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令和元年度 都技学術講習会 開催予定
令和２年３月１６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．全都講習会、基本・応用講習会、卒後実習講習会（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）
全都講習会（１催事）

【中止】

新型コロナウイルス感染症対策による開催中止
新型コロナウイルス感染拡大のリスクが高まっている
ことから、参加の皆様および関係者の健康面を考慮し、
講習会の中止を決定いたしました。

◆卒後実習講習会Ⅲ【延期】
新型コロナウイルス感染拡大のリスクが高まっている
ことから、参加の皆様および関係者の健康面を考慮し、
下記の講習会の延期を決定いたしました。
参加を希望されていた皆様には大変お迷惑をおかけし
ますが、ご理解いただければ幸いです。
【延期日程】令和２年７月４日（土）５日（日）
テーマ：知識で変わる歯のかたち
−ワックスアップで学ぶ天然歯形態再現のポイ
ント−
講 師：伊原啓祐先生
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【延期】
新型コロナウイルス感染拡大のリスクが高まっている
ことから、参加の皆様および関係者の健康面を考慮し、
下記の講習会の延期を決定いたしました。
参加を希望されていた皆様には大変お迷惑をおかけし
ますが、ご理解いただければ幸いです。
なお、「延期」の講習会については、開催時期が決定
され次第改めてお知らせします。

基本講習会（２催事）
会
◆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【基本研修５単位】【終了しました】

場：早稲田 CAD トレーニング＆サポートセンター
研修室
テーマ：インプラント歯周炎を考慮したカスタム・ア
バットメント製作（仮）＊ハンズオン付き
講 師：大木智弥生先生、与那城智宏先生

応用講習会（４催事）
復職支援講習会（２催事）
◆応用講習会Ⅰ【終了しました】
◆復職支援講習会Ⅰ【終了しました】
◆応用講習会Ⅱ【終了しました】
◆復職支援講習会Ⅱ【自由８単位】【終了しました】
◆応用講習会Ⅲ【自由２単位】【終了しました】
学生等支援講習会（３催事）
◆応用講習会Ⅳ【終了しました】
◆学生等支援講習会Ⅰ【終了しました】
卒後実習講習会（３催事）
◆学生等支援講習会Ⅱ【終了しました】
◆卒後実習講習会Ⅰ【終了しました】
◆学生等支援講習会Ⅲ【終了しました】
◆卒後実習講習会Ⅱ【終了しました】

令和２年４月（２０２０）
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都技学術講習会報告
復職支援講習会Ⅱ
千代田歯科技工士会 佐藤 文裕
「 創 義歯の実 力−Denture Designer へ の 道」につい
ての感想文
令和２年１月２６日（日）に川島 哲
先生の講習会を聴講させていただき
ました。
講習会は、冗談などを混ぜながら
進められとても参考になった。始め
にキャッチフレーズとして、補綴装
置は「生命維持装置である」ことを
川島 哲先生
おっしゃっていました。なるほど、
無ければ食事が十分にできないから、
「生命維持装置」
であると納得した次第。その「生命維持装置」につい
て、患者思いのいろいろな製作ポイントを紹介されてい
た。
見た目にも重視され、患者は義歯を外して、清掃す
る。そのデンチャーは、外し易くユニバーサルデザイン
になっているか、そのデザインは清掃しやすいか、ま
た、外した際は必ず見るためデザインは綺麗かなど、細
かく「生命維持装置」について、考え、創りこまれてい
るのを感じた。金属床の熱処理について説明があった
が、その際、金属床を適合させるコツを説明されていた
が、これは、巧の世界の話で誰でもマネできるものでは
ない、川島先生の高い技術力によるものだと思った。
また、超高齢社会において、歯が残っている解剖学や

欠損部の解剖学も必要で、また、これからの社会におい
て高齢者向けの義歯を製作する歯科技工士が少ないとも
おっしゃっており、考えさせられる話である。
「高齢者
向けの義歯の製作」という内容の実習なり講習会も良い
のではないかと思った。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

最新の歯科技工技術に関する講習会Ⅲ
都技広報部
【開催日】令和２年２月２日（日）
１３：００〜１７：００
【会 場】フクラシア浜松町
【テーマ】ジルコニアの特性を生か
したケーススタディ
【講 師】屋富祖康浩先生
【座 長】月岡利英先生
【参加者】会員１３名、未入会１２名

屋富祖康浩先生

月岡利英先生

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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【参加者】会員１５名、未入会１６名、学生２名

基本講習会Ⅱ
都技広報部
【開催日】令和２年２月９日（日）
１３：００〜１７：００
【会 場】フクラシア浜松町
【テーマ】長期成功のためのインプ
ラントとインプラント補
綴
【講 師】東京歯科大学客員教授
飯島俊一先生
【参加者】会員１１名、未入会８名

飯島俊一先生

200 万画素の高性能カメラと
Blue LED ライトスキャニング技術で、
高精度・高速スキャン。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

応用講習会Ⅳ

報告

都技広報部
【開催日】令和２年２月１６日（日）
１３：００〜１７：００
【会 場】フ ク ラシ ア 東 京 ス テ ー
ション
【テーマ】『３D プリンターによる
適合精度の確立がもたら
す作業効率の飛躍的な向
小澤謙太先生
上について』〜保険義歯
クラスプフレーム製作における３D プリン
ターの実用化の紹介
【講 師】有限会社小澤デンタルラボラトリー代表取締
役社長 小澤謙太先生

フルアーチ 12sec

フルアーチ12秒の高速スキャン※

高精度7㎛で細部まで精密に再現

※スキャン時間は目安であり症例によって異なります。
販売名：コエックス T5

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

製造販売元：株式会社ヨシダ

届出番号：13Ｂ1Ｘ00005000236（ 一般）

東京都台東区上野 7-6-9

東京都台東区上野 7-6-9 TEL.0120-178-148（コンタクトセンター）
http://www.yoshida-dental.co.jp

令和２年４月（２０２０）
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【ブロック情報】
＜中央ブロック＞

「屋形船遊覧の集い」
（柳橋発着 東京湾周遊）
台東歯科技工士会 小松
悟
令和元年１１月２３日、東京湾周遊の集いが行われまし
た。
発起人田中澄良さんが歴代の会員諸兄が骨身を惜しま
ず役員を担われたその慰労と、技工士会のさらなる発展
を願い企画して下さいました。
夕方５時、浅草橋を出発。秋の長雨で今日も小雨。船
は柳橋をくぐり神田川から隅田川へ。両国橋を過ぎ、浜
町公園の灯りが見えて来ました。２００８年９月１４日、西澤
氏（現副会長）の会長就任のお祝いという事で有志３０名
をこえる人達が屋形船で楽しく過ごしたことに始まりま
す。
心地よいエンジン音と共に船は進み、発起人の田中さ
んより趣旨説明があり、その後元会長の金田さんをはじ
め亡くなられた方々のご冥福を祈り１分間の黙祷をさせ
て頂きました。
現会長石川氏より挨拶をいただいた頃レインボーブ
リッジが見えてきました。
お刺身、焼きとり、天ぷらを平らげお腹も一杯になっ
た頃、ビンゴ大会が始まり、さらにカラオケで盛り上が
り宴もたけなわとなり、本日のメインイベントの大ジャ
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ンケン大会でさらに盛り上がり、宴会は最高潮に達しま
した。
小雨にぬれたスカイツリーを眺めながら船は浅草橋の
「鈴木屋」に戻ってきました。
とても楽しいひと時を過ごすことが出来ました。皆様
ありがとうございました。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

＜中央ブロック＞

はじめての CAD デザイン
〜模型のスキャニングからミリングまで〜
新宿歯科技工士会 山下 敦士
令和２年１月１８日１３：００〜株式会ケイテックス研修室
にて新宿歯科技工士会主催 関根 満会長の元、＜はじ
めての CAD デザイン講習＞が開催されました。
参加者は総勢１４名、メーカー２社の材料提供、機材の
貸し出しにより講習が始まりました。
３グループに分かれて、スキャン、デザイン、基礎練
習をローテーションで行いました。
スキャンの模型は参加者自ら持参した方もおられ、一
度ワックスアップを行ったものとデザインとを比較して
みて、その違いと欠点、利点確認などを行いました。
CAD デザインの操作においては参加者の方々からワ
ンクリックで修正可能な点がアナログ技工に比べて簡便
だと驚かれてました。
最後にミリングした CAD 冠を模型にはめて支台歯の
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適合を確認し、講習を終えました。
私は新卒二年目で、主にデジタルを使った技工をして
います。今回、この講習でアナログ技工に携わってるベ
テランの歯科技工士の方々に講習しました。歯冠形態を
よく熟知されているのでデザインのスピードも速く正確
でした。
私のほうが学ぶことが多かったです。また、この機会
に参加したいです。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

＜中央ブロック＞

令和２年中央ブロック

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

＜西部ブロック＞

ボウリング大会及び新年会の開催

西部ブロック合同新年会報告

新宿歯科技工士会 関根
満
令和２年２月２日（日）池袋ロサ会館ボウリング場に
てボウリング大会、引き続き同会館「ととや」にて新年
会を開催しました。
ボウリング参加者２４名 新年会参加者２６名、でした。
石川都技会長に開会の挨拶を頂き、盛大にボウリング
大会が始まりました。皆それぞれ持てる力を十分発揮、
また楽しくボールを投げていました。
新年会宴会は同じ会館内の「ととや」で行いました。
成績発表賞品プレゼンターを都技副会長小笠原さんにお
願いして、参加者全員に賞品が渡されました。
入賞者 １位文京の和田 章さん、２位豊島の田原陽
子さん、３位新宿の小笠原 明さんでした。
大変盛会でした。

西村佳江子
令和２年１月２５日（土）
１８：００〜２０：００、渋谷東急 REI
ホテルに於いて西部ブロック合同新年会が開催されまし
た。例年、渋谷歯科技工士会が個別に開催していた新年
会と西部ブロックがドッキングして３９名の参加者が有り
楽しい催しとなりました。
渋谷歯科技工士会 谷本慎一会長の開会の挨拶に始ま
り、来賓挨拶として東京都歯科技工士会 石川功和会長
にお願いし例年の渋谷新年会形式で進行されました。
演芸司会は毎年お馴染みのタレント芸人『八福みず
ほ』さんの賑やかなリードで、劇団四季で活躍されてい
た『歌山ゆき』さんの素晴らしい歌声に合わせて、全員
で「キャッツのテーマ」を合唱有り、若手お笑い芸人
茨木愛『すいたんすいこう』さん２人に会場中が巻き込
まれて大爆笑も有りました。恒例のビンゴゲームには一
喜一憂しながらも
全員に景品がゆき
わたりました。
場内には、もう
２０年近く続いてい
る公益社団法人
【シャンティ国際
ボランティア会】
の売店が開かれ
て、東南アジアの
山岳民族や戦争未
渋谷区議会議員 岡みちる先生
亡人のお母さん達
渋谷歯科技工士会

令和２年４月（２０２０）
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が作った民族衣裳の布や刺繡の小物達がいっぱい並びま
した。西部ブロックの会員の皆さんも「こんなものは初
めてだ！」と感動し、ご家族や彼女（？）のお土産に
買っていかれて新年早々の国際貢献となりました。
同協会は、東南アジアの教育に力を入れ、絵本・本類
や文具等を送ったり、学校建設や寄宿舎の提供などをす
るために子供のお母さん達に小物製作の材料提供や作り
方の指導をしたり製品販売したりする活動をしてます。
私は、何年か前にタイ山岳民族・モン族の中から【シャ
ンティ国際ボランティア会】が派遣した先生方に学び、
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資格を取得した生え抜きの先生として帰郷し子供達のお
父さん達の手で学校が建設され、自分達の村の小さな小
学校が開校したという写真を見て大感激したものでし
た。今年も西部ブロックの皆さんの協力を得て、少しで
も子供達に本や文具を送れるかなと心温まる思いをしま
した。
来年からも、会員から西部ブロック合同新年会を、こ
のように楽しく開催しましょうという事が決まったよう
です。とにかく楽しく、そしてボランティアもしたとい
う新年会でした。

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

歯科技工士国家試験実施
都技広報部
令和２年２月１６日（日）全国５か所にて歯科技工士国
家試験が実施された。東京都は日本歯科大学生命歯学部
を試験場とした。受験生は小雨の中、各学校の担当講師
に引率され激励を受け、見送られ会場入りした。
厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の観点から検討した結果、厚生労働省および
各地の国家試験運営臨時事務所や各指定試験機関での合
格者の受験地・受験番号の掲示による発表を取りやめる
こととした。合格者は３月２６日（木）午後２時以降に厚
生労働省の Web サイトで合格者の受験地と受験番号を
掲示し、各受験者へ成績と合否を書面で通知する。な
お、歯科技工士は合格者へ合格を書面で通知する。

令和元年度歯科技工士国家試験会場一覧
受験地

所在地

北海道

吉田学園医療歯科
専門学校

北海道札幌市中央区
南３条西１丁目

宮城県

東北大学歯学部
（星稜キャンパス）

宮城県仙台市青葉区
星陵町４番１号

東京都

日本歯科大学
生命歯学部

大阪府

大阪歯科大学
（楠葉学舎）

福岡県
試験科目
１．⑴学説試験 歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能
学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技
工学、小児歯科技工学及び関係法規
２．⑵実地試験 歯科技工実技

試験場

博多メディカル
専門学校

東京都千代田区
富士見１−９−２０
大阪府枚方市
楠葉花園町８番１号
福岡県福岡市博多区
千代４−３２−１
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２０１９年度 第８回東京都歯科技工士会理事会議事録
日 時：２０１９年１２月２０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、宇山・小笠原副会長、狩野専務理事
山本・長津・松尾・木村・妹島・石原・横内常
務理事（理事１３名中１１名出席）
西村・山本（監事２名中２名出席）
欠席者：西澤副会長、佐藤常務理事
議事録作成者：横内 正
【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 妹島常務理事、石原常務理事
２０１９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 都技新年祝賀会受賞祝賀会の件（狩野専務）
当日の進行、役割分担についての確認があった。
② 都技所有 PC 使用に関する貸出し規約について
（案）（山本常務）
exocad トレーニング用 PC の貸出し案について
の説明があった。
４、報告事項
（総務部・庶務、財務）担当副会長 宇山
① 庶務報告（横内常務）
特になし。
② 財務部報告（妹島常務）
１１月会費納入・未納状況表１２月１７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（木村常務）
組織状況表１１月１日〜１１月３０日 について報告
があった。
② 組織承認事項報告（木村常務）
１１月会員異動表１１月１日〜１１月３０日 について
新入会員２名、退会者８名の報告があった。
③ 慶弔見舞報告（木村常務）
慶弔見舞い報告１１月１日〜１１月３０日について５件
の報告があった。
（学術部）担当副会長 小笠原
① 都技学術講習会開催報告終了報告（山本常務）
２０１９年度学術講習会開催報告があった。
② ２０２０年度都技学術予定表（山本常務）
２０２０年度学術講習会日程の説明があった。

③

新宿歯科技工士会主催研修の件（山本常務）
２０２０年１月１８日に新宿歯科技工士会主催で行われ
る研修会の説明があった。
（品質管理部）担当副会長 宇山
① 品質管理部報告（横内常務）
特になし。
（経営部）担当副会長 西澤
① 経営部報告（木村常務）
特になし。
（社会福祉部）担当副会長 西澤
① 社会福祉事業計画報告（長津常務）
２０１９年度社会福祉事業計画・報告について義歯名
入れ５件、防災訓練２件、地域催事参加１０件の報告
があった。
② 社会福祉部会報告（長津常務）
２０１９年１２月７日に行われた社会福祉部会の報告が
あった。
③ 東京デンタルフェスティバル２０１９ in 八王子報告
（長津常務）
東京デンタルフェスティバル２０１９ in 八王子の参
加の報告があった。
④ 令和元年１１月９日、１０日の東京デンタルショー会
計報告書（長津常務）
東京デンタルショー参加に関する会計報告があっ
た。
⑤ 令和元年１１月１７日の東京デンタルフェスティバル
２０１９in 八王子会計報告書（長津常務）
東京デンタルフェスティバル２０１９ in 八王子参加
に関する会計報告があった。
（広報部）担当副会長 小笠原
① Dentec Tokyo 報告（松尾常務）
５２１号（２月号）の内容報告があった。
② ホームページ報告（澤村部員）
特になし。
（その他）顧問との打ち合わせ報告（石川会長）
２０１９年１１月２８日、１２月１６日に行われた話し合いの
報告があった。
（日技、他団体関連）
① 国民年金基金について（松尾常務）
国民年金基金加入希望者紹介業務の説明があっ
た。
② 都技の会計業務について（宇山副会長）
会計業務についての説明があった。

令和２年４月（２０２０）

Den-tec Tokyo４月号!第５２２号

５、承認事項
① 日程表（狩野専務）
２０１９年１２月〜２０２０年２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。
１月１０日（金）１９：００から都技新年会打ち合わせ
の確認があった。
第９回の理事会は１月２４日（金）１９：３０から開始
との確認があった。
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６、監事所見
（西村監事）
理事会資料についての監事所見があった。PC 貸
出しについての監事所見があった。
（山本監事）
都技催事事業において理事の方は企画段取りや、
スケジュール変更があった場合には各部員の方々と
しっかり話し合い会員に対して早期対応をして頂き
たいとの監事所見があった。

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

２０１９年度 第９回東京都歯科技工士会理事会議事録
日 時：２０２０年１月２４日（金）１９：３０〜２１：００
場 所：東京都歯科技工士会館
出席者：石川会長、西澤・宇山・小笠原副会長、狩野専
務理事、山本・長津・松尾・妹島・石原・横内
常務理事（理事１３名中１１名出席）
西村・山本監事（監事２名中２名参加）
欠席者：木村・佐藤常務理事
議事録作成者：横内 正
【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 西澤副会長、山本常務理事
２０１９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 学校説明会の件（狩野専務）
理事担当者について確認があった。
② 「技工所開設届」一覧表写し取得担当者の件（狩
野専務）
理事担当者について確認があった。
③ 日技代議員選挙の件（狩野専務）
石川会長、宇山副会長、狩野専務の３名が立候補
者届けを提出する事で確認があった。
④ 「令和２年度診療報酬改定講習会」の実施につい
て（狩野専務）
開催する意向であり日程については後日報告との
説明があった。
⑤ ２０２０年度「感染予防歯科技工士講習会」開催意向
について（狩野専務）
開催する意向であり講師、日程については後日報
告との説明があった。
⑥ exocad トレーニング用 PC 用規則（C 案）
（小笠
原副会長）
トレーニング用 PC の運用基準の他の案について
説明があった。
⑦ ２０２０年度予算案（宇山副会長）
予算案について説明があった。
４、報告事項
（総務部・庶務、財務）担当副会長 宇山
① 庶務報告（横内常務）
特になし。
② 財務部報告（妹島常務）
１２月会費納入・未納状況表１月２４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（西澤副会長）
組織状況表１２月１日〜１２月３１日 について報告

があった。
組織承認事項報告（西澤副会長）
１２月会員異動表１２月１日〜１２月３１日 について
新入会員１名、退会者１名の報告があった。
③ 慶弔見舞報告（西澤副会長）
慶弔見舞い報告１２月１日〜１２月３１日について１件
の報告があった。
（学術部）担当副会長 小笠原
① 都技学術講習会開催報告終了報告（山本常務）
２０１９年度学術講習会開催報告があった。
（品質管理部）担当副会長 宇山
① 品質管理部報告（横内常務）
特になし。
（経営部）担当副会長 西澤
① 経営部報告（西澤副会長）
特になし。
（社会福祉部）担当副会長 西澤
① 社会福祉事業計画報告（長津常務）
平成３１年度社会福祉事業計画・報告について義歯
名入れ５件、防災訓練２件、地域催事参加１０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）
５２１号（２月号）が２月１日発送との報告があっ
た。
② 賛助会員案内（案）（小笠原副会長）
賛助会員説明会及び懇談会を３月６日（金）
１７：３０
から行うとの説明があった。
③ ホームページ報告（澤村部員）
ホームページアクセス状況は１１月が６８７件、１２月
が７５３件との報告があった。
（日技、他団体関連）
① 保険点数改定について（西澤副会長）
保険点数改定についての説明があった。
５、承認事項
① 日程表（狩野専務）
２０２０年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。
第１０回の理事会は２月２８日（金）１９：３０から開始
との確認があった。
６、監事所見
（西村監事）
PC 運用要項について項目の言葉を修正するよう
監事所見があった。
（山本監事）
外部顧問との報告を毎月してほしいとの監事所見
があった。
②

（ 10 ）

Den-tec Tokyo４月号!第５２２号

令和２年４月（２０２０）

都技フォトクラブ活動報告

フォトクラブ寸評会報告
昨年は、撮影会には、天候に恵まれず中止が多く残念でしたが、年号も変り令和という新しい年を迎え、皆
さんと一緒に頑張りたいと思います。
寸評会開催については日頃、個人が色々と撮られている写真を出して頂き、個性のあるバラエティーに富ん
だ写真もあり、これは又良かったと思い、今後は枠に拘る事無く自由にやって行きたいと思います。
都技フォトクラブも発足２０年近く成り皆様もお気軽に参加して見ませんか、楽しいひと時をご一緒に、お待
ちしています。
フォトクラブ会長 小泉利明

「旧家の茅葺き」
香川県四国村
小泉利明

「霧氷の花」
美が原高原
尾崎和江

「ショーウインドー」
麻布十番
遠藤 勇

「考える人」
川越喜多院五百羅漢
市川 修

「オリンピックよ、天気にな〜れ‼」
千駄ヶ谷 メインスタジアム
田中澄良

「寒ボタン」上野寛永寺
遠藤久子

「童子」
新宿御苑
鈴木誠子

「白サギの舞」
自宅近くで
茂木 登

「いどめ‼ 日本海」
敦賀 気比の松原
西村佳江子

「アルプス銀座」
南アルプス
鈴木平太郎

令和２年４月（２０２０）

Den-tec Tokyo４月号!第５２２号

都技のうごき

都 技 慶 弔 見 舞

!２月
１日

最新の歯科技工技術Ⅲ

８日

基本講習会Ⅱ

１６日

応用講習会Ⅳ

１７日

日本歯科大学東京短期大学
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⑴

死亡及び高度障害状態のときは、見舞金１０万円。

⑵

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
学校説明会

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。

東邦歯科医療専門学校

学校説明会

⑷

出産のときに祝金１万円。

２１日

新東京歯科技工士学校

学校説明会

⑸

自宅又は歯科技工室が半焼以上のときは見舞金１万

２８日

第１０回理事会

円。一部焼失のときは見舞金５千円。

東京医科歯科大学歯学部口腔保健工学専攻

学

校説明会

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。

!３月

※事項の発生から３０日以内に都技へお申し出ください。

１日

全都講習会（中止）

６日

賛助会員説明会（中止）

７日

最新の歯科技工技術に関する講習会Ⅳ（延期）

１４日

卒後実習講習会Ⅲ（延期）

１５日

卒後実習講習会Ⅲ（延期）

２７日

日本大学歯学部附属歯科技工専門学校

学校説

明会
第１１回理事会

新 入 会 員 紹 介

田川

哲成（新宿）

長崎歯科技術専門学校

H１５年３月卒

山口雄一郎（江東）
日本歯科大学東京短期大学

H３年３月卒

■会費のご案内
●

毎月の会費は①日技会費
会費

●

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、
会費案内を参照の上、ご確認下さい。

●

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
ホームページの「地域技工士会活動情報」をご覧いた

出典：首相官邸ホームページ
（https：//www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）

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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