年度評議員会・総会並びに

新会長に吉川昇平氏

期）の就任が承認

輪 光良氏 ( 期 か)ら役員人事の改選が

（

収入や会員の寄付と言った収入も加わ

提案され、可決された。指輪氏は２期６

期）に引き継がれた。

り、会長職は専務理事を務めた吉川 昇

平氏（

勝 氏（再 任 ・

期）

ま た その 他に も役 員の 変更 が 承認 さ

れ た 。 また 寺 石

期 ） は、 本 会初の 女 性 三役

（新役員については別紙参照）

と期待される。

校生達にとって大きな励み・目標となる

れ以上を女性が占める現在の卒業生・在

界の象徴であり、定員の半分、またはそ

である。女性比率増加という歯科技工業

静穂氏（

と 共に副会 長の就 任が承認 された山 口

16

平成
。

り、同窓会誌発行といった同窓会の行事

年 間会長を 務めた が、本年 度から渡 辺

第５号議案のその他では、現会長の指

を省略することなく約百七十万円という

では、基本理念の「同窓会に貢献する」

期 ） と共に 監 事 とな

克 美 氏 （再 任 ・

された（第４頁参照）。

大きな金額を繰越すことができたと報告

積極的な経費節減が功を奏し、また広告

第２号議案の決算報告では、各理事の

回技工研究談話会開催

年度の事業報

の招待を受けて、卒業式だけではなく

の部分が不条理ではないか、という意見

16

21

42

第

号議案の平成

入学式にも会長が出席したとの報告も

が出席していた評議員（代理）から出さ

年 度事業 計画案

あった。更にその際に学生が入学時点

れたため、協議の結果「母校の発展に貢

第 ３号議 案の平成

から同窓会の存在を認識し、つながり

年 度予算 案は異

献する」と修正する事となった。
議なく承認された。

第 ４号議 案の平成

を意識してもらうため同窓会名とマー

あった。また昨年度より母校校長から

絡会議の理事会に参加したとの報告が

た第９回国立歯科技工士学校同窓会連

告では、対外交流として５月に行われ

第

事業計画・予算案等をまとめて会員各位
にご報告致します。

クがプリントされたクリアファイルを

23

23

26

製作、新入生に配布したと報告があっ
た。

指輪 光良氏

総会風景

潤哉
境
編集責任者

!!
26

26

阪大歯技会

会員だより

33

去る平成 26 年 5 月 25 日（日）
大阪大学中之島センター（北区中之島）
において、平成 26 年度大阪大学歯技会
定例評議員会が、引き続いて歯技会定例
総会、並びに第３3 回技工研究談話会が
行われました。
『会員だより』本号では事業・決算報告、
25

URL: http://www.h-shigikai.org/
ＴＥＬ ０６－６８７９－２２８５
発 行 責任 者
吉 川昇 平

歯技会

1

[発行所] 〒565-0871 吹田市山田丘１－８
大阪大学歯学部附属歯科技工士学校同総会

大阪大学
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大阪大学歯技会 会員だより 第９１号
（１）

平成 26 年度評議員会・総会議事報告

（１）

大阪大学歯技会 会員だより 第９１号

平成 26 年 6 月 30 日 発行

新会長挨拶

校・病院技工室との連携を密にして、よ
り良い歯技会活動を目指します。

会員を主体とする世代に引き継が

き、期を越えた情報交換・交流の輪を広

すので、各種行事へ積極的にご参加を頂

日（日）、大阪

第 回技工研究談話会
並びに新入会員歓迎会
年５月

回技工研究談話会が開催され

期生と若手で

ての関心の高さを強く実感した。

場からの質問も多く、審美矯正に関し

にわかりやすく学ぶことができた。会

多数用意されたサンプルと共に、非常

美矯正装置を数多く紹介してくれた。

ティックスリテーナー等の最新の審

した、勤務先で日々製作しているアス

願う患者の要求を満たすために進化

でも「できるだけ綺麗でありたい」と

し、「綺麗になるため」の矯正治療中

～」と題
Esthethic+Orthodontics=?

甲斐氏の発表は「審美矯正～

0

あった。

よび佐藤由衣氏、共に

た。今回の二人の演者は甲斐亘輝氏お

て、第

大学中之島センター（大阪市）におい

去る平成

33

新たな段階に向かって進みつつありま
す。また、近年の技工研究談話会には、

このため、事業活動では学術面のみな

上に会員の皆様の同窓会へのご支援を頂

れつつあることを表す象徴的な行

げて頂ければ幸いです。また、ご意見・

26

演者や参加者に若い会員が多くなってき

らず、歯科技工界はじめ社会で有用とさ

る財務基盤の確立であることは、これか

くことが必要不可欠であると考えていま

事でもあったと思います。以来、こ

ご提案があれば、是非執行部へご連絡く

25

51

たことは大変うれしい限りです。

会員の皆様、日頃は大阪大学歯技
れる後進の育成を目指して多角的に行事

一方で、安定した会運営の最も重要で

を企画してゆきたいと思います。

このたび歯技会会長を拝命しま

かつ基本的な前提は、皆さんの会費によ

を頂きありがとうございます。

期の吉川昇平です。大役で

した、

はありますが、微力ながら責務を全

らも変わらない現実です。歯技会がこれ
からも会員の皆さんにとって、かけがえ
のない絆を維持する組織として機能し続
けられるよう、年度内早目の会費納入に

年 に 前 指 輪会 長

を実行委員長として開催された、母

一段のご理解・ご協力をお願いします。
新体制の発足にあたり、現在会務を支え

周年・歯技会設立

の記念事業で大きな節を越えまし

いずれにしても、歯技会活動をより実

て頂いている理事各位には引き続き更な

効あるものにするためには、これまで以

る御尽力をお願いしております。

心両面で歯技会の中心としてご活

先輩方によって築かれ、維持されて

こ数年の間には母校の教務主任と

ださいますようお願い致します。

20

病院技工室の技工士長が世代交代

きた組織運営が、我々

期代以降の

躍頂 いた選科 から

期代までの諸

た。それは、大きな記念の日である

30

と共に、これまで長年にわたって物

校創立

周年

歯技会は平成

宜しくお願い致します。

うしてまいる所存ですので、どうぞ

23
50

33

この時局の変化を好機ととらえ、母

会の会務に多大なるご理解ご協力

吉川 昇平(23 期)
２２
10

佐藤由衣氏（５１期） 甲斐亘輝氏（５１期）
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大阪大学歯技会 会員だより 第９1 号
（２）

佐藤氏の演題は「

Whay are you

～今やるべき事とは何
doing now?

か～」であった。氏が大阪セラミッ

クトレーニングセンターで学んだ

カービングの大切さとポイントを

わかりやすく解説してくれた。

の普及でともすれば忘
CAD/CAM

れがち・疎かになりがちな「歯の形

態」という歯科技工士としての基本

を、はっと思い出させてくれる刺激

を感じた内容だった。

談話会後は肥後橋近くのレストラ

ン「サルベージ」にて新入会員歓迎

会が催された。吉川新会長の元、和

気あいあいの楽しい雰囲気の中で

大勢の新入会員と共に杯を交わし

交流を深める事が出来た。若手とベ

テランとが協調し合い更なる同窓

会の発展に取り組むことを誓い閉

会した。

（２）

大阪大学歯技会 会員だより 第９1 号
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平成
《基本理念》

年度事業計画

大阪大学歯技会は、永続的な同窓会の

自主研究の成果やその他趣味などで掲載希望の

御連絡をお願いします。

※先ずは内容についてお問い合わせください。

（掲載の適否はＨＰ担当に御一任ください）

委員会事業
■
回技工研究談話会

歯技会ホームページ掲載原稿・資料⇒随時募集

【学術】【福祉】
・第

（大阪大学中之島センター）
・新入会員歓迎会
【広報】
号発刊

・会員だよりの発行
・歯技会誌第

・歯技会ホームページの充実
【会計】
・会費徴収の推進について、円滑
な会費徴収体制の検討
【組織】
・会員名簿の発行

会員数状況

■ご意見ご要望をお寄せください■

年度事業報 告
号の発刊

運営を目指すため、それぞれの分野の
特性と能力を十分に活かしつつ、相互
連携の強化を図り、母校の発展に貢献
する。そのために組織の活性化の強化
に取り組み、後進の育成と同窓会運営
に資する「人材育成」を促進する。
また、歯科技工技術面のみならず一人
の社 会人として 求められる各 種スキ
ルの醸成に必要な卒後研修を検討し、
実施 するために 以下の基本方 針を定
め実行する。

号発刊

ホームページ充実の実施中です!!

平成

『基本方針』

１、阪大 歯技会 誌

２、学術 活動の 充実

３、健全 で公平 な財政 運営

４、会員 親睦の 推進
５、対外 交流の 継続
６、人材 の発掘
７、歯技 会ホー ムペー ジの 充実

期生入学式 出席

役
■員行事

・第

・技同協 理事会

期生卒業式 出席

・技同協 移動理 事会

・第

《基本方針》
１、大阪大学歯技会会誌

平成２６年６月現在

委
■員会事業
回技工研究 談話会 （中 之島セ

２、学術活動の充実

５７名

【学術 】
【福 祉】

・第
ンター）

３、健全で公平な財政運営

休会会員 ７９名
物故会員（特別会員物故を除く）

広告掲載随時募集中 !!

cuznf800@occn.zaq.ne.jp

・新入会員歓迎会（肥後橋「ドルフィン

４、会員親睦の推進
５、対外交流の継続
６、人材の発掘
７、歯技会ホームページの充実

１名

ズ」
）

号の発刊

期生入学式出席

役員事業
■
・第

・国立歯科技工士学校同窓会連絡会
・全国歯科技工士学校同窓会協議会
・技同協移動理事会

特別会員

[歯技会 URL http://www.h-shigikai.org ]

連絡先 ☞ 広報理事 (ＨＰ担当)上原禎治（22 期）

33

1130 名

26

期生卒業式出席

１４名

【広報】
・会員だ よりの 発行
・大阪大 学歯技 会会誌 第

【会計】
・会費徴収の推進
【組織】
・会員名簿の発行

・第

総会員数

35

25

・歯技会ホームページの充実

３５

36

54
53
32

36

名誉会員
内

55

53
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大阪大学歯技会 会員だより 第９1 号
（３）

大阪大学歯技会 会員だより 第９1 号

（４）

会計理事からのお願い
ー会員の皆様へー
平素より会費徴収にご理解とご協力を頂き
ありがとうございます。
さて、同窓会では安定かつ永続的な運営の
ため、健全財政の推進を掲げ会費納入率の
向上に取り組んでいます。
会費の趣旨をよくご理解いただき、未納会費
のある会員の方は、一日でも早く完納をお願
いいたします。
（分割納付も可能です。ご相談下さい）
問合せ先 ☞ 会計理事 藤本美紀（37 期）

□■郵便振込先■□
大阪 ００９５０－５－５６８０５
＜会費年額＞ ２，０００円
住所・氏名・期別を明記して下さい。
※振込用紙は歯技会誌巻末にも綴じ込んで
います

平成 26 年 6 月 30 日 発行

渉外埋事第29期大塚正季
前回に引き続き 、 渉外理亭を担当させていただく事になりました 。 歯技会誌へ
の広告掲載に関する敢りまとめが主な仕事になります。
近年 、 広告掲載に対する考え方も変わって、 会誌への広告掲載も少なくなっ
てきています。 今後の状況も徴しいものがあります 。
会誌広告は 、 例年 9 月頃から募集を始め 、 11 月中に広告原稿を準備し 12 月
に発行される会誌に掲載される流れです 。 医院紹介 、 ラボ紹介など企業広告
の他にも幅広い内容の広告を吾集しています。一度ご検討のほどよろしくお願
いします 。 また 、 取り引き先の歯科蘭店 、 メーカ ー等へ広告掲載の声かけをし
て頂けると助かります。
ここで 、 広告掲載費用について案内しておきます 。
85版縦原稿・・・30000円 86版横原稿・・・20000円
になっていまれ皆様からの申し込みをお待ちしております。
最後になりましたが、 吉川新会長のもと 、 新たな同窓会運営のスタ ー トです◇
充実した同窓会となる様に微力ながらお手伝いさせて頂くつもりです。卒業生 、
技工土学校 、 病院技工室 、 三位一体のすばらしい同窓会となる様に皆様の同
窓会行事への参加 、 協力もよろしくお願いします。

，

，

欺

『平成26年度技工研究談話会発表漬
題公募と会員の学術集績輯告について』
①平成27年5月予定の技工研寅鱗話会での覺豪漬題
テーマ')蜻科学全般とその周辺学誨
遠考）募集多数の場合は学曹委 で選考します。
綿め切り）随待受け付け

a

②會謎36号掲麟の学衛業績
樟め切り）会誌Ill学術業極は8月末まで
各遷絡先ぷ· 学術担当委負星野翔平(50期）

"'

'
•
f

平成26年度新入会員紹介（第53期生）
石村、真央、 溢ほ屎四国中央市
大阪府吹田市
糧竃麟費
射湯曾也
大阪府堺市
大島や すは
大阪府茨木市
盲
大咸
広品咲広島市
霙輝
神p
奈良共奈良市
大阪府吹田市
圃友尚子
佐伯亮
兵圧県HI 西市
隅Ill●吾
兵J尿原＝田市
奈良屎吉野屈
愛媛県新居浜市
辻屋 千重秋衣
檜
I
千葉県船楼；市
船 葦 費砂
兵店呉西宮市
水口●
滋竺県長浜市
雲 Ill 享久
大阪府堺市
縁下甑糧
大阪府大阪市
山内 佑太
大阪府忘槻市
八＊ 董
山● 曽美

