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★総務報告

平成３０年度

定時総会報告

日時：平成３０年５月２０日(日)１０：４５～１２：１５
会場：ウエディングプラザアラスカ
来賓としてご臨席頂きました青森県歯科医師会専務理事の佐藤蔵人様

公益社団法人日本歯科衛生士会平成３０年度定時代議員会を開催

からは創立７０周年記念式典が開催される事、青森歯科医療専門学校三原
睦子様からは、ご自身が定年を迎えられ現在は講師の肩書で青森歯科医療

日

時：平成３０年６月１７日（日）１３：３０～１６：００

専門学校で歯科衛生士の養成にあたられている事、八戸保健医療専門学校

会

場：ステーションコンファレンス東京６０５号室

米満正美様からは、柔整スポーツ学科が新たに新設された事等の挨拶の後、

代議員 87 名中委任状 3 名、83 名出席のもと大久保喜惠子議長（埼玉県）

会員数９５名（3/31 現在）中委任状含め計４９名の出席のもと高田美智子

阿部美智野副議長（島根県）により日本歯科衛生士会平成３０年度定時代議

議長（青森）、原田千明副議長（弘前）により平成３０年度定時総会が開催

員会が開催され、以下の議事が決議・報告されました。議事録署名人は鈴木

され以下の議事が決議されました。議事録署名人には、竹内祐子様（青森）、

幸江様（神奈川県）、晴山婦美子様（岩手県）が選出されました。

山口景子様（三八）が選出されました。

＜議事＞

＜議事＞

第 1 号議案 平成 29 年度事業報告に関する件～理事会にて承認済み

１）平成２９年度収支決算書について～賛成過半数で決議

第 2 号議案 平成 29 年度決算報告に関する件～全員賛成で決議

２）平成３０年度事業計画について～賛成過半数で承認

第 3 号議案 選挙管理委員の選定に関する件～全員賛成で決議

３）平成３０年度収支予算書について～賛成過半数で承認

＜報告事項＞

４）青森県歯科衛生士会会則の一部改正について～賛成過半数で決議

１． 平成 30 年度事業計画について
今年は歯科衛生士法制定７０周年、日本歯科
衛生士会創立６５周年記念事業が計画され
開催期日：平成 31 年 2 月 17 日（日）
開催場所：東京国際フォーラム
会歌「あなたの笑顔ささえたい」（会創立 55
年・創立 40 年記念に作成）を会員皆で歌いま
す。各都道府県に貸し出し用 CD の配布がありました。この記念式典に
おいて、青森県からは、長年、会に功労された舘田瑞枝様の平成 30 年
度日本歯科衛生士会会長表彰功労賞の受賞式が執り行われる予定です。
２．平成 30 年度収支予算について

会の課題解決に向けて執行部一同取組んで参りますので、会員の皆様
のご意見をお寄せ下さい。

平成３０年度 上半期 計 画 表 （H30 年 7 月～H30 年 12 月）
月

日（曜）
7

1(日）

行

平成 29 年度

表彰受賞を祝う会報告

＜表彰受賞者紹介＞ 誠におめでとうございます！

事

◎平成２9 年度青森県健康づくり事業功労者等表彰

第２回生涯研修「歯周病セミナー」伊藤

弘先生

阿保ひとみ様

10:00~15:00 於：八戸保健医療専門学校

22(日）

感染症予防歯科衛生士講習会

26(木）

青森県学校歯科保健研究大会 10:30～15:35 於：県歯

29(日）

第３回生涯研修「認知症高齢者への食支援」枝広あや子

於：千葉県歯科医師会館

◎青森県歯科医師会平成２９年度歯科衛生功労者表彰
原田 千明様

先生 10:30~15:30 於：八戸保健医療専門学校

8

4(土)・5(日）

「在宅療養指導・口腔機能管理」認定セミナー前期（横浜市）

11(土)・12(日)

「在宅療養指導・口腔機能管理」認定セミナー後期（横浜市）

26(日)

復職支援研修（第４回生涯研修）「平成３０年度診療報
酬改定について～歯科衛生士の役割を中心に～（仮題）」
青森県歯科医師会社会保険委員会（予定）「認知症サポ
9:30~12:15

ーター研修」

於：県歯科医師会館

理事会③13:00~15:00

9

2(日)

防災の日訓練

15(土)~17(月)

日本歯科衛生学会第 13 回学術大会於：福岡国際会議場

23(日)

第５回生涯研修「その食形態、対象者のお口に合っています
か?」牧野日和

19:00~

先生

阿保ひとみ様

於：アピオあおもり 9:30~15:00

北海道・東北ブロック連絡協議会
支援歯科衛生士フォーラム

10

21(日)

及びブロック別災害

於：北海道

第６回生涯研修「開業医から見た口腔がんについて（仮
題）他」成田保之先生・赤坂幾子 DH 於：弘前医師会
館 10:30~15:00

11

11(日)

８０２０健康社会フォーラム 2018 於:県歯 9:00~13:00
理事会③13:30~15:30 0 於：アウガ

12

祝舞～日野口尚子様

日本歯科衛生士会認定歯科衛生士の紹介

新しく以下の方が青森県から登録されました。おめでとうございます。
◎H2９年度 在宅療養指導・口腔機能管理認定歯科衛生士

第２０回小児歯科勉強会
29(土)・30(日)

H2９年度

原田千明様

3(土)

第２１回小児歯科勉強会

16（日）

日本歯科衛生士会災害支援歯科衛生士フォーラム 於:東京

竹内祐子（青森支部）
、道尻紋佳（三八支部）、
＊本会にはこれで 9 名の認定歯科衛生士が登録となりました。
高齢者を支える口腔の専門家のリーダーとしてご活躍を期待いたします。
◎H29 年度

医科歯科連携・口腔機能管理認定歯科衛生士

小川史代子（上十三支部）
＊新設されて２年目のこの分野では本会で２名の登録となりました。病院歯科
での活躍が期待されます。

青森県委託事業「口腔ケア及び口腔機能向上推進事業」が継続します
平成３０年度「口腔ケアおよび口腔機能向上推進事業」
委託先：青森県
予定実施時期：：平成３０年４月２６日～平成３０年１月
予定実施対象：福祉施設または施設職員対象
「口腔ケアおよび口腔機能向上推進事業」研修会
開催回数 １回
日時：平成３０年９月２３（日）９：３０～１５：００

●会計から
会費ほか納入していただき、ありがとうございました。
お預かりしていた平成３０年度の日衛会費・入会金を第１次
４月１８日、第２次を６月６日に納入しました。
今年度の最終納入は、９月３０日までとなっています。
★会費は前納制となっております。出来るだけ期日内納入の
ご協力をお願いします。
皆さんの会費で運営していきます。予算書にお目通し下さい。
問合せ： 会計 相馬まで
℡ ０１７２－８７－１４８２

会場：アピオあおもり イベントホール
青森市中央 3 丁目 17 番地 1 号

☎:017-732-1010

伝

研修内容：摂食嚥下機能療法の基本と訓練法
【１】間接訓練(基礎訓練)

言

板

【２】直接訓練(直接訓練)
【３】嚥下調整食の種類と試食

※講義と実習

演題：
「その食形態、対象者のお口に合っていますか?」 牧野日和 先生
（愛知学院大学心身科学部健康科学科講師・歯学博士・認定心理士・
言語聴覚士）講義と診察の合間をぬって全国各地で最期まで口から

● 青森支部から
今年の「歯と口の健康週間イベント」は好天の中、大盛況で終了すること
ができました。
毎年参加している方のほかに、初めて参加の方や久しぶりに参加した方等

食べる支援について講演中 Facebook 上で、会員 2000 人以上の

総勢１２名でフッ素塗布と歯みがき指導を４５０名実施しました。大変お疲

「お食い締めワールド」を主宰

れ様でした。来年もよろしくお願いいたします。

参加費：歯科衛生士会会員２,０００円
会員外４,０００円
学生１,０００円

★会員・会員外共に実習費込

●会務から
住所、氏名、勤務先などの変更、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

今年の秋以降に女子力アップお楽しみ会として「ヨガの体験教室」を開催
予定です。椅子に座ってできるヨガの予定です。
運動量も自分でコントロールできますので是非ご参加下さい。

次頁へ

詳細は決まり次第メールでお知らせいたします。
問合せ：

青森支部長

濱田まで

tel

０９０－４８８４－９５１５

今後の主な予定
6 月 30 日（土）懇親会
7 月 1 日（日）生涯研修 三八支部担当
9 月上旬 or 下旬

● 弘前支部から
今年度弘前支部は３名の新会員がありました。嬉しいことです。活動の幅

第 2 回支部会予定

9 月 29 日（土）健康まつり準備
9 月 30 日（日）八戸市健康まつり

が広がっていければと思います。
５月末からの弘前大学岩木プロジェク

11 月 18 日（日）東幸園歯みがき指導

ト健診も１０日間の長丁場を無事終える

24 日（土）懇親会&支部会&忘年会

ことができました。お疲れ様でした。他

25 日（日）第 1 回支部研修会

支部の方々もありがとうございました。
弘前市内幼稚園、保育園の歯磨き教室
も始まっています。

2 月 23 日（土）懇親会
24 日（日）第 2 回支部研修会
会員の皆さんのご協力をお願い致します。

７月４日は愛成園訪問。

問合せ： 三八支部長

７月９日は弘前市健康祭りです。

● 上十三支部から

今年度の弘前支部担当の研修会は１０月２１日（日）に周術期を予定して

tel ０９０－５８３０－６０７５

６月９日（土）イオンスーパーセンター十和田で歯と口の健康展が行われ
ました。来場者数 170 名、親と子の良い歯のコンクール検診に始まりフッ素

います。
皆さんのご協力よろしくお願いいたします。
問合せ：弘前支部長

杉山まで

阿保まで

tel ０１７２－３７－０６８０

塗布、今年は新たに歯科衛生士によるミニセミナーコーナーを設け、会員一
同開催時間 2 時間でしたがフルに動いた一日でした。
７月 29 日（日）第 3 回生涯研修は上十三支部担当

● 三八支部から
6 月 3 日（日）歯と口の健康週間イベントがラピアにて行われました。
この日は、周辺地域でイベントがたくさんあったようで、ラピアショッピング

健康長寿医療センタ

ーの枝広あや子先生をお呼びし「認知症の食支援」と題しご講演いただきま
す。最新の研究機関の情報と日々の診察室、介護分野での未解決部分のヒン
トになればと思います。是非ご参加下さいませ！

センター自体にお客さんが少ないように思えましたが、それでも歯科衛生士
ブースの今年の来場者数 265 名!！
無事に大盛況で終えることができました。
今年はお手伝い衛生士と学生さんも
たくさん来てくれましたので大変助かり
ました。皆さん、お疲れさまでした。

問合せ：上十三支部長

日野口まで

tel０９０－４８８３-７５３２

