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平成２８年度 事業経過報告 

一般社団法人秋田県歯科技工士会 

 

 平成２８年度は、昨年度見送った種苗交換会での技工フェアも開催し、例年通り 2回開催した。ボ

ランティア活動の一環として、熊本地震被災者への義援金を会員から募り、日技を通して送金した。

日本赤十字社秋田県支部への寄付を行い、鳥インフルエンザ被害の大森山動物園が再開される時期に

合わせた応援広告にも協力した。また、日本歯科技工学会北海道・東北支部学術大会が秋田県で初開

催され、技工士会でも基本研修に認定されたこともあり、協力した。 

 

Ⅰ継続事業 

（1）歯科技工学の普及啓発事業 

 歯科技工フェア歯科技工フェア歯科技工フェア歯科技工フェア     ※（6/7 秋田魁新報に掲載） 

 １．大森山動物園 

・日 時  平成２８年 ６月 ５日（日） 午前９時～午後４時半 

       *春のふれあいフェスティバル時 

・会 場  大森山動物園 

・内 容  最新補綴物、動物の歯に関するクイズ、歯の相談コーナー、石膏模型や手型採取 等 

      スギッチも来場し、虫歯予防のＰＲやパレードに参加 

・参加数  技工士  １６名  歯科医師 ４名  歯科衛生士 ４名    
        来場者 約３００名（歯科相談コーナー ８０名） 

 

 ２．種苗交換会 

・期 日   平成２８年１０月２９日（土）～１１月 ４日（金） ７日間 

・会 場   湯沢雄勝広域交流センター （協賛第 1会場） 

・内 容   歯科補綴物の模型展示、歯科技工に関するパネル展示、来場者の手型採取 

・手型採取数 10/30 ３０名  11/3  15 名 

        ※飲食ブースから離れた場所だったため来場者数が大幅減 

・参加数   ４日間（搬入・搬出含む） のべ ２１名  

   

義歯ネーム入れボランティア義歯ネーム入れボランティア義歯ネーム入れボランティア義歯ネーム入れボランティア    

 ・日 時  平成２８年７月１６日（土） 

・場 所  特別養護老人ホーム『平成園』（湯沢市） 

・参加者  歯科技工士 １５名  歯科医師 ６名  ※見学者 医師 １名 

・対象者  １６人   ３０床 

 入れ歯ケース贈呈入れ歯ケース贈呈入れ歯ケース贈呈入れ歯ケース贈呈    

 ・日 時  平成２８年 ９月１４日（水） 

・場 所  独立行政法人地域医療機能推進機構あきた病院附属介護老人保健施設（能代市） 

・贈呈品  入れ歯ケース １００個  入れ歯洗浄剤 ４箱   

献血ボランティア献血ボランティア献血ボランティア献血ボランティア    

・日 時  平成２９年 ２月 ５日（日） 午前１０時～午後４時 

・場 所  イオン大曲店 

・参加者  会員 １０名   

・献血者  受付者５５名   400ｍｌ献血 ５０名  
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広報発行広報発行広報発行広報発行    

 ・平成２９年 １月２７日  №６７ 発行 

 

ホームページ更新ホームページ更新ホームページ更新ホームページ更新    

 研修会お知らせ、献血ボランティアお知らせ 種苗交換会お知らせ 等 不定期に更新 

 

寄付等寄付等寄付等寄付等    

・熊本地震義援金  

  平成２８年４月～６月  日技を通して被災地の歯科技工士に義援金を送金 

   会員１９名より 合計９４,０００円  

・日本赤十字社秋田県支部へ寄付   

  平成２８年１２月２７日   金額  ２０，０００円 

・大森山動物園応援広告 

  平成２９年３月１７日付 秋田魁新報掲載   

  鳥インフルエンザの風評被害対策として 

 

 

(２)教育研修及び徳性の向上事業 

 生涯研修生涯研修生涯研修生涯研修    

県技主催県技主催県技主催県技主催        

  【基本研修】･･･兼 日本歯科技工学会北海道・東北支部学術大会 

   ・期 日   平成２８年１１月１３日(日) 午前１０時～午後４時 

    ・場 所   ユースパル 

・講 師   講演Ⅰ 福田 雅幸先生（秋田大学医学部附属病院 病院教授） 

テーマ    『秋田大学附属病院歯科口腔外科における歯科技工室との 

                          コラボレーション』 

       講演Ⅱ 菅野 雅人先生（本会会員・東日本大震災復興支援チャリティー公

演会東北代表演者） 

        『多数歯齲蝕におけるラボサイドアプローチ』 

       講演Ⅲ 加藤 武彦先生（歯科医師） 

        『100 歳高齢者時代に噛める義歯を作るために 

                    ～デンチャースペース義歯への道～』 

    

・単位数   ５単位 

・参加者   会員 １７名  県外技工士会会員 ７名  未入会者 ４名 

       歯科医師 １３名  その他 ２名    

               

   【自由研修】･･･県南支部と合同開催 

     ・日 時  平成２８年 ９月４日（日） 午前１０時～午後３時 

     ・場 所  大曲市民交流センター   

・講 師  山本 洋一先生（歯科技工所 ㈱メディナ ） 

      テーマ  『顎堤条件に左右されない～ニュートラルゾーン理論による～ 

                    「デンチャースペース義歯」その理論と実際』 

     ・単位数  ８単位 

     ・参加者  会員２０名  未入会者 ３名  歯科医師 ２名 
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 生涯研修修了者生涯研修修了者生涯研修修了者生涯研修修了者    

 Ⅰ. 第６期   酒樹 栄 

  Ⅱ. 第５期   田中 清志 

  Ⅲ. 第４期   佐藤 秀伸 

  Ⅳ. 第３期   加賀 雅義 

 

 

（3）関係団体と連携する事業 

 ラジオスポット広告放送ラジオスポット広告放送ラジオスポット広告放送ラジオスポット広告放送    ～歯と口の健康週間～ 

   ・期 間  平成２８年 ６月 ４日（土）～ １０日（金） 

   ・局 名  ＦＭ秋田 

   ・内 容  歯と口の健康週間に合わせて県民に歯の大切さを呼びかける啓蒙活動 

        （秋田県歯科医師会主催 本会、歯科衛生士会共催） 

 

 

 

 

Ⅱその他の事業 

 東北ブロック会議東北ブロック会議東北ブロック会議東北ブロック会議    

  ・期 日   平成２８年１０月８日（土）午後１時～５時 

  ・場 所   山形グランドホテル（山形市） 

  ・参加者   今野会長、佐藤（仁）副会長、渡辺（倫）専務理事、佐々木（順）理事 

    ※G マークに関して、各県技の担当者がこれまでに 3回のネット会議を開催 

     本県担当者：佐々木順也理事 

 

 秋田県歯科医師会との懇談会秋田県歯科医師会との懇談会秋田県歯科医師会との懇談会秋田県歯科医師会との懇談会    

  ・期 日  平成２８年１１月 ５日（土） 

  ・場 所  ぷくぷく 

・参加者  本会～今野会長、酒樹・佐藤（仁）副会長、渡辺専務、佐々木（順）理事、 

佐々木（秀）理事 

        歯科医師会～藤原会長、梅田・守口副会長、鈴木専務、杉田理事、鈴木事務局長 
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Ⅲ 法人事業   

組織組織組織組織状況状況状況状況    

・秋田県技独自の方策として、今年度も入会者を紹介した会員への報奨金制度を継続した。 

 

   平成２８年度会員移動状況 

      
H27.3 末現在 入会（新卒） 転入・転出 退  会 増  減 合  計 

中  央 71 2 0 △1 1 72 

県  南 36 0 ０ △2 △2 34 

県  北  5 0 ０ 0 0  5 

能代山本 19 0 0 △1 △1 18 

本荘由利 14 0 ０ 0 0 １4 

合  計 145 2 0 △4 △2 143 

 

※県南地区の退会は死亡による退会 

 

 

 

その他その他その他その他    

・通常総会、三役会、監査を各１回開催 

・理事会を総会前理事会を含め計４回開催 

・役員改選のため理事変更登記手続 

・日技社員総会、全国会長懇談会に代表者が出席 

・秋田県歯科医療専門学校歯科衛生士科の入学式、宣誓式、卒業式に会長が出席 


