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平成２９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２９年度は、共済事業と福利厚生事業を開始し、会員の福利厚生の充実と健康増進を図った。

女性歯科技工士が働きやすい環境を作るための講演会を公開講座として実施した。また、東北ブロッ

ク会議が 9 年ぶりに秋田県で開催された。『安心安全な義歯・補綴物提供』を目指して、東北ブロッ

クで数年来取り組んできたＧマークについて、日本歯科技工士会で同様の事業を始めたため、東北地

区での取り組みは終了した。 

 事業は、理事会で決議後実施し、終了後は理事会で担当者が報告した。 

 

Ⅰ実施事業 

（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     

 １．大森山動物園 

・日 時  平成２９年 ６月 ４日（日） 午前９時～正午 

       *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 

・参加数  技工士  １１名  歯科医師 ３名  歯科衛生士 ４名    
        来場者 約１０名 

   ※低温・暴風雨の天候で、来場者少数のため、正午でフェスティバルが終了 

 

 ２．種苗交換会 

・期 日   平成２９年１０月３１日（火）～１１月 ６日（月） ７日間 

・会 場   由利本荘市総合体育館 参考展示場（サブアリーナ） 

・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 11/3  ２９名   11/5  ３３名 

        ※ブースが、飲食会場から離れた場所であり、展示場の一番奥の場所だったた

め例年より来場者数が少なかった 

・参加者数   ４日間（搬入・搬出含む） のべ ２５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２９年７月１日（土） 

・場 所  特別養護老人ホーム『健寿苑』（湯沢市） 

・参加者  歯科技工士  １０名  歯科医師  ５名   

・対象者  ３６人   ７０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２９年 ８月２０日（日） 

・場 所  特別養護老人ホーム『海光苑』（八峰町） 

・贈呈品  入れ歯ケース １００個  入れ歯洗浄剤 ４箱   
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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３０年 ２月 ４日（日） 午前１０時～午後４時 

・場 所  イオン大曲店 

・参加者  会員 ６名   

・献血者  受付者４５名   400ｍｌ献血 ４２名  

 

広報発行広報発行広報発行広報発行    

 ・平成３０年 ２月１４日  №６８ 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    

日本赤十字社秋田県支部へ寄付   

  平成２９年 ９月２６日   金額  ２０，０００円 

 

 

(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        

  【自由研修】～公開講座～ 

    ・日 時  平成２９年１０月１５日（日） １２時３０分～午後３時３０分 

    ・場 所  秋田市文化会館 第５会議室   

・講 師  藤井 未来 先生 

     テーマ  『女性が歯科技工士を続けるために 

                 ～女性技工士と共に働くみなさんへ～』 

    ・単位数  ６単位 

    ・参加者  会員１５名  未入会者 ６名   

 

   【自由研修】～加藤塾総義歯研究会東北支部研修会～ 

    ・日 時  平成２９年１０月２２日（日） 午前１０～午後３時 

    ・場 所  グランドパレス川端（大仙市）   

・講 師  加藤 武彦 先生  田中 五郎 先生 

     テーマ  『超高齢社会に対応する総義歯～デンチャースペース義歯の理論と実践～』 

          ※講師の先生の講演と症例発表、参加者同士のディスカッション 

    ・単位数  ４単位 

    ・参加者  会員９名   歯科医師 ９名   

 

 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９期   今野 悟 

     第９期   岩澤 毅 

  Ⅱ. 第３期   渡辺 倫史 
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（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２９年 ６月 ４日（日）～ １０日（土） 

   ・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） 

 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２９年 ９月３０日（土）午後１時～５時 

  ・場 所   アルバートホテル秋田（秋田市） 

  ・参加者   今野会長、佐々木（順）常務理事（Ｇマーク担当者） 

  ・スタッフ  佐藤・酒樹副会長、渡辺専務理事、佐々木（秀）理事 が会議進行等 

         佐藤（雄）常務理事、佐藤（仁）理事 が受付等 

 

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

  ・期 日  平成３０年 １月２７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）常務理事、 

佐々木（秀）理事 

        歯科医師会～藤原会長、梅田・守口・佐藤副会長、鈴木専務、杉田理事、鈴木事務

局長 

        歯科衛生士会～甫仮会長、岩本副会長、成田理事 

  ・議 題  ①歯科補綴物製作過程等の情報提供推進事業について 

        ②無届の歯科技工所における歯科技工の防止について 

        ③歯科診療所における歯科技工士数減少に関する兆候と歯科技工状況の現状把握 

        ④新卒者の待遇について 

 

 

（４）福利厚生事業 

 ボウリング大会ボウリング大会ボウリング大会ボウリング大会    

  ・期 日   平成２９年 ７月 ２日（日）午後１時～ 

  ・場 所   ＲＯＵＮＤ 1（秋田市） 

  ・参加者   ２１名 

   ※ボウリングを通して、日常の運動不足を解消するとともに会員の交流を図った。また、家族

の参加も認めたため家族間の交流の場ともなった。 

 

 北東北野球大会北東北野球大会北東北野球大会北東北野球大会    

  ・期 日   平成２９年１０月 ８日（日） 

  ・場 所   盛岡市営野球場（盛岡市） 

  ・参加者   野球部 ９名 

  ・結 果   準優勝 

   ※北東北３県の歯科技工士が野球を通して交流した。 

 

 共済事業共済事業共済事業共済事業    

  ・今年度は会員２名が亡くなるという年になってしまった。それぞれに弔慰金として共済金を支

給した。 
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 報奨金報奨金報奨金報奨金    

  ・今年度の対象者は２名。規程に従い報奨金を支給した。 

 

 慶弔費慶弔費慶弔費慶弔費    

  ・出産祝い ２名  香典 ２名  弔電 ２名。  規程に従い支給した。 

 

 組織組織組織組織状況状況状況状況    

   平成２９年度会員移動状況 

      
H28.3 末現在 入会（新卒） 転入・転出 退  会 増  減 合  計 

中  央 72 0 0 △3 △3 69 

県  南 34 1 ０ △3 △2 32 

県  北  5 0 ０ 0 0  5 

能代山本 18 0 0 △1 △1 17 

本荘由利 14 0 ０ △2 △2 12 

合  計 143 1 0 △9 △8 135 

 

※中央支部と本荘由利支部の退会者の内、各 1名は死亡による退会 

 

 

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 5回開催 

・共済事業と福利厚生事業開始のため定款変更登記手続 

・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 

 

 

※以上について、下記の点を踏まえて監事による監査を受けております。 

 （1）理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保ための体制ができているか。 

 （2）理事の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制ができているか。 

 （3）損失の危険の管理に関する規定その他の体制ができているか。 

 （4）理事の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制ができているか。 

 （5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制ができているか。 

 （6）理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制ができて

いるか。 

 （7）その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制ができているか。 

  


