
 

 

 

＝令和 2年度 公益財団法人歯科衛生士会＝ 

 北海道・東北ブロック連絡協議会 Ｗｅｂ開催 

 令和 2 年 11月 21日（土）13：00～15：00 

一般社団法人 岩手県歯科衛生士会がホストになり、Ｗｅｂ会議にて、「令和 

2 年度 公益財団法人歯科衛生士会 北海道・東北ブロック連絡協議会」が行わ

れました。本県からは会長と天間副会長が出席しました。 

 会長 武井典子様より、この状況下の中でも「歯科衛生士として COVID-19

に向き合う ～自分を守り、人を守り、心の健康を保とう～」との題名で講演を

頂きました。沢山の情報の中で、会員の皆さまへ有益な情報をお伝えいたします。 

① 歯科衛生会のホームページに、「COVID-19が疑われる患者への歯科衛生士の

対応」池上由美子氏の論文が掲載 

② リーフレット「新型コロナウイルスに負けない 

ために、おうちでできるお口の体操」掲載 

※本県HPからダウンロードしてご活用ください 

③ DH-KENの無料公開（～12月 31日まで） 

＆生涯研修単位の取得のお願い 

 

これからの課題や、会が取り組むべきことなど貴重な講演を聴かせて頂きました。  

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、会の活動が休止し

ている状態が続き、何とか理事会や研修会の実施をしようと理事の方々が苦心し

ている状況でした。そのような中でも、web を使用して研修会を開催したり、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ました。 

また、このコロナ禍の中、現在歯科衛生士学校の学生たちは、臨床実習がやりた

くても出来ない状態だとのことでした。学生を迎える診療所のDHは、暖かい 

心で受け止め指導してくださるようお願い致します。 

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

とあらたな気持ちになれた協議会でした。    （副会長天間） 

【決議事項】 

（１） 北海道・東北ブロック連絡協議会運営規則も一部改正について     

   (ブロック理事立候補の資格及び要件) 

   (ブロック理事の役割) 

   (ブロック理事の任期) 

が改正になりました。 

（２） 令和 2年度北海道・東北ブロック負担金と理事活動費について 

（３） 令和３年度・４年度北海道・東北ブロック理事推薦について→宮城県      

前澤葉子さんを推薦 

（４） 令和 3年度・令和 4年度北海道・東北ブロック協議会担当県について 

宮城県担当 候補案 R3.10.16(土)～17(日)又は R3.11.20(土)～21(日) 

 

令和 2～３年 年間計画表  

月 日(曜) 行   事 

１２月  会報歯衛いんふぉめーしょん 20号発行 

令和 3

年度 

１月 

10 日（日） 

23 日(土) 

24 日(日) 

31 日（日） 

理事会(５) 

復職支援セミナー八戸会場１日目（口腔ケアコース） 

復職支援セミナー八戸会場 2日目（歯周病コース） 

第 1 回生涯研修（三八支部担当）「介護予防に関するセミ

ナー 八重垣 誠先生（整形外科）」定員 30 名  

於：八戸保健医療専門学校（予定）8:50~12:00 

2 月 14 日（日）  日本歯科衛生士会歯科衛生推進フォーラム web 開催 
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日衛会長会 web開催 

3 月  

７日（日） 

12 日（金） 

14 日（日） 

卒業生入会案内パンフ「スマイルサポーター」作成 

歯科衛生士国家試験 

青森歯科医療専門学校卒業式 

八戸保健医療専門学校卒業式 

4 月 18 日（日） 令和 3年度第 1回理事会 

5 月 23 日（日） 定時総会 於：ウエディングプラザ アラスカ 

 

※12/6の研修会は講師の都合により中止となりました。 

※R3年 1/31の研修会は、コロナ感染症の拡大状況により、中止・延期になる 

 場合がございます。開催の場合はマスク等感染対策をお願いします。 

 

 

●会計から                                   

令和３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（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 

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２年１月３１日まで （前納制です） 

問合せ：会計担当 相馬まで TEL ０１７２－８７－１４８２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会務から 

住所、氏名、勤務先など変更、会誌掲載の会員福祉給付に該当する

方は会務までお知らせください。 

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 



伝 言 板   
● 青森支部から 

毎年２月に開催しているデンタルファミリーボウリング大会は 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になりました。 

 

問合せ：青森支部長 濱田まで tel ０９０－４８８４－９５１５ 

● 弘前支部から 

１０月中旬から事業の延期、中止が重なり支部員の皆さんにも予定の変更を 

お願いすることが多く申し訳ありません。 

今後の予定としまして 

・１２月２日（水曜日） 愛成園訪問 検診のみとなりました 

・弘前大学 COI １０月〜１２月実施予定で延期中の事業は１月の様子を見て

の決定となります。決まり次第ご連絡します。 

・歯科医師会の新年会は中止となっています。 

◇寒くなってきました。コロナウィルス、インフルエンザ等に十分気を付けて

お過ごしください！！ 

問合せ：弘前支部長 阿保まで tel ０１７２－３７－０６８０ 

● 三八支部から 

 三八支部報告 

  10 月 11 日（日） 第 3 回支部会  

17 日（土）・18 日(日) 八戸市健康まつり パネル展 

 今後の予定 

12 月 13 日（日）東幸園歯みがき指導 中止 

     第 4 回支部会 

1 月 23 日（土）復職支援セミナー 八戸会場 1 日目 

24 日（日）復職支援セミナー 八戸会場 2 日目 

31 日（日）生涯研修 三八支部 

「介護予防に関するセミナー 八重垣 誠先生（整形外科）」定

員 30 名 於：八戸保健医療専門学校 8:50~12:00     

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 

今年度初めの事業は、コロナ感染拡大の経過をみながらのスタートとなりました。

各市町乳幼児健診・介護予防教室は 6 月〜開催されており、口腔健康管理及び 

オーラルフレイル予防事業は 9 月〜感染対策をしながら公立七戸養護学校へ 

4〜5 名の歯科衛生士出向、体育館での歯科保健指導後、各教室でブラッシング

指導にあたっており、その後の成果報告や反省点も学校並びに当支部より挙げら

れております。介護支援専門員協会からの「つどいの場」会議など各方面への 

出向は昨年度を上回る件数ですが、会員が集まる支部会は開催されておらず、 

活動報告をメールにて行なっている状況です。 

「皆さんの顔が見たい！」との御意見も御座いますので支部会は LINE カメラ 

などの活用も今後検討しております！ 

問合せ：上十三支部長 日野口まで tel ０９０－４８８３-７５３２ 

         


