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八代歯科医師会 理事懇談会
令和元年7月12日（金）

熊歯技広報（P1）第 118 号

7 月 12 日 毎年恒例の八代技工士会と八代歯科医師会 理事懇談会が開かれました。

今年度は、両会共理事が改選され初顔合わせとなった懇談会でしたが

アルコールの力は凄まじく直ぐに和気あいあい‼

夏のレクレーションもビール列車に決まり（どんだけ飲むねん‼笑笑）良いスタート
が切れたように思います。

八代支部 中村

学校訪問
令和元年9月19日（木）

令和元年 9月 19 日組織担当の吉田理事と上村で、技工学校訪問
に行ってきました。
今回は生涯研修に学生に参加要請をお願いすることと、自分が
会長に就いてまだちゃんと挨拶に行けてなかったので、教務主
任の中川先生に会いに行く事に、吉田理事が学生の時中川先生
が担任だったそうで、懐かしそうに話されてました。

10月 13 日の生涯研修の概要を話、2年生に参加要請しました。
前日が入試があり、先生方は採点等ありまして即答というわけ
にはいきませんでしたが、通年技工士会の学校訪問の予定にい
れられてまして、次回の訪問も約束取り付けてきました。

生徒さん以前に比べたら、かなり減ってて今後の業界の未来が
懸念されます。



慰労会
令和元年7月27日（土）
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7 月 27 日 南坪井のレストランで 会長職を 2期務められた 川崎前会長の慰労会を開催しました。

川崎前会長には失礼でしたが新理事の懇親会も兼ねさせていただき また 前会長を労いに井上元監事も参加され 賑やかな 宴席
となりました。

白髪混じりの おじさま集団には なんとも似合わない オシャレなお店でしたが 料理も美味しく どの席も杯が進んでおりまし
た !!

川崎前会長 長年の会務 ご苦労さまでした !!
これからも お元気で 活躍される事を 祈念しております。

副会長 中村

理事会前に登記に使う書類にサインと印鑑 理事会終わって慰労会に懇親会スタート
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齋藤郁子氏旭日単光章受章祝賀会（衛生士会）
令和元年9月1日（日）

八代歯科医師会と八代歯科技工士会合同イベント
令和元年8月31日（土）

令和元年 9月 1日（日曜日）午後 1時から ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイにて式典及び祝賀会が開催されました。

　令和元年春の叙勲での表彰されました。長年の功績が認められての事です。
簡単に紹介いたしますと、昭和 37年に衛生士学院卒業され、熊本市の保健所に入所されました、保健所に衛生士が入所は初め
ての事で、今の礎を築かれ現在の郡市における歯科衛生士の役割を構築され多大なる歯科医療に貢献されてきました。

　熊本県歯科衛生歯科医会長をされた後は日本歯科衛生歯科医の副会長の職に熊本だけではなく日本の歯科医療へと精力的に
活動されてきました。
技工士会からは熊本市の吉村会長、県から上村会長が参加して来ました。僭越ながら、万歳三唱をとの指名で最後にお祝いを
述べてきました。

上村敬三

8月 31 日 令和最初の夏 最後の日に 恒例となりつつある 
八代歯科医師会と八代技工士会の合同イベント ビール列
車に乗ってきました。

昨年は 予約が取れず 2 年ぶりの開催です

日頃から 八代地区は歯科医師 技工士 仲が良いのですが 
飲み会となると 輪をかけて親しさが増します

八代歯科医師会会長挨拶の後 八代技工士会 片山会長が乾
杯の音頭をとったんですが 丁度 話しかけられて 写真が撮
れませんでした。
片山会長……ごめんなさい (∵・ω・）ｻｰｾﾝ｡

衛生士会会長の挨拶 歯科医師会から挨拶 来賓挨拶 ご本人から謝辞

記念品　贈呈 花束贈呈



熊本県歯科技工士会生涯研修
令和元年10月13日（日）
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2019 年 10 月 13 日（日） 杉岡日技会長をお招きして 生涯研修（基本）を開催しました。
台風 19号の影響で交通機関がマヒする中 2 日かけて来熊して頂き 恐縮の限りです。
講演は普段の学術的なものでなく技工士会 や連盟の重要性を説く興味深いものでした。

何のために技工士会はあるのか 連盟はあるのか !!
自分たちの環境は 自分たちでどうにかしないと 変わらない…他の団体が助けてくれる訳では無い !!
法や制度を改善していくには会として国と折衝していく訳ですが 如何せん組織率 3割の団体 中々思うようには行かず 時間も掛
かります。

私達 一般会員に出来る事は 退会しない事 入会を促進する事 !!
組織率が上がれば 改善のスピードも上がります。

この日は 非会員の受講も多く とても意義ある研修会だったと思います。参加 54名でした。
なお、前夜は杉岡日技会長を囲んでの懇親会だったのですが 三島監事の仕切りで 大いに盛り上がりました !

熊本県歯科技工士会生涯研修
共に語ろう！歯科技工士のこれからVol.1 Vol.2
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新入会員歓迎会
令和元年11月9日（土）

　２０１９年 11月 9日午後 7時より熊本市中央区の酒湊
にて、新入会員歓迎会が開催されました。
主催は熊本支部の理事で、新入会員 5名のうち 3名参加さ
れました。
一人キャンセル出たので急遽宗像さんの奥さまも参加して
いただきました。
盛り上がり親睦を深め楽しいひと時を過ごすことができま
した。

来年も新入会員が入りこう言う会が開けるように努力して
行きたいと思います。

上村敬三

2019 年度 第２回評議員会 第１回全国会長懇談会
令和元年11月16日（土）

２０１９年１１月１６日　歯科技工士会館にて午前評議員
会午後会長懇談会が開催されました。
議事の前に第 25回参議院選挙で当選された、石田まさひ
ろ参議院議員が挨拶に来られ当選のお礼と、技工士会の現
状技工所等の視察について述べられ、歯科技工士の抱える
課題に関して、良い方向に向かうように協力していきたい
と言われました。

午後からの全国会長懇談会では厚生労働省保険局歯科医療管
理官の小椋正之氏をお招きし

歯科診療報酬についての講演をしていただきました。現状医
療費総額約 43兆円　医科医療費約 31兆円　歯科医療費約 3
兆円　調剤薬 8兆円　

　社会保険医療協議会法の中で、歯科医療が良い方向に向か
うような診療報酬改定に向け話し合いを重ねて時代にあった
項目を入れたり使用頻度が減少してるものを削除したりして
見直しを重ねて診療報酬改定に向けて検討していきます。

　最後にテレワークについて各評議員からいろんな意見を出
し意見交換がなされました。

これは①在宅勤務：労働者の自宅で業務を行う　②サテライ
トオフィス勤務：労働者の属するメインのオフィス以外に設
けられたオフィスを利用する。③モバイル勤務：ノートパソコ
ンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を
行う　技工業界に当てはめてみてまだまだ法整備が整ってお
らず、どういう方向に向かうかこれからです。

第一号議案　2020 年度活動方針承認を求める件
第二号議案　2020 年度予算承認を求める件
第三号議案　日本歯科技工士連盟規約一部改正の件

「１」　組織拡充について
「２」　その他

「１」　時局・渉外について
「２」　第 25回参議院議員通常選挙日技連盟推薦（支援）
　　　候補者結果報告
「３」　その他

議案

協議事項

報告事項
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2019 年 11 月 17 日　スポーツ大会
令和元年11月17日（日）

２０１９年 11月 17 日 快晴の中 恒例のスポーツ大会が開かれました。

今年も ソフトバレーでしたが 老若男女問わずに出来て 日頃動かない私達にはもってこいのスポーツです 。（笑）
会員の御家族も多数参加され 珍プレー 好プレー出る中 八代支部が初優勝 !!……多分…
担当の人吉支部の見事な運営でスムーズで和気あいあいの大会でした。
なんと言っても 予算も少ない中 驚く程の賞品の数々…… 地元ならではの 農産物や焼酎など 人吉で開催されたんだと 
改めて感じることが出来 とても良い 一日となりました !!

伊東歯科口腔病院　創立八十周年記念会
令和元年11月23日（土）

講演 1
「1.5 次医療機関と歯科専門医のすゝめ」
　日本歯科医学会会長　住友雅人
講演 2
「今後の歯科保健医療の方向性について」
　厚生労働省医政局歯科保健課長　田口円裕
後半の座長は熊本大学大学院　生命科学研究部　歯科口腔
外科学講座教授　中山秀樹
中島矯正歯科クリニック院長　中島榮一郎

講演 3
「口腔医療の未来」
日本口腔外科学会理事長
北海道大学大学院歯学研究院　口腔病態学講座
口腔顎顔面外科学講座教授　鄭　漢忠
講演 4
「日本の矯正歯科の現状と将来」
日本矯正歯科学会理事長
東京医科歯科大学大学院歯科総合研究科　顎顔面頸部
機能再建学講座　顎顔面矯正学分野教授　森山啓司

２０１９年 11月 23 日記念講演会及び記念祝賀会が開催
され参加してまいりました。
記念講演会は 15時よりびぷれす熊日会館６F　祝賀会は
ホテル日航熊本 5階　阿蘇
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医療法人伊東会 伊東歯科口腔病院 創立８０周年記念祝賀会
令和元年11月27日（水）

ホテル日航熊本にて 5時半開場　６時より祝賀会が開催されました。
開会の辞の後祝典演奏から始まり、主催者挨拶では三兄弟　理事長　病院長　院長で登壇されました。

熊本県歯科医師会会長挨拶から知事　市長　熊大学長　肥後銀行会長　鶴屋百貨店社長中島矯正歯科クリニック院長　
等あり一時間半に及びました。
総勢６００人による祝賀会になりました。

新樹会望年会
令和元年12月14日（土）

令和元年 12月１４日土曜日　ホテル日航熊本にて恒例の新樹会の望年会が開催され参加してまいりました。
今回は会場に入ってビックリしたのですが、少ないよくよく聞いたら熊本でハンドボールの国際大会が開催され本来な
ら１２月の第一土曜が例年の開催日時でしたがホテルが取れず次の週へ忘年会ピークの時期参加できない先生方が出る
ことに。

色んな話ができ、有意義で楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

上村敬三


