月１日に発送するとの報告
があった。
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②

賛助会員説明会報告（松尾常務）
３月８日（金）１７：３０から賛助会員説明会を開催
するとの報告があった。
（日技、他団体関連）（西澤副会長）
映画「笑顔の向こうに」に関して日技の教育年限
延長についての現状説明等があった。
５、承認事項
① 日程表（狩野専務）
平成３１年度１月〜３月の日程表の提出により、今
後の予定についての説明があった。
２月２２日（金）の理事会は１９：００から開始との確
認があった。
６、監事所見
（西村監事）
会議資料の編集に関して書式の統一性等の監事所
見があった。
（山本監事）
学術講習会開催日程の決定に関して情報伝達シス
テムの改善等の監事所見があった。
都 技 慶 弔 見 舞

⑴
⑵

死亡及び高度障害状態のときは、見舞金１０万円。
配偶者及び会員の親、同居の子の死亡のときは、香
料１万５千円。
⑶ 全治１５日以上の病気又は傷害のときは、見舞金１万
円。ただし、年１回とする。
⑷ 出産のときに祝金１万円。
⑸ 自宅又は歯科技工室が半焼以上のときは見舞金１万
円。一部焼失のときは見舞金５千円。
⑹ 災害により自宅又は歯科技工室が全壊又は全焼した
ときは見舞金１万円。半壊又は半焼のときは見舞金
５千円。ただし、地震のときを除く。
※事項の発生から３０日以内に都技へお申し出ください。
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平成３１年４月（２０１９）

都技フォトクラブ活動報告

フォトクラブ寸評会報告
毎回、都技会館をお借りして、寸評会を実施していることから、会館付近で撮影会をすることになりました大塚
から都電に乗り、巣鴨地蔵通り界隈まで、大塚ではフェスタをしていたのでテントと都電等々、珍しい被写体もあ
りました。平成３１年２月１７日（日）寸評会での入賞者を発表します。
フォトクラブ会長 小泉利明

《撮影の部（都電・大塚←→巣鴨地蔵通り）》

２位 小泉利明
「都電の駅」

１位 尾崎和江
「バラと都電」

２位 茂木 登
「巣鴨のウィンドー」

２位 西村佳江子
「レトロ…ナウ」

《花の部》

２位 遠藤久子
「睡蓮・こもれ日」

１位 鈴木平太郎
「ショウブ」

３位 小泉利明
「蓮・上野公園」

３位 西村佳江子
「極楽・ゴクラク」

３位 尾崎和江
「冬の色どり」

平成３１年４月（２０１９）
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《自由部》

３位 鈴木平太郎
「アンテナ」

１位 遠藤久子
「江の島・とび」

３位 小泉利明
「カップル・高松港」

２位 小泉利明
「夕日・舎人公園」

３位 尾崎和江
「冬の華やぎ」

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

【日本大学歯学部附属歯科技工専門学校同窓会
平成３０年度定例総会講演会開催 および東京支部総会案内】
総

会

＊本部総会終了後、東京支部総会を開催
日時：平成３１年４月２１日（日） 午後２時より
場所：ワイム会議室お茶の水 RoomD 千代田区神田駿河台２−１−２０ お茶の水ユニオンビル４F

講演会 ＊同窓会員以外の方も参加できます
!!!!!!!!!!!!!!
日時：総会後 午後３時より５時
講師：升谷滋行教授（日大総合歯科学）
演題：先生！ちょっといいですか？
−なぜ、すれ違うかを知るため− コミュニケーションを考える
会費：講演会のみ １０００円
懇親会 ６０００円（講演会費を含みます）
＊会場案内、抄録その他詳細については、３月以降同窓会ブログにてご確認ください

!!!!!!!!!!!!!!!!!

【ブログ QR コード】
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新 入 会 員 紹 介

４月号の表紙

う

て

ふ

ゆ

の

右手 風友乃さん
江東歯科技工士会所属
２００６年 日本歯科学院専門学校卒業
２００６年 株式会社シケン入社
２０１１年 医療法人社団高歯会ほんまる歯科入社
２０１５年 有限会社インパラーレ入社
２０１６年 株式会社セラミックファクトリー東京勤務

佐藤

典子

銀座歯科技工士会

東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校 H１２年３月
石原

孝樹

多摩ブロック

日本大学歯学部附属歯科技工専門学校

お

悔

や

H１７年３月

み

久木野令佳 氏 （江東歯科技工士会）

都技のうごき

２月２８、享年７６歳にて御逝去されました。
告別式は３月４日、カルチャーパビリオン平安祭典に

!２月
２日

卒後実習講習会Ⅱ

３日

卒後実習講習会Ⅱ

１５日

東京都歯科技工士連盟協議会「新春のつどい」

２２日

第１１回理事会

２３日

卒後実習講習会Ⅲ

２４日

卒後実習講習会Ⅲ
経営講習会

て執り行われました。
慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

■会費のご案内
●

毎月の会費は①日技会費
会費

!３月
１日

●

１０日

復職支援講習会Ⅱ

自営者、勤務者、終身会員（７０歳上／在籍２５年）によ
会費案内を参照の上、ご確認下さい。

第１回品質管理部会
賛助会員説明会

③地域技工士

り会費が異なります。ホームページの入会のご案内、

第２回選挙管理委員会

８日

②都技会費

④引落手数料を合計したものになります。

●

地域技工士会はお住まい・ご勤務地に関わらず、自由
にご指定いただけます。

※活動内容も地域により違いがあります。詳しい内容は

１７日

最新の歯科技工技術に関する講習会Ⅳ

２２日

第１２回理事会

ホームページの「地域技工士会活動情報」をご覧いた

３０日

第６回地域会長会議

だくか、「お問い合わせ」にてご確認下さい。

会費掛け金入金のお願い
引落日は以下の通りですので、口座残金のご確認をお願い
します。
!会費掛金の引落日は毎月１８日です。
※引落日が土曜は翌々日、
日祭日の場合は翌日が引落日にな
ります。
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