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平成３１年

一般社団法人 東京都歯科技工士会
新年祝賀会 会長式辞
明けましておめでとうございます。皆
様方におかれましてはつつがなく新年を
お迎えのこととお慶び申しあげます。さ
て今回は平成最後の新年会、そして新し
い元号を迎える年となっております。そ
のような年を迎えるにあたり、明るい未
来を思い浮かべる諸氏もお有りかと思いますが不安を抱
え感じている方もいらっしゃると思います。東京都歯科
技工士会としては会員の皆様のそのような不安要素を一
つでも解消しつつあらねばと思っております。
平成となって３０年、歯科界も格段の進歩、改革まさに
アナログからデジタルへの変換機を迎えております。そ
の波は自費、保険対応に関わらず歯科技工業界に押し寄
せてきております。さらに今後は着実に AI も浸透して
くる兆しが見えております。私が歯科技工士の職につい
た昭和の時代は、手技にこだわる職人気質が技工士の鏡
だとさえ言われておりました。しかし今ではデジタル機
器の導入により完全手作業から効率化を見据えたデジタ
ル技工へと進んできております。ところが、歯科技工の
デジタル化とはただ単にインスツルメントのエバンスが
マウスへと変わったということだけではありません。働
き方、流通など歯科技工に関わることすべてが変革して
いくということです。まさに仕事に関わる全てのことを
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考えなおさなくてはなりません。我々歯科技工士は医療
に携わるプロとしてそれらの状況に迅速に対応し、国民
に良質な歯科医療を提供する義務があります。東京都歯
科技工士会としましては今まで以上に情報の提供に努
め、現実に即した講習会を開催し会員サービスに努めて
いく所存でおります。
俳人の飯田龍太氏の句に「どの子にも涼しく風の吹く
日かな」という句があります。夏の校庭で遊んでいる子
供たちを見ての句ですが、その場にいるこどもだけでな
くその場にいないすべての子供たちへの思い、やさしさ
のこもった句であり秀作とされております。まさに東京
都歯科技工士会としては「どの歯科技工士にも心地良い
風の吹く日」を目指して活動をしていかなくてはならな
いと思っております。それには会員一人一人の声を聴き
ながら、日本歯科技工士会、日本歯科技工学会と綿密な
連携を持ち協力をしながら、会員へ情報提供、啓蒙活動
を進め時代の波に乗り遅れないよう会員に方向性を示し
ていかなくてはと思っております。つきましては関係諸
氏、団体の方々には今まで以上にご指導ご鞭撻を頂戴し
たいと思っております。最後になりますが、今回ご出席
の皆様の今後のご多幸とご健勝を祈念いたしまして新春
のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとう
ございました。
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出席した来賓からは、東京都福祉保健局医療政策部の
三ツ木浩歯科担当課長、東京都歯科医師会の井上恵司副
会長、東京都歯科衛生士会の大金伸子副会長、日本歯科
技工学会の末瀬一彦副会長、大東京歯科用品商協同組合
の小越敏理事長が登壇し祝辞を述べた。
三ツ木 東京都では東京都歯科保健目標「いい歯東京」
を掲げ、昨年３月に新たに東京都歯科保健推進計画「い
い歯東京」を策定し、引き続き取り組みを継続してい
る。計画策定にあたり、貴会には多くのご意見をいただ
き協議会委員としてもご協力いただいたことを感謝申し
上げる。本計画では都民がいつまでも美味しく食べ笑顔
で人生を過ごすことができることを目標に挙げている。
計画推進の柱として、ライフステージに応じた歯と口の
健康づくりの推進、かかりつけ歯科医による予防管理の
定着、医科歯科連携の推進、地域で支える障害者歯科医
療の推進、在宅療養者の QOL を支える医療体制の推
進、を挙げている。計画を進める中では口腔機能の維持
が大きなウェイトを占めてくる。「食べる、話す、笑
う」ということは、人が生きていく上で欠かすことので
きない機能である。歯の喪失をゼロにする、あるいは歯
冠修復や欠損補綴を必要とするようなう蝕をなくすとい
うことは、目指す目標であっても現段階では極めて難し
い到達点である。治療が必要になれば当然ながら精緻な
技工物が必要になる。都民がいつまでも美味しく食べて
笑顔で人生を過ごす、この目標を達成するためには歯科
疾患の予防を進めるとともに、適切な歯科治療の提供が
必要になり歯科技工の果たす役割は非常に大きい。貴会
の役割は重要であり、今後とも東京都の歯科保健医療へ
のご協力を重ねてお願い申し上げる。
末瀬 このたび日本歯科医師会が製作した映画『笑顔の
向こうで』がモナコ国際映画祭でグランプリを受賞した
とのこと。かつて全国歯科技工士教育協議会の会長を務
めていた当時、日歯、日技との会合の折に、
「歯科技工
士の仕事をアピールするような映画を作っていただきた
い」と要望したことを思い出し、心より嬉しく思う次第
である。ただし、今後、映画を PR に活用して若い世代
が歯科界に入ってきたときに大切なことは、彼らを失望
させないような業界全体の環境整備であろう。笑顔の向
こうに明るい未来が見えるような業界にしていただくこ
とを切に願う次第である。

〜祝辞・謝辞〜
医療経済出版株式会社
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堀野作二郎

東京都歯科技工士会の新年祝賀会・受章祝賀会が１月
１４日、東京・西新宿の新宿ワシントンホテル「すばるの
間」で開催された。冒頭に主催者を代表して石川功和会
長が式辞を述べ、日本歯科技工士会の杉岡範明会長が祝
辞を述べた。
杉岡 昨年は日技において２年に１度の役員改選が行わ
れ、代表理事として３期目の執行体制をスタートし、現
在まで４年７ヶ月の会務運営を担っている。この間に主
に５つのことを念頭に取り組みを進めてきた。１つ目は
社会に広がっている歯科技工士に関する暗いイメージを
払拭しようということ。２つ目は会務運営や政策の方向
性をしっかり示し、実現のために戦略をしっかり練るこ
と、３つ目はナショナルセンターと地域組織が情報を共
有すること。着実にその成果は現れてきていると確信し
ている。しかし、会員からの負託の重さを考えれば満足
できるものではない。組織のリーダーとして現状を俯瞰
して見たとき、さらなる前進をするためには、皆さんと
心を１つにすることが何よりも重要であると思ってい
る。少子高齢化、人口減少の進展、IOT や人工知能の
発達を始め、社会は想像をはるかに超えた未来に加速し
ており、これまでの価値観が通用しない時代の到来を予
感せざるを得ない。その中でわれわれ歯科技工士がどの
ように自己実現し社会に貢献していくべきか、ナショナ
ルセンターとしてその方向性を示していかなければなら
ないと考えている。歯科技工士の明るい未来に向けて、
今年も確実に前進させていく所存である。ご支援を賜る
ようお願い申し上げる。
つづいて第１９代会長の田中澄良氏が旭日双光章を受章
したことを祝し、石川会長より花束と記念品が贈られ
た。田中氏は次のように謝辞を述べた。
田中 昭和４１年に日大の歯科技工士養成所を卒業した当
時から今日までの経緯を振り返り、関係各位に心より感
謝申し上げるとともに、歯科技工に携わってきたことを
何より嬉しく思っている。過去の歯科技工技術の変遷の
中でポーセレンが登場したように、現在は CAD／CAM
技術によって歯科技工が大きく変わろうとしている。常
にひとつの始まりはひとつの終わりでもある。長年歯科
技工に取り組んできたが、何かを成し遂げたというより
も、いまだに未消化な思いを抱え続けている。引き続き
歯科技工に関わっていければと思っている。

つづいて在京歯科技工学校同窓会連絡会の大橋裕副会
長の乾杯の音頭のもと歓談に移り、大いに賑わいをみせ
た。
祝辞

日本歯科技工士会
会長
杉岡範明様

東京都福祉保健局医療
政策部医療政策課
歯科担当課長
三ツ木 浩様

東京都歯科医師会
副会長
井上恵司様

東京都歯科衛生士会
副会長
大金伸子様

日本歯科技工学会
副会長
末瀬一彦様

大東京歯科用品商
協同組合 理事長
小越 敏様
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開会の辞
西澤隆廣副会長

旭日双光章受章
田中澄良様

新入会員紹介

式辞
石川功和会長

来賓紹介
狩野眞澄専務理事

平成３１年２月（２０１９）

司会進行
松尾博子常務理事

地域会長紹介

中締め

平成３１年２月（２０１９）

Den-tec Tokyo２月号!第５１５号

平成３０年度 都技学術講習会 開催予定
平成３０年１２月２２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。
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）
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◆卒後実習講習会Ⅱ
日 時：平成３１年２月２日（土）１３：００〜１７：００
３日（日）１０：００〜１７：００
会 場：新東京歯科技工士学校
講 師：平栗布海先生…基準咬合床にひと工夫した咬
合床の製作
◆卒後実習講習会Ⅲ
日 時：平成３１年２月２３日（土）１３：００〜１７：００
２４日（日）１０：００〜１６：００
会 場：小川製作所内セミナールーム
講 師：湯浅直人先生…インターナルステインテク
ニック
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
日 時：平成３１年３月１７日（日）１３：００〜１７：００
会 場：未定
講 師：渡邉一史先生…インプラント上部構造におけ
る内部ステインテクニック色
調再現について（仮）

◆全都講習会２０１８【基本研修５単位】【終了しました】
復職支援講習会（２催事）
基本講習会（２催事）

◆復職者支援講習会Ⅰ【終了しました】

◆基本講習会Ⅰ【基本研修５単位】【終了しました】
◆基本講習会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】

◆復職者支援講習会Ⅱ
日 時：平成３１年３月１０日（日）１３：００〜１７：００
会 場：新東京歯科技工士学校
テーマ：歯科技工士のための歯周病基本治療を学ぼう
講 師：熊谷靖司先生（歯科医師）
塩浦有紀先生（歯科衛生士）
小林明子先生（歯科技工士／歯科衛生士）

◆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】

学生等支援講習会（３催事）
◆学生に向けた講習会Ⅰ【終了しました】

◆応用講習会Ⅳ【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】
卒後実習講習会（３催事）

◆学生・若手歯科技工士向け講習会Ⅲ【終了しました】

◆卒後実習講習会Ⅰ【終了しました】
現在、決定している日程・内容です。
※詳細はリーフレットでお知らせします。
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平成３１年２月（２０１９）

都技学術講習会報告
学生・若手歯科技工士向け講習会Ⅱ
CAD／CAM 機器導入ラボ経営の現状と展望
〜従来の技術を活かした
デジタルデンティストリーとは〜
東部ブロック広報部員 並木 正行
CAD／CAM 冠の適応範囲の拡大
と普及等により、保険技工分野でも
CAD／CAM 機器の必要性が高まっ
てきました。
・CAD／CAM あくまで道具であり
デジタルと技工の融合が必要
・メタルフリー時代が来ている。
井上みゆき先生
・歯科技工士若年層の減少、熟練歯
科技工士の技術継承問題
・歯科技工物の安定供給
・技工士の労働環境の改善
〔CAD／CAM 機器（スキャナー・キャドソフト・ミ
リングマシーン）〕
井上先生の経験をもとに中立的立場で CAD／CAM
の長所、短所をわかりやすく説明していただいた。先生

は、デジタル力をつけるための一助になりたいと話して
いた。歯科技工士皆でホップを身に着けよう。それがな
ければ仕事を失い技術継承もない。そのことを懸念して
ます。ホップを身に着けた後はステップでステップがデ
ジタル力である。ステップ以降は歯科技工士同士競争で
ある。歯科技工を守るためにもデジタル力を付けよう。
日々邁進継続して発展しデジタルを極めていかねばなら
ない。そのためには、教育、技術継承が大切である。で
は、誰が教えてくれるの？ システムを購入したメー
カーのサポートに組み込まれたらベストであるが、メン
テナンスのみというのがほとんどである。デジタルを経
験しているラボが新たに使いたい人に教えるのが早い。
使い方のアドバイスが得られる状況であるならば、高価
なシステムを導入しても良いが、そうでないと機械に追
い回されるだけになってしまう。歯科従事者の皆で豊か
になれるようにしたい。
質疑応答も興味ある内容でご講演は終了しました。
これからの歯科技工の展望が身近に感じられる内容で
した。ありがとうございました。

平成３１年２月（２０１９）
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最新の歯科技工技術に関する講習会Ⅲを
受講して
学術担当常務理事 山本 裕一
平成３０年１０月１４日（日）フクラシア浜松町会 議 室 A
にて２名の歯科医師、１名の歯科技工士、計３名の講師
によりご講演頂きました。
最初は高橋恭久先生（歯科医師）
の「超高齢社会における無歯顎患者
に対するインプラント補綴の新たな
提案 HIGHBRIDGE コンセプト」
。
「HIGHBRIDGE コ ン セ プ ト」を
一口で申し上げますと、アタッチメ
ントを用いた可撤式インプラント上
高橋恭久先生
部構造（可撤性補綴装置）で、通常
はスクリューもしくはセメントにて上部構造を固定しま
すが、前者は術者可撤式に対して、後者は取り外し不可
のため、インプラントが埋入された患者が要介護、ある
いは高齢化に伴い口腔内清掃が困難化となった場合、メ
ンテナンスが極めて困難でした。しかし、
「HIGHBRIDGE
コンセプト」は、上部構造が簡単に取り出せるので清掃
性が良く、また、修理も容易と言えるので、超高齢化に
ある日本のインプラント治療において、今後ますます必
要となるコンセプトと言え、症例を交えてご講演頂きま
した。
２番目が丸尾勝一郎先生（歯科医
師）の「デジタルデンティストリー
の現在地と将来展望」。「デジタルデ
ンティストリー」と聞くと、「アナ
ログな自分には無縁」、「まだまだ遠
い未来」と思われている方がおられ
るのであれば、そうではないことを
丸尾勝一郎先生
実感します。確かにすべてがデジタ
ルに取って代わる訳ではありませんが、アナログ的手法
より、デジタル化の方が時間、コスト等において優って
いる点もあり、CAD／CAM 冠の普及に伴い、まずます
デジタル化が普及することが予想されますが、今後の展
望について丸尾先生のお話は極めて参考になりました。
そして、最後に瀬田寿樹先生の「今
後の欠損補綴 Design の考え方 Analog or Digital」
。
日本に初めてブローネマルクシス
テムが紹介された当時の上部構造の
マテリアルは、硬質レジンで、その
根拠は緩衝性と修復性が良いことに
瀬田寿樹先生
あると記憶しますが、デメリットは
耐摩耗性が低く、吸水性による審美性の低さなどがある
ため長年に渡りインプラント上部構造に適したマテリア
ルついて論議されてきたと思います。今回ご紹介頂いた
最新素材「ハイパフォーマンスポリマー：Pekkton」の
特性、適応症例等を交えてお話頂きました。特にインプ
ラント上部構造に適している点として、先に述べた従来
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の硬質レジンのデメリットを払拭した耐摩耗性＆吸水性
と人骨に近い柔軟性に加え、ショックアブソーバー機能
（衝撃吸収）があることから、歯根膜のないインプラン
ト上部構造に適したマテリアルの１つであることがわか
りました。
以上、大変有意義な１日でした。３名の先生方、ご講
演本当にありがとうございました。

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

学生・若手歯科技工士向け講習会Ⅲ
都技西部ブロック 都技広報部員 伊藤 秀樹
平成３０年１０月２８日「学生・若手歯
科技工士向け講習会Ⅲ」がフクラシ
ア浜松町会議室 A にて行われまし
た。
当初、当講習の感想文は、都技広
報部長からの指示で学生さんへ依頼
するようにとの指示で現場へ向かい
檜田健幸先生
ました。当日、学生４名に感想文の
提出を依頼しましたが、結果として、感想文の提出は行
われませんでした。後日、当人と連絡を取ったところ、
４人で話し合ったが、
「書けない」と結論が出たそうで
す。
講習当日、私自身が感じた感想では、これは学生に
は、内容そのものが難しい、ましては、感想文の提出は
不可能ではないかと思いました。講習の内容が講師の経
験談であり、その時代の事象を単語で述べるにとどま
り、学生として、得るべき「何故」という疑問に答える
形とは程遠いものだったからです。講師の檜田さんは私
と近い世代で、彼の歩んできた経験は、レベルの差はあ
りますが、私も歩んだ道であり、その時代はそうだった
なと感じ、また、懐かしい先生の名前も出てきて、さら
に親しみが湧きました。
しかし、学生には、何のことか理解できないかもしれ
ない。「学生・若手向け」と表題は、示しておりました
が、学生には、難しかったかと思います。
講習の内容は、技工の歴史ともいうべき内容でした
が、一つ忘れていたことを指摘していただきました。昨
今の LED 光源における蛍光性への対応。松風から最新
のグレーズパウダーが発売したそうです。
LED は、すでに多くの光源が利用されていて、私の
知らぬ間に患者様に不愉快な思いをさせているのでしょ
うか。歯科の世界は、日々成熟していき、世の中の改良
発展についていかねばなりません。今ある技術に満足す
ることなく、新しい可能性に向かう事は、何歳になって
も常に学生であることが必要です。
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平成３０年度
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応用講習会Ⅳを受講して

株式会社 BEART 齋藤 健奨
２０１８年１１月１１日フクラシア浜松町にて開催された都技
生涯研修を受講した。今回の生涯研修は４名の発表者に
よってそれぞれテーマを持ち寄ってプレゼンテーション
するという形式であった。内容としては都技のホーム
ページから確認していただくとして、早速本題に入りた
いと思う。なお今回は、字数の制限から齋藤道拓先生と
石原考樹先生の発表２つに絞りレポートを書いていく。
齋藤道拓先生は「歯科技工士とい
う道を選んで」というテーマで、中
でも歯科技工教育機関の４年制大学
化の意義をトピックにし自身の経験
も交えてプレゼンテーションされて
いた。
発表を聞くと、大学教育の中で一
齋藤道拓先生
般教養、基礎医療知識、口腔保健工
学専門分野、更には医歯学融合教育、海外研修など様々
なことを存分に学び、現在の臨床生活に大学教育の経験
を活かしていることが分かった。
齋藤道拓先生の講演を聞き、歯科技工教育機関の大学
化は非常に素晴らしいことであり、歯科技工士という職
業が更に世間一般に医療職として広く認知されていくた
めの１つの道筋なのではないかと感じた。職業が認知さ
れる事により業界がより一層活性化される事を望み、私
自身も考えながら行動していきたいと強く感じた。
石原考樹先生は「新卒、若手歯科
技工士の短期間育成の重要性」とい
うことをテーマにプレゼンテーショ
ンされていた。
自身のラボをセラミックのみを扱
う体系にし、動画でワークフローを
覚えさせ実践させるといった、シン
石原考樹先生
プルな教育法で新卒歯科技工士を短
期間で一定の仕事をこなせるように育て上げる方法を紹
介していた。
歯科技工士という職業柄ビジュアルでの指導は技術向
上にとても効果的である事に加え、動画の利点として気
になった所を何度でも気兼ねなく再生出来る点は若手の
みならず誰しもが存分に技術を習得できる有効的な方法
であると感じた。更に実践の機会が多くなると仕事のや
りがいや楽しさが早期に感じられモチベーションアップ
につながり、若手歯科技工士の人材確保にも多大に影響
すると感じた。
凝り固まった考えから一旦離れ、柔軟かつシンプルに
行動する事の重要性を感じた講演であった。

平成３１年２月（２０１９）

応用講習会 IV に参加して
埼玉県歯科技工士会 ㈱テクニカルセンター 梅田 竜也
平成３０年１１月１１日（日）、フラクシア浜松町にて毎年
恒例の「若手歯科技工士によるリレー講演」が開催され
ました。昨年は私が演者をさせて頂いたこともあり講演
が始まる前４名の先生方の緊張された後ろ姿を見て 去
年は自分もああだったな と記憶に新しいところです。
安池和香葉先生の講演では今まで
歯科技工士としてやってきた経験談
の内容でまさに波乱に満ちたお話で
した。お話の中で 私はユルくいき
たい。 と安池先生はおっしゃって
いましが私は物凄く頑張ってる様に
思えました。仕事を掛け持ちし、遅
安池和香葉先生
い時間まで働き、就職先で人間トラ
ブルがあって泣く泣く退社することになってしまった
り、人手が足りなくなってしまって同じ職場へ出戻りす
ることになってしまったり。
ただ裏を返して聞いてると今の歯科技工業界の職場人
間環境に対する不満の叫びのように思えました。離職率
も高いこの業界。我々は今後どう若い技工士さん達に仕
事を長く続けていけるような職場環境作りをしなくては
いけないのか。私自身そう考えさせられる講演でした。
小林雅希先生の講演ではデジタル
カメラとメールを用いたコミュニ
ケーションの取り方の内容で主にカ
メラの基本的な知識と使用している
ソフトでの資料作成方法のお話でし
た。デジタルカメラの規格や種類、
メカニズム、被写体との距離関係な
小林雅希先生
ど、とても分かりやすく説明をされ
て支台歯形成された模型の画像からフラッシュの当て方
でこんなにもマージン部の見え方が変わってしまうのか
と驚きました。そして画像だけでなく、より歯科医師に
模型の情報を伝えやすくするために PC の画像編集ソフ
トの加工の仕方も細かく丁寧に説明をされて、私のよう
な初心者にはとても分かりやすくてタメになりました。
以前まで技工士の多くはドクターとの技工物の細かな指
示を聞くのに電話応対がほとんどだったと思います。し
かし今では PC の他にスマホのアプリなどで簡単にメー
ルや画像、動画などで連絡しあえる時代になりました。
そんな時代の中で今回の小林先生の講演はとても貴重で
した。

平成３１年２月（２０１９）

Den-tec Tokyo２月号!第５１５号
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【ブロック情報】
＜南部ブロック・世田谷歯科技工士会＞

８０２０歯っぴぃ＆
健康フェスタ世田谷に参加して
世田谷歯科技工士会 広報部員 大塚 忠二
「８０２０歯っぴぃ＆健康フェスタ世田谷」は、世田谷区
歯科医師会と玉川歯科医師会が毎年秋に行っている歯科
公衆衛生事業イベントで、今年は１０月２８日（日）に三軒
茶屋のキャロットタワーにて開催されました。
歯科医師会、歯科技工士会、歯科衛生士会による「歯
みがき指導」、「唾液による歯周病検査」、「お口の健康体
操」などのコーナーや健康づくりブースや高齢者のため
の食講座も開催されました。また１３時からは、今年８０歳
以上でご自分の歯が２０本以上あるとかかりつけの歯科医
院から認定されました区民の方々の『８０２０表彰』も行わ
れました。
イベントの内容は各ブースに分かれており「１」と
「２」は上階のフロアにて開催されました。
［１］８０２０表彰
内容／８０歳以上で自分の歯が２０本以上ある方を表彰
［２］講演会「手軽に５秒腹筋・５秒筋トレで姿勢改
善！腰痛軽減！いつまでも動けるカラダに」
講師／松井薫（国士舘大学特別研究員）
［３］歯っぴぃコーナー
内容／口臭測定、歯みがき指導、唾液腺マッサー
ジ、義歯と被せ物ができるまで
［４］区民健康フォーラム「教えて、あなたの健康プラ
ス１（ワン）〜健康カタログを作ろう！」
コーディネーター／松田正己（東京家政学院大学
教授）
［５］食育講座「明日も元気に！しっかり食事」
内容／高齢者のための歯とからだにいいメニュー
と調理の工夫を紹介（試食あり）
講 師／認 定 栄 養 ケ ア・ス テ ー シ ョ ン eatcoco
（イートココ）管理栄養士
［６］健康づくりブース
内容／体成分分析測定、食育情報、世田谷区薬剤
師会の薬剤師による薬相談、感染症や食中
毒予防の情報
世田谷歯科技工士会では毎年参加して区民の皆様の義
歯や口腔、等についての相談を聞きながら技工士の仕事
についての理解を以て頂ける様に活動しています。イベ
ントに来られる方は８０２０なので比較的残存歯の多い方で
すが最近はインプラント治療に関しての質問が多く寄せ
られます。
保険診療と自費治療の違いについての相談も多くあ
り、技工士として答えられる範囲での説明ですが分かっ
ていただける様話しています。イベントが８０２０と銘打っ
ているので来られる方が高齢者の方に偏っている傾向に
なってしまうので若年の方も多く来場されるコーナー、
イベントを設けたら、もう少しアピール出来るかと思っ
ています。

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

＜南部ブロック・目黒歯科技工士会＞

日光一泊旅行
目黒歯科技工士会 遠藤 久子
平成３０年１１月１０日、１１日、日光東照宮から鬼怒川へと
一泊旅行へいきました。前回までの雨も当日は、嘘のよ
うに晴れ上がり絶好の行楽日和でした。皆、何年振りか
の東照宮でした。陽明門や神馬舎等は、修復が終わって
いましたが金堂その他まだまだ工事が続いています。そ
れにしても外国人の多いこと正月の明治神宮並？と思う
程。二日目の早朝、速歩散歩に出たメンバーが遊歩道で
３匹の猿に出会ったとか、こちらもビックリしたけど先
方もかなり驚いたらしく、あわてて繁みに逃げ込んだそ
うです。朝食後、鬼怒川ライン下りを楽しみました。女
船頭さんの逞しい櫓さばきやユーモアあるガイドに舟中
心和み、水面から見上げる巨岩や色づいた木々の景色を
堪能しました。そして下舟してから、急斜面、急階段を
フーフー息切らせ登った展望台からの見下ろす風景は、
正に錦織なす紅葉の一番良い日に出会えたようでした。
旅の仕上げは、浅草まで戻り、昭和レトロたっぷりの
名店、「神谷バー」で洋食とデンキブランに酔いしれ、
又、これからの頑張りを誓い、各々家路に着きました。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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＜中央ブロック・豊島区歯科技工士会＞

社会福祉事業

義歯名入れ報告

豊島区歯科技工士会 会長 田原 秀一
平成３０年１２月９日（日）に豊島区、西巣鴨にある特別
養護老人ホーム・菊かおる園にて義歯名入れ事業を行い
ました。当日は技工士９名、歯科医師１名に参加して頂
き、午後１時に集合して１時半位からスタート。義歯名
入れ希望者は２２名３７床でしたが、作業は皆慣れているの
で２時間程で終了しました。
今回は新入会員の井原氏も参加してくれました。また
千代田支部から三輪氏が見学に来てくれました。
終了後は巣鴨の地蔵通りの中華料理店で反省会を兼ね
た忘年会を行いました。参加して頂いた豊島区技工士会
の諸氏と歯科医師会の先生ありがとうございました。

平成３１年２月（２０１９）

＜東部ブロック・葛飾区歯科技工士会＞

平成３０年葛飾区歯科技工士会ボウリング大会
葛飾区歯科技工士会 新城 友和
１１月１８日（日）、葛飾区にある四ツ木イーグルボウル
にて、毎年恒例のボウリング大会が開催されました。会
員の家族も参加して、３ゲームを楽しく賑やかにプレイ
しました。終了後は、併設されているレストランで美味
しい料理とお酒を飲みながら、日々の仕事の情報交換な
どをしながら有意義な時間を過ごしました。こういった
イベントは明日からの仕事の活力にもなるので大事にし
ていきたいと思います。

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

まい・ふぇばりっと・しんぐす ３
東京都歯科技工士会

会長

石川功和

皆さん、「ボヘミアン・ラプソディ」見た？ 石川、ちょいハマリでもう３回も見に行ってます。同じ映画
を劇場で複数回見るのは滅多に無いこと。
「ボヘミアン・ラプソディ」はイギリスのロックバンド、クイーン
の物語を描いた映画で、軸となるのは４３歳で亡くなったボーカルのフレディ・マーキュリーの生きざまと様々
な葛藤、その背後にある物語を描いている。そのストーリーだけでなくコンサートの場面が圧巻。鳥肌もの！
コンサートの会場のスタジアムは今でも存在するが当時とは雰囲気が違うということでセットでスタジアム
を作ってしまったらしい。ピアノの上に置いてあるコップの数から配置まで同じにしている手の入れよう。バ
ンドのメンバーの４人は俳優が演じているがリアリティを出すために実際ギター、ドラムなどの楽器の演奏を
できるようにし、ギターにいたってはブライアン・メイ（クイーンのギタリスト）に教わったんだって。フレ
ディー・マーキュリー役の俳優さんは、ものまねタレントにコーチをするアドバイザーにならっているのでコ
ンサートでのフレディーの一挙手一投足までそっくり。とにかく最近見た映画では一押しです。
映画もドラマ、サルペンス、コメディ、アクションものとあるが映像が目まぐるしく展開するものはちょっ
と苦手かも。最近、昔の映画を期間限定で上映する企画があるが、テンポが落ち着いていて安心して見られ
る。やはり、年を取ったということでしょうか。しかし、ヒッチコックの「北北西に進路をとれ」という映画
があり、もちろんヒッチコックということでサスペンスもので、ハラハラドキドキしてみた覚えがあるので友
人に勧めたところ「見ててもなんかいつの間にか寝ちゃうんだよね。
」だって。なんて感性の無い奴だ、見ど
ころを教えてやろうと改めて自分で見たところ、いつのまにか寝ちゃってた‼ つまりテンポが違うらしい。
いつの間にか自分もあわただしいテンポになっているんだね。ひょっとして脈拍も早くなっている？
そんな懐かしの名画のことだけど何と言っても「太陽がいっぱい」のアラン・ドロンは美しい‼ 現在もイ
ケメンと言われている俳優さんがいるけど、アラン・ドロン！ 次元が違う。映画の中で上目遣いで人を見る
場面があるが……もはやこの世の物とは言えないくらい美しい。そしてその美しさの中に、高貴なとか飾り物
的なものでなく、育ちの悪さ、品の無さが見えているけどそれがまた背筋が寒くなるくらい良いんだ。
「太陽
がいっぱい」アラン・ドロンと聞いて知ってる！と言ってくれる人は４０代？ ５０代？ そんなこと言わず感性
を磨くために、名作と言われている映画は見ておくべきじゃない？

!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

平成３１年２月（２０１９）
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２０１８年度 第７回東京都歯科技工士会理事会議事録
日 時：２０１８年１０月２６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、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 池田常務理事、長津常務理事
２０１８年度第６回理事会議事録の内容確認があった。
３、議事（採決）
① ２０１９年度「日技指定研修」開催意向の確認につい
て（狩野専務）
２０１９年４月中の開催意向で回答することが、全会
一致で承認された。
② ホームページ制作について（狩野専務）
ラディックス社と光邦社の見積書が提示され審議
の結果、ラディックス社に制作を依頼することが、
全会一致で承認された。
議事（協議）
① 都技入会案内パンフレット作成の件（松尾常務）
前回同様、原案が提出され、予算の確認のうえ、
A３判２つ折りにて一世印刷にデザインからお願い
することが決定された。
② デンタルフェスティバル渋谷派遣役員の件（狩野
専務）
参加協力するメンバーが決定された。
③ 都技新年会の件（狩野専務）
昨年と同様の内容で進めることで一致し、招待者
の宛名等、変更点がないか確認の上、招待状を送付
することが確認された。
４、報告事項
（総務部、庶務、財務）
① 庶務、議事録報告
特になし（木下常務）。
② 財務部報告
９月会費納入・未納状況表１０月２２日現在 につ
いて報告があった（池田常務）。

（組織部）
① 組織部報告
組織状況表９月１日〜９月３０日 について報告
があった（鈴木常務）
。
② 承認事項
９月会員異動表９月１日〜９月３０日 について
退会者３名の報告があった（鈴木常務）。
（学術部）
① 平成３０年度都技学術講習会開催計画・終了報告
１０月以降の学術催事の説明と１１月に次年度へ向け
ての部会を開催するとの報告があった（山本常務）。
（品質管理部・経営部）
① 品質管理部報告
都技指定技工指示書の在庫について地域会長会議
でも利用のお願いを行ったとの報告があった（木下
常務）。
② 経営部報告
経営講習会で行う、３D プリンター資料について
は、早々に作成の後、理事会へ提出するとの報告が
あった（鈴木常務）。
（社会福祉部・共済）
① 共済報告
慶弔見舞い報告９月１日〜９月３０日 について
０件との報告があった（長津常務）。
② 社会福祉事業計画報告
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４件・防災訓練２件、手型づくり・
技工展示他５件の報告があった（長津常務）。
（広報部）
① Dentec Tokyo 報告
東京歯技５１４号は近日発行予定、また、資料は１０
月末までに提出願いたい旨の報告があった（松尾常
務）。
（日技、他団体関連）
特になし（西澤副会長）。
５、承認事項
① 日程表
３０年度１０月〜１２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１１
月３０日金曜日１９時より開始との確認があった（狩野
専務）。
６、監事所見
特になし。
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平成３１年２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
都合により一年ほどご無沙汰しました。春は町田市にある東京都立小山田緑地、夏は薬師池公園にて
撮影会を行いました。２回の撮影会作品を併せ平成３０年１０月２８日（日）１３：００から都技事務所にて寸評
会が開催されました。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（場所：町田市

小山田緑地、薬師池）》

１位 田中澄良
「アメーバー」

１位 茂木 登
「雨あがれ」

３位 茂木 登
「ハスの香り」

３位 小泉利明
「真昼日の高木」

３位 尾崎和江
「逆光に輝く」

３位 遠藤久子
「散歩」

平成３１年２月（２０１９）

Den-tec Tokyo２月号!第５１５号
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《自由の部（自分好み）》

１位 金井正行
「美しき夜空の花」

２位 遠藤 勇
「花菖蒲」

３位 西村佳江子
「え？天狗？」

３位 小泉利明
「水滴の花」

【フォトクラブコーチ作品】
〜【砂絵】メッセージ〜 南伊豆にて
荒居政一
引き潮に現れる先客万化の砂漠模様、一体何人の目に
留まることか。

３位 遠藤久子
「蓮花終末」

（ 16 ）
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都技のうごき

新 入 会 員 紹 介

!１２月

川村

７日

選挙管理委員会

２２日

第９回理事会

平成３１年２月（２０１９）

梨緒

新宿歯科技工士会

岩手医科大学医療専門学校歯科技工学科
平塚

第５回地域会長会

敏隆

仙台歯科技工士専門学校

!１月

H３０年３月

銀座歯科技工士会
S６３年３月

都 技 慶 弔 見 舞

１１日

総務会

１４日

都技新年祝賀会

⑴

死亡及び高度障害状態のときは、見舞金１０万円。

第１０回理事会

⑵

配偶者及び会員の親、同居の子の死亡のときは、香

２５日

料１万５千円。
⑶
お

田中

悔

や

み

円。ただし、年１回とする。

英之 氏 （北歯科技工士会）

１１月２５日、享年５４歳にて御逝去されました。
告別式は１２月４日、清水康益社

サバスホールにて執

り行われました。

会費
●

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
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。

■会費のご案内
毎月の会費は①日技会費

⑷

ときは見舞金１万円。半壊又は半焼のときは見舞金

慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

●

全治１５日以上の病気又は傷害のときは、見舞金１万

②都技会費

③地域技工士

④引落手数料を合計したものになります。

自営者、勤務者、終身会員（７０歳上／在籍２５年）によ
り会費が異なります。ホームページの入会のご案内、

皆様に送付しました平成３１年３月１０日（日）開催の
「復職支援講習会Ⅱ」のリーフレットにおいて講師
「小林明子」先生の略歴に誤りがありましたので訂
正いたします。

会費案内を参照の上、ご確認下さい。
●

誤）１９７１年
１９８１年

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

正）１９７７年
１９８２年

ホームページの「地域技工士会活動情報」をご覧いた

東京歯科技工専門学校卒業
東京歯科技工専門学校講師
↓
東京歯科技工専門学校卒業
東京歯科技工専門学校講師

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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