
 

 

 

 

＝令和３年度 公益社団法人日本歯科衛生士会＝ 

北海道・東北ブロック連絡協議会 Ｗｅｂ開催 

令和 3年 10 月 17 日（日）一般社団法人宮城県歯科衛生士会がホストになり、

Ｗｅｂ会議にて、「令和 3 年度 公益財団法人日本歯科衛生士会 北海道・東北

ブロック連絡協議会」が行われました。本県からは石田会長と天間副会長が出席

しました。 

昨年に引き続き各県におかれましても、新型コロナウイルス感染流行に伴い、

そのような中でも、webを使用してハイブリット研修会ならびに理事会を、感染

対策を万全にして開催したりしているとの報告があり、理事の方々の並みならぬ

努力をしている様子が伺われました。 

 公益社団法人日本歯科衛生士会 新会長 吉田直美様より、これからの 

会の歯科衛生士の確保の取り組みとして、歯科衛生士の質を上げ、質を保証

するため、「歯科衛生士の卒前卒後のシームレスな人材育成のための教育研修 

体制の構築」が必要であるとのお話がされました。 

地域ケアシステムに対応しうる歯科医療職間の連携づくりとさまざまな場所

で働く「歯科衛生士の能力強化を支援し、生涯にわたる切れ目のない歯科疾

患の予防・口腔健康管理の実施へ向けて歩みを進める！」と力強いお言葉を

聞かせて頂き、気持ちが引き締まる想いでした。 

青森県歯科衛生士会としても、色々な分野で活躍ができる歯科衛生士になれ

るよう、後押しできる会にしたいと再認識した協議会でした。   

(副会長 天間) 

 

・連絡強化費報告について 

実施要領にある通り各県２万円ずつ交付する事となっておりますが、北海道・

東北ブロック前沢理事より連絡強化費報告についてのアナウンスがありまし

た。 

・連絡強化費について内閣府の指導に従い、今年度からは助成金と同じように 

報告書を提出してもらうことにする。 

・今村監事にご指導をいただき、日衛がどのように報告してもらうかはこれから

検討していく。各都道府県会からの 2万円の領収書とともに、その 2万円をどの

ような目的で使用しているのかをありのままにご報告していただければと思う。 

昨年度は連絡強化費をネットワーク環境の整備に充当されたかと思いますが、 

今年度はどのようなことに使うのか、使ったのかを把握させていただきたいとの

ことでした。 

 

令和３年度 年間計画表  

月 日(曜) 行   事 

１２月 

 

 

5 日(日) 

12 日（日） 

19 日（日） 

会報歯衛いんふぉめーしょん 2２号発行 

日衛災害歯科保健歯科衛生士フォーラム（オンライン） 

第３回生涯研修（弘前支部担当）戸原雄先生（歯科医師） 

・八戸会場１日目 復職支援セミナー及び新人歯科衛生

士技術支援セミナー 於：八戸保健医療専門学校 

・第 24 回青森県小児歯科勉強会（オンライン） 

令和 4

年１月 

９日（日） 

16 日（日） 

 

理事会(３) 

・八戸会場２日目 復職支援セミナー及び新人歯科衛生

士技術支援セミナー 於：八戸保健医療専門学校 

2 月 19 日（土） 

20 日（日）  

全国病院歯科衛生士連絡協議会予定（オンライン） 

会長会及び日本歯科衛生士会歯科衛生推進フォーラム

（オンライン） 
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3 月 6 日（日） 令和 3年度歯科衛生士国家試験予定 

卒業生入会案内パンフ「スマイルサポーター」作成 

4 月  

17 日（日） 

おいらせ４９号発行 

令和 4年度第 1回理事会予定 

5 月 22 日（日） 定時総会及び役員改選予定 

※第 4回生涯研修（青森支部担当）は準備中です。 

 

 

～青森県小児歯科勉強会からのご紹介です～ 

 青森市の土岐志摩先生は全国小児歯科開業医会（JSPP）会長も務められておら 

れ、この度、全国小児歯科開業医会（JSPP）が口腔機能発達支援啓発ツールとし 

て企画・制作・監修した口と全身の健康体操「はっけよいアニマル体操」が 

YouTube で動画配信されています。 

是非、ご活用下さい。 

本会HP にも UP しております。 

 

 

●会計から 令和 4 年度 会費納入のお願い 

既にご案内していますができるだけ期日までに納入お願いします。           

１、年会費｛内訳｝県年会費 5,500 円＋日衛年会費 7,000 円＋連盟年会費 1,000

円＋年支部会費（支部別：青森・弘前・上十三 1,000円 三八 2,000 円）        

 会費（支部費含） 日衛連盟会費 計 

青森支部 13,500円 1,000 円 14,500円 

弘前支部 13,500円 1,000 円 14,500円 

上十三支部 13,500円 1,000 円 14,500円 

三八支部 14,500円 1,000 円 15,500円 

＊新入会員は、日衛入会金 2,000 円と県衛入会金 500 円が別途必要です。 

但し、３年次学生会員からの継続入会の場合、入会金（日衛 2,000円、県衛 500

円）と初年度に限り青森県会費（5,500円）は免除になります。 

２、納入方法  

①郵便局振替の場合～同封の郵便振替用紙にて以下の口座にお振替え下さい。 

     口座番号  02330-3-22177 

名   称  一般社団法人青森県歯科衛生士会 

②ゆうちょ銀行に振込の場合～以下の口座にお振込み下さい。 

     口座番号  記号 18430 番号 24824261 

     名  義  一般社団法人青森県歯科衛生士会 

③銀行振込の場合～以下の口座にお振込み下さい。 

     みちのく銀行本店営業部  

口座番号  2725322 普通 

名  義   一般社団法人青森県歯科衛生士会 

＊いずれの場合も手数料はご負担ください。 

３、納入期限  令和 4 年１月３１日まで （前納制です） 

問合せ：事務局 TEL・FAX ０１７－７１８－１３６０ 

        Mail aomori.dh@outlook.jp 



●会務から 

名字・住所変更がある方、都合により退会される方は、会務宛てに 

ご連絡お願い致します。(退会届は、1 月 31 日までに提出してください。 

期日を過ぎますと、退会は次年度の扱いになり、会費を納入して頂く 

ことになります。) 

会員証に掲載されている会員番号、氏名などに間違いのある方は、 

ご連絡下さい。 

問合せ：会務担当 岩川まで TEL ０９０－６７８５－５３３３ 

 ※日本歯科衛生士会ホームページの会員ページからログインして、 

各種届出書類のダウンロードと変更ができます。 

 

 

 

伝 言 板   
● 青森支部から 

<支部会のご案内> 

令和 3 年 12 月 19 日(日)9:30～ アウガ 5 階小会議室 

内容 : ①今年度の活動について 

    ②次年度の活動について 

    ③研修会について 

    ④その他 

出欠を 12 月 17 日までにお知らせください。沢山の皆様のご参加お待ち 

しています。 

<連絡事項> 

・2 月開催予定の「デンタルファミリーボウリング大会」は昨年に引き 

続き中止となりました。 

・6 月開催予定の青森市歯科医師会主催「歯と口の健康週間イベント」は

昨年に引き続き中止となりました。 

問合せ：青森支部長 濱田まで tel ０９０－４８８４－９５１５ 

 

● 弘前支部から 

９月にコロナ感染症の緊急事態宣言で一切の活動が停止した影響で１０

月末から１２月中旬まで弘前支部は事業が詰まってしまい身動きの取れ

ない状態です。 

個々の仕事もある中、皆さんの協力で一つずつ頑張っています。 

岩木健診が終わり、歯列調査が始まり、１２月１２日は弘前支部担当研修

会もあります。 

１２月１５日は愛成園フッ素塗布訪問です。 

参加できる方は連絡ください。 

支部員の皆さん、あと少し頑張って良いお正月を迎えましょう！！ 

問合せ：弘前支部長 阿保まで tel ０１７２－３７－０６８０ 

 

● 三八支部から 

・7 月 11 日（日）第 1 回生涯研修 三八担当 

・8 月 1 日（日）東幸園歯みがき指導 中止 

・9 月 12 日（日）支部会 

ゼスプリ栄養セミナー延期 

・10 月 16 日（土）～ 20 日（水）八戸市健康まつり パネル展  

・11 月 14 日（日）支部会 



 今後の予定 

12 月 12 日（日）東幸園歯みがき指導 予定 

12 月 19 日（日）復職支援セミナー・離職防止事業 八戸会場 1 日目 

1 月 16 日（日）復職支援セミナー・離職防止事業 八戸会場 2 日目 

会員のご協力をお願いします。 

問合せ：三八支部長 杉山まで tel ０９０－５８３０－６０７５ 

 

● 上十三支部から 

去る１０月３日、２年ぶりに開催された支部担当の第２回生涯研修は 

県内外から４７名の参加者がありました。内容もこれまでの摂食嚥下 

リハの分野に栄養が加わることの重要性、サルコペニアの摂食嚥下障害、

超音波での嚥下に関わる筋層の筋量計測、web でのグループワークなど、

会員からは「やっぱり研修会は良いですね！」との言葉が聞かれました。

また、１０月に入り怒涛のように派遣依頼があり、年末に向けて慌ただし

く動いております。 

支部会も再開し支部員の顔合わせも出来、新年会も検討中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：上十三支部長 日野口まで tel ０９０－４８８３-７５３２ 

 

  

 

 

 

 

 


