
 

 

 

 

＝令和４年度 公益社団法人日本歯科衛生士会＝ 

第１回北海道・東北ブロック連絡協議会 

及びブロック研修（秋田県担当） Ｗｅｂ開催 

日 時  令和４年１０月１６日（日）  

       10:00～12:00 ブロック連絡協議会 

       13:00～14:00  ブロック研修 講演  

              演題：歯科衛生士の強み戦略 ～伝え方の工夫セミナー～ 

講師：有限会社繫盛店研究所代表取締役社長 

  ハワード・ジョイマン氏 

          14:00～15:00 ブロック研修 GW 

         「新卒者と復職者がより魅力的に感じ、入会したくなる 

ためのシュミレーショントーク」 

「北海道・東北ブロック連絡協議会」には、本県から石田会長と阿保副会長が

出席しました。公益社団法人日本歯科衛生士会 吉田直美会長から、日本歯科衛

生士会の今後の事業展開（案）として 

① 生涯研修事業の拡充として県の研修活動への支援強化、活性化 

② 学会事業の強化～専門歯科衛生士制度の検討（3分野（案）） 

③  国際交流事業の強化～2024 年第 23 回歯科衛生国際シンポジウム  

（韓国開催予定） 

についてご講演頂きました。現在、日本歯科衛生士会では、認定歯科衛生士制度

を設けていますが、さらに進めて歯科医学会に倣い、対外的に広告可能な「専門

歯科衛生士制度」に変革しいていく事が検討されています。より社会から歯科 

衛生士が評価を得るために学びを止めてはいけない！と日本歯科衛生士会で 

生涯学習を支援していく！とエールを送って下さいました。 

「ブロック研修」には、古くて新しい長年のテーマである会員拡大の課題に対

して、ハワード・ジョイマン氏をお迎えし、新しい切り口でご講演頂きました。

研修の聴講には、本県から、さらに濱田専務理事、日野口理事、木村（寿）理事

が加わり、グループワークには、石田、阿保、濱田、日野口の 4 名が参加しまし

た。各グループ 4～5 名で構成され、A 阿保・C 日野口（発表者）グループは、

新卒者に対して、D 濱田（司会）・E 石田グループは復職者に対して、の課題が

与えられました。より魅力的に感じ入会したくなるためのには？どのように伝え

たら良いか、7 道県の参加者で活発な意見交換がなされました。この結果を踏ま

えて日本歯科衛生士会のブロック理事で組織する組織委員会では、令和 5年度の 

入会案内スライドに反映していくそ 

うです。また、前沢葉子北海道・東北 

ブロック理事から、日本歯科衛生士会 

で公式インスタグラムを開設し、未入 

会の歯科衛生士や潜在歯科衛生士へ 

情報発信をして入会促進に繋げたい

と                  との考えが示されました。 
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29日（日） 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 11日（土） 

12日（日） 

26日（日）  

会長会 

日本歯科衛生士会歯科衛生推進フォーラム 

第 4回生涯研修 佐々木大輔 先生（歯科医師）  

3 月 5 日（日） 

12日(日) 

12日(日) 

令和 4 年度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 

卒業生入会案内パンフ「スマイルサポーター」作成 

4 月  

16日（日） 

おいらせ創刊５０号発行 

令和 5 年度第 1回理事会予定 

5 月 22日（日） 定時総会及び 

青森県歯科衛生士会創立 50周年記念の会予定 

 

●会計から   令和 5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。 

＊連盟会費も一緒に口座振込お願いします。 

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➡2023 年１月 10日（火）以降は、銀行合併に伴い 

店名変更になります→「みちのく銀行青森中央営業部」  

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 5 年１月３１日まで （前納制です） 

問合せ：事務局 FAX ０１７－７１８－１３６０ 又は 

本会のホームページの【お問い合わせ】フォームからお願いします 

 

●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：事務局 FAX ０１７－７１８－１３６０ 

 本会のホームページの【お問い合わせ】フォームからお願いします。 

 ※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。 



DH-KEN新コンテンツ「インプラントメインテナンス」公開中 

E ラーニング（DH-KEN）の新コンテンツ「インプラントメインテナンス」が 

公開されました。 

インプラント治療の基礎的知識から、検査やプロケア、セルフケアのポイント 

など、インプラントメインテナンスに必要な情報を幅広く解説しており、すぐに

臨床に役立てられるコンテンツです。また、寝たきり状態の有病者へのインプラ

ントメインテナンスや、全身疾患への配慮などもあり、超高齢社会において、 

歯科衛生士が学ぶべき内容となります。   

本コンテンツでの学びや気づきを、 

日々の業務に活かしていきましょう。 

 講師：柏井信子さん 

 

 

伝 言 板   
● 青森支部から 

令和 4 年度青森県健康づくり事業功労者等表彰「団体部門」で青森支部が 

9 月 2日に三村申吾知事より表彰状を授与されました。青森支部の皆様の 

ご尽力の賜物です。 

コロナ感染者が減少しない中、青森県の委託事業は延期や中止になっています。 

延期になっていた「マウスピースの取扱い方、洗浄方法」の勉強会は 4 月以降

に開催の予定です。詳細が決まり次第メールにてお知らせいたします。 

早く平穏な日々が訪れることを祈っています。 

問合せ：青森支部長 濱田まで tel ０９０－４８８４－９５１５ 

 

● 弘前支部から 

１１月後半からの予定として 

黒石市内小学校歯列調査 全８日間 

口腔健康管理及びオーラルフレイル予防事業 

介護予防教室  

健康講座 

こども園・小学校 歯磨き教室 

毎月の各市町村の乳幼児健診 

と相変わらずの綱渡り状態の毎日です。 

来年度依頼を増やして歯科衛生士の派遣が可能かとの問い合わせもありまし

た。 

お手伝いできる歯科衛生士を御存じの方は是非是非お知らせください。 

今まで続けてきた地域歯科保健活動をこれからも繋げていければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

問合せ：弘前支部長 阿保まで tel ０１７２－３７－０６８０ 

 

● 三八支部から 

活動報告 

10月 15日（土）～10月 19 日（水）まで 八戸市健康パネル展参加 

（八戸ポータルミュージアム「はっち」にて） 

11月 13日（日）ボランティア・市民活動フェスティバル 2022 ブース参加 

                   (八戸ポータルミュージアム 

「はっち」にて) 

    

 

 

 

 

シ手技のデモ動画で 

イメージしやすい！ 
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11月 20 日（日）東幸園歯磨き指導 

他、介護予防教室などの依頼があり、随時対応予定 

 

令和 5 年 2月 26 日（日）には三八支部担当の第 4回生涯研修を予定して 

います。 

支部長として初めての研修準備に四苦八苦でやせる思いです(^^; 

追ってご案内いたしますので、皆様奮ってご参加くださいますよう 

よろしくお願いいたします。 

問合せ：三八支部長 木村まで tel ０９０－５１８３－５２５３ 

 

 

● 上十三支部から 

10月 23 日第 3 回生涯研修を終え、12 月 11 日（日) 

上十三支部研修「口腔ケアセミナー」 

～回復期、慢性期、終末期の口腔ケア～と題し 

講師に札幌西丸山病院 歯科医師 藤本篤士先生を迎えての研修になります。 

株式会社大塚製薬工場様、イーエヌ大塚製薬株式会社様共催、会員無料ですの

で、お誘い合わせの上ご参加くださいますよう宜しくお願い致します。 

 

問合せ：上十三支部長 日野口まで tel ０９０－４８８３-７５３２ 

 

復職支援セミナー・新人研修セミナー(青森会場) SNAP 

  10月 30日、11月 6日に青森歯科医療専門学校にて開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


