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（全国歯科技工士教育協議会 第3部会）
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一般社団法人 全国歯科技工士学校協会（全国歯科技工士教育協議会 第３部会）のあゆみ
年号年 月 日 催事名等 開催場所 参加校及び参加者名 備考 役　　員 会員校名
昭和42 �� 29 第�回設立準備打合せ会

開催
横浜歯科技工専門学校 歯友会歯科高等専修学校（新潟）・九州歯科技工士学院（福岡）・日本

医学技術専門学校（大阪）・東北歯科技工専門学校（宮城）・東北歯科
総合専門学校（福島）・富山歯科技工士学校（富山）・横浜歯科技工専
門学校（神奈川）

43 2 �2 第2回設立準備打合せ会
開催

横浜歯科技工専門学校 歯友会歯科高等専修学校（新潟）・九州歯科技工士学院（福岡）・日本
医学技術専門学校（大阪）・富山歯科技工士学校（富山）・横浜歯科技
工専門学校（神奈川）

議事：１．会則の審議
　　　２．�技工実習（架工義歯・有床義歯）実

習ケースの検討
43 �� 26 第3回設立準備打合会開

催（※会務報告では、��
月23日となっている）

東京日本橋「ざくろ」東北歯科技工専門学校（宮城）・富山歯科技工士学校（富山）・日本医
学技術専門学校（大阪）・九州歯科技工士学院（福岡）・横浜歯科技工
専門学校（神奈川）

厚生省主催「歯科技工士養成所指導者打合
会」前日開催

44 7 �9「歯科技工士教育協議
会」 設立総会・ 歯科技
工実習研修会開催

歯友会歯科高等専修
学校（新潟）

横浜歯科技工専門学校（鶴見輝彦・国吉直樹・瀬谷　昇）・東北歯科
総合専門学校（影山四郎・塩田幸男・外山　順・橋本昌明）・東北歯
科技工専門学校（小田切　博）・九州歯科技工士学院（斎藤隆夫・清
原寿祐・玉井　清）・富山歯科技工士学校（杉江玄己・石黒利秋・新
谷武彦）・大阪府立堺聾学校歯科技工科（吉田亀雄・宮崎俊一郎）・
歯友会歯科高等専修学校（高頭憲二郎・木暮山人・萬歳英二郎・加
瀬　登・古田正憲・小野鉦二郎・前田正光・丸山　攻・井越邦子・
中村　隆・田制幸雄・田巻藤義・有沢信弘・伊藤鉱司・梶　正治）
オブザーバー：東邦歯科技工専門学校（中野愛美津・酒井清二）

会則の承認（昭和44年4月�日に遡って施行）
年会費　�校30,000円
役員の決定　

役員
会　長　鶴見　輝彦（横浜歯科技工専門学校）
副会長　木暮　素明（歯友会歯科高等専修学校）
副会長　小田切　博（東北歯科技工専門学校）
理　事　行岡　忠雄（日本医学技術学校）
理　事　景山　四郎（東北歯科総合専門学校）
理　事　斎藤　隆夫（九州歯科技工士学院）
理　事　水森　　収（富山歯科技工士学校）
監　事　万歳英二郎（歯友会歯科高等専修学校）
監　事　中島　義明（日本医学技術専門学校）
幹　事　国吉　直樹（横浜歯科技工専門学校）
幹　事　酒匂　貞夫（横浜歯科技工専門学校）

会員校（7校）
横浜歯科技工専門学校（神奈川）
東北歯科総合専門学校（福島）
東北歯科技工専門学校（宮城）
日本医学技術専門学校
九州歯科技工士学院（福岡）
富山歯科技工士学校（富山）
歯友会歯科高等専修学校（新潟）

44 �2 9 臨時総会開催 東京銀座「銀一」 東北歯科技工専門学校（宮城）・日本医学技術専門学校（大阪）・九州
歯科技工士学院（福岡）・歯友会歯科高等専修学校（新潟）・横浜歯科
技工専門学校（神奈川）

厚生省主催「歯科技工士養成所指導者打合
会」前日・次回総会開催を決定

45 4 �5 会報第１号発行 主な記事：創刊のことば（鶴見輝彦会長）・協
議会誕生までのあゆみ・臨時総会開催の模
様・会則・次回総会開催予告・協議会から
のお知らせ

45 6 5 熊本歯科技工専門学校
加入

校　長　中島　義堯

45 6 �0 大阪府立堺聾学校加入 校　長　吉田　亀雄
45 6 20 昭和45年度総会・ 講演

会・ 協議会・ 懇親会開
催（※会報第2号では昭
和45年8月�8日開催と
なっている）　

総会・講演会・協議
会－日本医学技術学
校（大阪）
懇親会－大阪梅田　
東阪急ホテル

東北歯科技工専門学校（関根　駿・小田切博）・東北歯科総合専門学
校（景山四郎・塩田幸男・外島　順・橋本昌明）・横浜歯科技工専門
学校（鶴見輝彦・国吉直樹・瀬谷　昇・斎藤優二・飯沼光幸）・歯友
会歯科高等専修学校（万歳英二郎・前田正光・古田正憲）・富山歯
科技工士学校（中島忠一・水野公之・今村勝彦・新谷武彦・木下安
弘）・日本医学技術学校（行岡忠雄・中島義明・上野乃武弥）・大阪
府立堺聾学校（吉田亀雄・梶本　朗・宮嶋敏郎・突田庄一）・九州歯
科技工士学院（野見山円蔵・斎藤隆夫・清原寿紹・田村克美）・熊本
歯科技工専門学校（古賀　司）

総　会：�会務報告・昭和44年度決算報告と
会計監査報告・ 昭和45年度事業計
画案審議・意見交換（入学時の納付
金限度・ 国家試験問題集の交換・
身体障害者聾唖者に対する特典措
置の制度・各学校の授業料、その他
の学費（実習費等）の内容・各学校
の要望を漸次会報に載せる件

講　演：�鋳造冠の精密度について（私の鋳
造埋没法－小田切埋没鋳造法－　
小田切　博）・複製用模型印象材コ
ピックの紹介　白光化学研究所）

協議会：�各学校における局部床義歯実習の
現状

会員校（9校）
東北歯科技工専門学校
東北歯科総合専門学校
歯友歯科高等専修学校歯科技工科
富山歯科技工学院
日本医学技術学校歯科技工科
九州歯科技工士学院
横浜歯科技工専門学校
熊本歯科技工専門学校
大阪府立堺聾学校歯科技工科

役員変更 役員
会　長　鶴見　輝彦（横浜歯科技工専門学校）
副会長　木暮　素明（歯友会歯科高等専修学校）
副会長　小田切　博（東北歯科技工専門学校）
理��事　行岡　忠雄（日本医学技術学校）
理　事　景山　四郎（東北歯科総合専門学校）
理　事　斎藤　隆夫（九州歯科技工士学院）
理　事　水森　　収（富山歯科技工士学校）
理　事　中島　義堯（熊本歯科技工専門学校）
監　事　万歳英二郎（歯友会歯科高等専修学校）
監　事　中島　義明（日本医学技術専門学校）
幹　事　国吉　直樹（横浜歯科技工専門学校）
幹　事　酒匂　貞夫（横浜歯科技工専門学校）
（備考）�役員は会員校の増加等の情勢を考慮し、

理事会にはかって随時決定する。　
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社団法人 全国歯科技工士学校協会（全国歯科技工士教育協議会第３部会）のあゆみ
年号年 月 日 催事名等 開催場所 参加校及び参加者名 備考 役　　員 会員校名
昭和4� �� �9 第�回設立準備打合せ会

開催
横浜歯科技工専門学校 歯友会歯科高等専修学校（新潟）・九州歯科技工士学院（福岡）・日本

医学技術専門学校（大阪）・東北歯科技工専門学校（宮城）・東北歯科
総合専門学校（福島）・富山歯科技工士学校（富山）・横浜歯科技工専
門学校（神奈川）

43 � �� 第�回設立準備打合せ会
開催

横浜歯科技工専門学校 歯友会歯科高等専修学校（新潟）・九州歯科技工士学院（福岡）・日本
医学技術専門学校（大阪）・富山歯科技工士学校（富山）・横浜歯科技
工専門学校（神奈川）

議事：１．会則の審議
　　　２．�技工実習（架工義歯・有床義歯）実

習ケースの検討
43 �� �6 第3回設立準備打合会開

催（※会務報告では、��
月�3日となっている）

東京日本橋「ざくろ」東北歯科技工専門学校（宮城）・富山歯科技工士学校（富山）・日本医
学技術専門学校（大阪）・九州歯科技工士学院（福岡）・横浜歯科技工
専門学校（神奈川）

厚生省主催「歯科技工士養成所指導者打合
会」前日開催

44 7 �9「歯科技工士教育協議
会」 設立総会・ 歯科技
工実習研修会開催

歯友会歯科高等専修
学校（新潟）

横浜歯科技工専門学校（鶴見輝彦・国吉直樹・瀬谷　昇）・東北歯科
総合専門学校（影山四郎・塩田幸男・外山　順・橋本昌明）・東北歯
科技工専門学校（小田切　博）・九州歯科技工士学院（斎藤隆夫・清
原寿祐・玉井　清）・富山歯科技工士学校（杉江玄己・石黒利秋・新
谷武彦）・大阪府立堺聾学校歯科技工科（吉田亀雄・宮崎俊一郎）・
歯友会歯科高等専修学校（高頭憲二郎・木暮山人・萬歳英二郎・加
瀬　登・古田正憲・小野鉦二郎・前田正光・丸山　攻・井越邦子・
中村　隆・田制幸雄・田巻藤義・有沢信弘・伊藤鉱司・梶　正治）
オブザーバー：東邦歯科技工専門学校（中野愛美津・酒井清二）

会則の承認（昭和44年4月�日に遡って施行）
年会費　�校30,000円
役員の決定　

役員
会　長　鶴見　輝彦（横浜歯科技工専門学校）
副会長　木暮　素明（歯友会歯科高等専修学校）
副会長　小田切　博（東北歯科技工専門学校）
理　事　行岡　忠雄（日本医学技術学校）
理　事　景山　四郎（東北歯科総合専門学校）
理　事　斎藤　隆夫（九州歯科技工士学院）
理　事　水森　　収（富山歯科技工士学校）
監　事　万歳英二郎（歯友会歯科高等専修学校）
監　事　中島　義明（日本医学技術専門学校）
幹　事　国吉　直樹（横浜歯科技工専門学校）
幹　事　酒匂　貞夫（横浜歯科技工専門学校）

会員校（7校）
横浜歯科技工専門学校（神奈川）
東北歯科総合専門学校（福島）
東北歯科技工専門学校（宮城）
日本医学技術専門学校
九州歯科技工士学院（福岡）
富山歯科技工士学校（富山）
歯友会歯科高等専修学校（新潟）

44 �� 9 臨時総会開催 東京銀座「銀一」 東北歯科技工専門学校（宮城）・日本医学技術専門学校（大阪）・九州
歯科技工士学院（福岡）・歯友会歯科高等専修学校（新潟）・横浜歯科
技工専門学校（神奈川）

厚生省主催「歯科技工士養成所指導者打合
会」前日・次回総会開催を決定

45 4 �5 会報第１号発行 主な記事：創刊のことば（鶴見輝彦会長）・協
議会誕生までのあゆみ・臨時総会開催の模
様・会則・次回総会開催予告・協議会から
のお知らせ

45 6 5 熊本歯科技工専門学校
加入

校　長　中島　義堯

45 6 �0 大阪府立堺聾学校加入 校　長　吉田　亀雄
45 6 �0 昭和45年度総会・ 講演

会・ 協議会・ 懇親会開
催（※会報第�号では昭
和45年8月�8日開催と
なっている）　

総会・講演会・協議
会－日本医学技術学
校（大阪）
懇親会－大阪梅田　
東阪急ホテル

東北歯科技工専門学校（関根　駿・小田切博）・東北歯科総合専門学
校（景山四郎・塩田幸男・外島　順・橋本昌明）・横浜歯科技工専門
学校（鶴見輝彦・国吉直樹・瀬谷　昇・斎藤優二・飯沼光幸）・歯友
会歯科高等専修学校（万歳英二郎・前田正光・古田正憲）・富山歯
科技工士学校（中島忠一・水野公之・今村勝彦・新谷武彦・木下安
弘）・日本医学技術学校（行岡忠雄・中島義明・上野乃武弥）・大阪
府立堺聾学校（吉田亀雄・梶本　朗・宮嶋敏郎・突田庄一）・九州歯
科技工士学院（野見山円蔵・斎藤隆夫・清原寿紹・田村克美）・熊本
歯科技工専門学校（古賀　司）

総　会：�会務報告・昭和44年度決算報告と
会計監査報告・ 昭和45年度事業計
画案審議・意見交換（入学時の納付
金限度・ 国家試験問題集の交換・
身体障害者聾唖者に対する特典措
置の制度・各学校の授業料、その他
の学費（実習費等）の内容・各学校
の要望を漸次会報に載せる件

講　演：�鋳造冠の精密度について（私の鋳
造埋没法－小田切埋没鋳造法－　
小田切　博）・複製用模型印象材コ
ピックの紹介　白光化学研究所）

協議会：�各学校における局部床義歯実習の
現状

会員校（9校）
東北歯科技工専門学校
東北歯科総合専門学校
歯友歯科高等専修学校歯科技工科
富山歯科技工学院
日本医学技術学校歯科技工科
九州歯科技工士学院
横浜歯科技工専門学校
熊本歯科技工専門学校
大阪府立堺聾学校歯科技工科

役員変更 役員
会　長　鶴見　輝彦（横浜歯科技工専門学校）
副会長　木暮　素明（歯友会歯科高等専修学校）
副会長　小田切　博（東北歯科技工専門学校）
理��事　行岡　忠雄（日本医学技術学校）
理　事　景山　四郎（東北歯科総合専門学校）
理　事　斎藤　隆夫（九州歯科技工士学院）
理　事　水森　　収（富山歯科技工士学校）
理　事　中島　義堯（熊本歯科技工専門学校）
監　事　万歳英二郎（歯友会歯科高等専修学校）
監　事　中島　義明（日本医学技術専門学校）
幹　事　国吉　直樹（横浜歯科技工専門学校）
幹　事　酒匂　貞夫（横浜歯科技工専門学校）
（備考）�役員は会員校の増加等の情勢を考慮し、

理事会にはかって随時決定する。　
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45 7 �5 東邦歯科技工専門学校
加入

　 理事長　中野愛美津　校　長　多和田泰一 会員校（�0校）
東北歯科技工専門学校
東北歯科総合専門学校
東邦歯科技工専門学校
歯友歯科高等専修学校歯科技工科
富山歯科技工学院
日本医学技術学校歯科技工科
九州歯科技工士学院
熊本歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
大阪府立堺聾学校歯科技工科

45 �0 �5 会報第�号発行 主な記事：�昭和45年度総会報告・会則・役
員名簿・新入校紹介

45 �� �5 懇談会開催 東京日本橋「ざくろ」 厚生省主催「歯科技工士養成所指導者打合
会」前日
議題：�厚生省歯科技工士養成所指導に対し

ての最近の情報交換・ 協議会活動に
関して・その他

46 7 �5 会報第3号発行 主な記事：�歯科技工士教育の諸問題をめぐっ
て（鶴見会長）・昭和45年度収支決算
書・ 昭和46年度収支予算書・「歯科
技工士教育協議会」にご参加下さい・
昭和46年度定期総会開催予告・新入
会校の紹介・協議会からのお知らせ

46 8 �8 下関歯科技工専門学校
加入

校長　三橋吉雄

46 �0 � 昭和46年度定期総会・
研究協議会・懇親会開催

九州歯科技工士学院

46 �� 30 懇談会（臨時総会）開催 東京日本橋「ざくろ」 「厚生省主催歯科技工士養成所指導者講習
会」前日　
議題：�歯科技工士教育協議会名称変更について

会員校（��校）
東北歯科技工専門学校
東北歯科総合専門学校
東邦歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
歯友歯科高等専修学校歯科技工科
大阪府立堺聾学校歯科技工科
日本医学技術学校歯科技工科
富山歯科技工学院
下関歯科技工専門学校
九州歯科技工士学院
熊本歯科技工専門学校

46 �� � 全国歯科技工士教育協議会設立総会全国歯
科技工士教育協議会の第３部会となる

46 �� 「歯科技工士教育協議会名
称変更に関するご意見の聴
取について（照会）」文書発行

47 7 �5 会報４号発行 主な記事：�心機一転の活動を願って（鶴見会
長）・ 昭和47年度定期総会開催予
告・会の名称変更について・昭和
46年度収支決算書・昭和47年度収
支予算書・新入会校の紹介・テキス
トブックについてお知らせ・趣旨に
ご賛同の歯科技工士養成所のご参加
を大いに歓迎いたします・歯科技工
士教育運営懇談会会則（案）・役員名
簿（昭和47年7月�5日現在）

役員変更 役員
会　長　鶴見　輝彦（横浜歯科技工専門学校）
副会長　木暮　素明（歯友会歯科高等専修学校）
副会長　小田切　博（東北歯科技工専門学校）
理　事　行岡　忠雄（日本医学技術学校）
理　事　景山　四郎（東北歯科総合専門学校）
理　事　関根　　駿（東北歯科技工専門学校）
理　事　斎藤　隆夫（九州歯科技工士学院）
理　事　水森　　収（富山歯科技工士学校）
理　事　中島　義堯（熊本歯科技工専門学校）
理　事　三橋　吉雄（下関歯科技工専門学校）
理　事　中野愛美津（東邦歯科技工専門学校）
監　事　万歳英二郎（歯友会歯科高等専修学校）
監　事　中島　義明（日本医学技術専門学校）
幹　事　国吉　直樹（横浜歯科技工専門学校）
（備考）�役員は会員校の増加等の情勢を考慮し、

理事会にはかって随時決定する。　
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45 7 �5 東邦歯科技工専門学校
加入

　 理事長　中野愛美津　校　長　多和田泰一 会員校（�0校）
東北歯科技工専門学校
東北歯科総合専門学校
東邦歯科技工専門学校
歯友歯科高等専修学校歯科技工科
富山歯科技工学院
日本医学技術学校歯科技工科
九州歯科技工士学院
熊本歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
大阪府立堺聾学校歯科技工科

45 �0 �5 会報第�号発行 主な記事：�昭和45年度総会報告・会則・役
員名簿・新入校紹介

45 �� �5 懇談会開催 東京日本橋「ざくろ」 厚生省主催「歯科技工士養成所指導者打合
会」前日
議題：�厚生省歯科技工士養成所指導に対し

ての最近の情報交換・ 協議会活動に
関して・その他

46 7 �5 会報第3号発行 主な記事：�歯科技工士教育の諸問題をめぐっ
て（鶴見会長）・昭和45年度収支決算
書・ 昭和46年度収支予算書・「歯科
技工士教育協議会」にご参加下さい・
昭和46年度定期総会開催予告・新入
会校の紹介・協議会からのお知らせ

46 8 �8 下関歯科技工専門学校
加入

校長　三橋吉雄

46 �0 � 昭和46年度定期総会・
研究協議会・懇親会開催

九州歯科技工士学院

46 �� 30 懇談会（臨時総会）開催 東京日本橋「ざくろ」 「厚生省主催歯科技工士養成所指導者講習
会」前日　
議題：�歯科技工士教育協議会名称変更について

会員校（��校）
東北歯科技工専門学校
東北歯科総合専門学校
東邦歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
歯友歯科高等専修学校歯科技工科
大阪府立堺聾学校歯科技工科
日本医学技術学校歯科技工科
富山歯科技工学院
下関歯科技工専門学校
九州歯科技工士学院
熊本歯科技工専門学校

46 �� � 全国歯科技工士教育協議会設立総会全国歯
科技工士教育協議会の第３部会となる

46 �� 「歯科技工士教育協議会名
称変更に関するご意見の聴
取について（照会）」文書発行

47 7 �5 会報４号発行 主な記事：�心機一転の活動を願って（鶴見会
長）・ 昭和47年度定期総会開催予
告・会の名称変更について・昭和
46年度収支決算書・昭和47年度収
支予算書・新入会校の紹介・テキス
トブックについてお知らせ・趣旨に
ご賛同の歯科技工士養成所のご参加
を大いに歓迎いたします・歯科技工
士教育運営懇談会会則（案）・役員名
簿（昭和47年7月�5日現在）

役員変更 役員
会　長　鶴見　輝彦（横浜歯科技工専門学校）
副会長　木暮　素明（歯友会歯科高等専修学校）
副会長　小田切　博（東北歯科技工専門学校）
理　事　行岡　忠雄（日本医学技術学校）
理　事　景山　四郎（東北歯科総合専門学校）
理　事　関根　　駿（東北歯科技工専門学校）
理　事　斎藤　隆夫（九州歯科技工士学院）
理　事　水森　　収（富山歯科技工士学校）
理　事　中島　義堯（熊本歯科技工専門学校）
理　事　三橋　吉雄（下関歯科技工専門学校）
理　事　中野愛美津（東邦歯科技工専門学校）
監　事　万歳英二郎（歯友会歯科高等専修学校）
監　事　中島　義明（日本医学技術専門学校）
幹　事　国吉　直樹（横浜歯科技工専門学校）
（備考）�役員は会員校の増加等の情勢を考慮し、

理事会にはかって随時決定する。　
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47 �0 9 昭和47年度総会・ 研究
協議会・懇親会開催

東北歯科総合専門学校 名称変更「全国歯科技工学校協会」

青森歯科技工士専門学
校加入
愛歯技工専門学校加入 会員校（�3校）

青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
東北歯科総合専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
歯友歯科高等専修学校歯科技工科
大阪府立堺聾学校歯科技工科
日本医学技術学校歯科技工科
富山歯科技工学院
下関歯科技工専門学校
九州歯科技工士学院
熊本歯科技工専門学校

48 9 �3 昭和48年度総会・ 研究
発表会・ 講演会・ 懇親
会開催

総会・研究発表会講
演　会：�東邦歯科技

工専門学校
懇親会：�京王プラザ

ホテル

総会
昭和47年度会務報告
昭和47年度決算報告及び監査報告・昭和48
年度事業計画・昭和48年度予算・新入会校
挨拶
研究発表：東邦歯科技工専門学校教員
講演：�「有床義歯用アタッチメントの力学的考

察」日本歯科大学新潟校補綴部教授　
旗手　敏

48 9 �4 国際デンタルショー見学 東京晴海
48 �� �8 懇談会開催 東京「山王飯店」 「厚生省主催歯科技工士養成所指導者講習

会」前日　
49 7 8 総会・懇親会開催 総会：�横浜歯科技術

専門学校
総会
昭和48年度会務報告および決算報告
昭和49年度事業計画（実務担当者研究発表の
件）
役員改選の件
50年度総会開催の件
その他

50 5 �� ｢全国歯科技工士教育協議
会第3部会（私立）加入御
さそいの件｣ の文書発行

50 �� � 昭和50年度総会開催 歯友歯科高等専修学校 主　賓：能美先生
出席校：�青森歯科技工士学校（奈良）・ 東北歯科技工専門学校（鎌

田）・愛歯技工専門学校（児玉）・東邦歯科技工専門学校（中
野・瀬尾）・東京歯科技工専門学校（大塚・清水）・横浜歯
科技術専門学校（鶴見・渡辺・尾崎・国吉）・東京教育大学
附属歯科技工科（大畑）・ 日本歯科医学技術学校歯科技工
科（中島）・大阪府立堺聾学校歯科技工科（若宮）・エヌデー
シー歯科学院技工士養成所（畔）・笠岡歯科学院（西井・石
井）・熊本歯科技工専門学校（中島）・歯友会歯科高等専修
学校（木暮・萬歳・梶・前田・古田）

協議事項：１．専修学校法の改正について　
　　　　　２．学校経理について
　　　　　３．実習担指導者講習会について
　　　　　４．次期当番校について

会員校（�6校）
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
横浜歯科技術専門学校
教育大学附属聾学校
歯友会歯科高等専修学校
名古屋歯科技術専門学校
日本医学技術専門学校
大阪府立堺聾学校
エヌデーシー歯科学院
笠岡歯科技工専門学校
福岡歯科技工士学院
九州歯科技工士学院
熊本歯科技工専門学校
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47 �0 9 昭和47年度総会・ 研究
協議会・懇親会開催

東北歯科総合専門学校 名称変更「全国歯科技工学校協会」

青森歯科技工士専門学
校加入
愛歯技工専門学校加入 会員校（�3校）

青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
東北歯科総合専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
歯友歯科高等専修学校歯科技工科
大阪府立堺聾学校歯科技工科
日本医学技術学校歯科技工科
富山歯科技工学院
下関歯科技工専門学校
九州歯科技工士学院
熊本歯科技工専門学校

48 9 �3 昭和48年度総会・ 研究
発表会・ 講演会・ 懇親
会開催

総会・研究発表会講
演　会：�東邦歯科技

工専門学校
懇親会：�京王プラザ

ホテル

総会
昭和47年度会務報告
昭和47年度決算報告及び監査報告・昭和48
年度事業計画・昭和48年度予算・新入会校
挨拶
研究発表：東邦歯科技工専門学校教員
講演：�「有床義歯用アタッチメントの力学的考

察」日本歯科大学新潟校補綴部教授　
旗手　敏

48 9 �4 国際デンタルショー見学 東京晴海
48 �� �8 懇談会開催 東京「山王飯店」 「厚生省主催歯科技工士養成所指導者講習

会」前日　
49 7 8 総会・懇親会開催 総会：�横浜歯科技術

専門学校
総会
昭和48年度会務報告および決算報告
昭和49年度事業計画（実務担当者研究発表の
件）
役員改選の件
50年度総会開催の件
その他

50 5 �� ｢全国歯科技工士教育協議
会第3部会（私立）加入御
さそいの件｣ の文書発行

50 �� � 昭和50年度総会開催 歯友歯科高等専修学校 主　賓：能美先生
出席校：�青森歯科技工士学校（奈良）・ 東北歯科技工専門学校（鎌

田）・愛歯技工専門学校（児玉）・東邦歯科技工専門学校（中
野・瀬尾）・東京歯科技工専門学校（大塚・清水）・横浜歯
科技術専門学校（鶴見・渡辺・尾崎・国吉）・東京教育大学
附属歯科技工科（大畑）・ 日本歯科医学技術学校歯科技工
科（中島）・大阪府立堺聾学校歯科技工科（若宮）・エヌデー
シー歯科学院技工士養成所（畔）・笠岡歯科学院（西井・石
井）・熊本歯科技工専門学校（中島）・歯友会歯科高等専修
学校（木暮・萬歳・梶・前田・古田）

協議事項：１．専修学校法の改正について　
　　　　　２．学校経理について
　　　　　３．実習担指導者講習会について
　　　　　４．次期当番校について

会員校（�6校）
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
横浜歯科技術専門学校
教育大学附属聾学校
歯友会歯科高等専修学校
名古屋歯科技術専門学校
日本医学技術専門学校
大阪府立堺聾学校
エヌデーシー歯科学院
笠岡歯科技工専門学校
福岡歯科技工士学院
九州歯科技工士学院
熊本歯科技工専門学校
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52 7 22 臨時総会開催 阪急ターミナルビル
�7Fレストラン「ル
シェル」

青森歯科技工士専門学校（佐藤博彦）・東北歯科技工専門学校（鎌田
勇志）・教育大学附属聾学校（佐々木昌彦）・愛歯技工専門学校（児
玉二三夫）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾二郎・小林盛二）・東京歯
科技工専門学校（大塚弘介・小浜順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴
見輝彦・国吉直樹）・歯友会歯科高等専修学校（萬歳英二郎）・名古
屋歯科技術専門学校（永野志農夫）・行岡医学技術専門学校（中島義
明）・大阪府立堺聾学校（宮崎俊一郎）・大阪歯科技工専門学校（一棟
徳和）・福岡歯科技工士学院（吉木広行）・笠岡歯科技工専門学校（高
田秀雄）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・熊本歯科技工専門学
校（中島義堯）

議題：�規約改正について・総会開催につい
て・会費について・研修旅行につい
て・その他

会員校（�6校）
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
横浜歯科技術専門学校
東京教育大学附属聾学校
歯友会歯科技術専門学校
名古屋歯科技術専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪府立堺聾学校
大阪歯科技工専門学校
笠岡歯科技工専門学校
福岡歯科技工士学院
九州歯科技工専門学校
熊本歯科技工専門学校

52 �� �2 昭和52年度総会・ 講演
会・ 学校見学・ 懇親会
開催

総会等－�愛歯技工専
門学校

懇親会－椿山荘

青森歯科技工士専門学校（奈良禧寛・佐藤博康）・東北歯科技工専
門学校（奥田美明・鎌田勇志）・東京教育大学附属聾学校歯科技工
科（大畑重喜）・愛歯技工専門学校（鹿毛俊貞・大宅公生・児玉二三
夫）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾二郎・芦沢仁一・小林盛二）・東
京歯科技工専門学校（大塚弘介・小浜順一）・横浜歯科技術専門学校
（鶴見輝彦・渡辺勇・国吉直樹）・歯友会歯科専門学校（木暮山人・
萬歳英二郎・梶満雄・古田正憲・神田和夫）・名古屋歯科技工専門
学校（永野志農夫）・ 行岡医学技術専門学校（中島義明・ 上野乃武
弥）・大阪歯科技工専門学校（西島庄次郎）・笠岡歯科技工専門学校
（井上執）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡歯科技工士学院
（成清正義）・熊本歯科技工専門学校（中島義堯）
オブザーバー：�埼玉歯科技工士専門学校（阪　勉）・共生会歯科技工

士学校（戸田征一）

総会：�学校運営について・協議事項（昭和5�
年度会務会計報告・ 卒業生の就職に
ついて・ 学生の課外活動について・
入試について・その他・次期当番校
について

講演会：�「米国の技工学校を見て」愛歯技工
専門学校　児玉二三夫先生

学校見学

53 �� �� 昭和53年度総会・ 学校
見学・懇親会開催

笠岡歯科技工専門学校 顧問（東京歯科大学教授　能美光房）・北海道歯科技術専門学校（寺
下松雄・佐藤耕治）・青森歯科技工士専門学校（佐藤博康）・東北歯
科技工専門学校（奥田美明・鎌田勇志）・筑波大学附属聾学校高等部
歯科技工科（大畑重喜）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　勉・福士圭
一）・愛世会愛歯技工専門学校（児玉二三夫）・東邦歯科技工専門学
校（瀬尾二郎・川端正三・小林盛二）・東京歯科技工専門学校（大塚
弘介・小浜順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・国吉直樹・尾
崎隆夫・瀬下実）・歯友会歯科技術専門学校（木暮山人・萬歳英二
郎・古田正憲）・名古屋歯科技工専門学校（永野志農夫）・行岡保健
衛生学園（上野乃武弥）・新大阪歯科技工士学院（亀井輝彌）・大阪歯
科学院専門学校（渡瀬透・西島庄次郎）・広島歯科技術専門学校（西
村徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡歯科技工専門学校
（成清正義）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）・笠岡歯科技工専門
学校（西井知也・西井一郎・高田秀雄・井上執）

アンケート調査結果の資料あり（１．傷害保
険について　２．入学試験時の適性検査につ
いて）

会員校（20校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校�
埼玉歯科技工士専門学校
筑波大学附属聾学校
愛世会愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
共生会歯科技工専門学校
歯友会歯科技術専門学校
名古屋歯科技工専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士学院
笠岡歯科技工専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工士学院
福岡歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

54 �� 8 全国歯科技工士教育協
議会横塚繁雄会長 よ
り、「第３部会管理者
連絡会アンケート調査」
依頼

管理者連絡会開催時、厚生省への質疑事項に
ついてのアンケート
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5� 7 �� 臨時総会開催 阪急ターミナルビル
�7Fレストラン「ル
シェル」

青森歯科技工士専門学校（佐藤博彦）・東北歯科技工専門学校（鎌田
勇志）・教育大学附属聾学校（佐々木昌彦）・愛歯技工専門学校（児
玉二三夫）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾二郎・小林盛二）・東京歯
科技工専門学校（大塚弘介・小浜順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴
見輝彦・国吉直樹）・歯友会歯科高等専修学校（萬歳英二郎）・名古
屋歯科技術専門学校（永野志農夫）・行岡医学技術専門学校（中島義
明）・大阪府立堺聾学校（宮崎俊一郎）・大阪歯科技工専門学校（一棟
徳和）・福岡歯科技工士学院（吉木広行）・笠岡歯科技工専門学校（高
田秀雄）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・熊本歯科技工専門学
校（中島義堯）

議題：�規約改正について・総会開催につい
て・会費について・研修旅行につい
て・その他

会員校（�6校）
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
横浜歯科技術専門学校
東京教育大学附属聾学校
歯友会歯科技術専門学校
名古屋歯科技術専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪府立堺聾学校
大阪歯科技工専門学校
笠岡歯科技工専門学校
福岡歯科技工士学院
九州歯科技工専門学校
熊本歯科技工専門学校

5� �� �� 昭和5�年度総会・ 講演
会・ 学校見学・ 懇親会
開催

総会等－�愛歯技工専
門学校

懇親会－椿山荘

青森歯科技工士専門学校（奈良禧寛・佐藤博康）・東北歯科技工専
門学校（奥田美明・鎌田勇志）・東京教育大学附属聾学校歯科技工
科（大畑重喜）・愛歯技工専門学校（鹿毛俊貞・大宅公生・児玉二三
夫）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾二郎・芦沢仁一・小林盛二）・東
京歯科技工専門学校（大塚弘介・小浜順一）・横浜歯科技術専門学校
（鶴見輝彦・渡辺勇・国吉直樹）・歯友会歯科専門学校（木暮山人・
萬歳英二郎・梶満雄・古田正憲・神田和夫）・名古屋歯科技工専門
学校（永野志農夫）・ 行岡医学技術専門学校（中島義明・ 上野乃武
弥）・大阪歯科技工専門学校（西島庄次郎）・笠岡歯科技工専門学校
（井上執）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡歯科技工士学院
（成清正義）・熊本歯科技工専門学校（中島義堯）
オブザーバー：�埼玉歯科技工士専門学校（阪　勉）・共生会歯科技工

士学校（戸田征一）

総会：�学校運営について・協議事項（昭和5�
年度会務会計報告・ 卒業生の就職に
ついて・ 学生の課外活動について・
入試について・その他・次期当番校
について

講演会：�「米国の技工学校を見て」愛歯技工
専門学校　児玉二三夫先生

学校見学

53 �� �� 昭和53年度総会・ 学校
見学・懇親会開催

笠岡歯科技工専門学校 顧問（東京歯科大学教授　能美光房）・北海道歯科技術専門学校（寺
下松雄・佐藤耕治）・青森歯科技工士専門学校（佐藤博康）・東北歯
科技工専門学校（奥田美明・鎌田勇志）・筑波大学附属聾学校高等部
歯科技工科（大畑重喜）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　勉・福士圭
一）・愛世会愛歯技工専門学校（児玉二三夫）・東邦歯科技工専門学
校（瀬尾二郎・川端正三・小林盛二）・東京歯科技工専門学校（大塚
弘介・小浜順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・国吉直樹・尾
崎隆夫・瀬下実）・歯友会歯科技術専門学校（木暮山人・萬歳英二
郎・古田正憲）・名古屋歯科技工専門学校（永野志農夫）・行岡保健
衛生学園（上野乃武弥）・新大阪歯科技工士学院（亀井輝彌）・大阪歯
科学院専門学校（渡瀬透・西島庄次郎）・広島歯科技術専門学校（西
村徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡歯科技工専門学校
（成清正義）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）・笠岡歯科技工専門
学校（西井和也・西井一郎・高田秀雄・井上執）

アンケート調査結果の資料あり（１．傷害保
険について　２．入学試験時の適性検査につ
いて）

会員校（�0校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校�
埼玉歯科技工士専門学校
筑波大学附属聾学校
愛世会愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
共生会歯科技工専門学校
歯友会歯科技術専門学校
名古屋歯科技工専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士学院
笠岡歯科技工専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工士学院
福岡歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

54 �� 8 全国歯科技工士教育協
議会横塚繁雄会長 よ
り、「第３部会管理者
連絡会アンケート調査」
依頼

管理者連絡会開催時、厚生省への質疑事項に
ついてのアンケート
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54 �� �� 全技協第3部会管理者連
絡会開催

東京「高輪プリンス
ホテル」

厚生省医務局歯科衛生課長三井男也・課長補佐染野久雄・衛生係
長浅野俊文・全国歯科技工士教育協議会長横塚繁雄・副会長玉置
敏夫・北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦）・青森歯科技工士専門学
校（奈良禧寛・佐藤博康）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉
歯科技工士専門学校（阪　勉）・愛世会愛歯技工専門学校（児玉二三
夫）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾二郎）・東京歯科技工専門学校（大
塚弘介・小浜順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・尾崎隆夫・
赤池嘉紀・国吉直樹）・共生会歯科技工専門学校（浅野信行）・歯友
会歯科技術専門学校（木暮山人・萬歳英二郎）・名古屋歯科技工専
門学校（永野志農夫）・行岡医学技術専門学校（中島義明・菅　茂）・
大阪歯科学院専門学校（渡瀬透・畔敏治）・新大阪歯科学院（山賀礼
一・亀井輝弥・浮舟邦彦）・笠岡歯科技工専門学校（西井一郎）・広
島歯科技術専門学校（西村徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫・
田中正太）・福岡歯科技工専門学校（山本信一・山口勝司）・熊本歯
科技術専門学校（坂井正継）

議題：１．�歯科技工士養成所の適正な管理運
営について

　　　２．教育問題について
　　　３．その他

55 �0 �5 昭和55年度定例総会開催 総　会：�東北歯科技
工専門学校

懇親会：東洋館

来賓：全国歯科技工士教育協議会副会長玉置敏夫
北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦・佐藤耕治）・青森歯科技工士専
門学校（奈良禧寛・佐藤博康）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　勉）・
愛世会愛歯技工専門学校（大宅公生・児玉二三夫）・東邦歯科技工専
門学校（瀬尾二郎・芦沢仁一）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・
小浜順一・若槻信男）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・尾崎隆
夫・赤池嘉紀・国吉直樹）・共生会歯科技工専門学校（市川正幸）・
歯友会歯科技術専門学校（木暮山人・萬歳英二郎・古田正憲）・名古
屋歯科技工専門学校（永野志農夫）・行岡医学技術専門学校（中島義
明）・大阪歯科学院専門学校（渡瀬　透）・新大阪歯科技工学院（浮舟
邦彦・宮川藤一郎）・笠岡歯科技工専門学校（塚脇重篤）・広島歯科
技術専門学校（西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡
歯科技術専門学校（吉木廣行）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）・
東北歯科技工専門学校（五十嵐洸一・高橋　裕・関根　駿・奥田美
明・林　正美・鎌田勇志・安原哲章・菅野恭助）
オブザーバー：新東京歯科技工士学院（中村道雄・小原正司）

議題・協議：
１．3部会会則について　　
２．大学・短大化問題　
３．昭和56年度会員校学費について　
４．入学試験日の設定について　　
５．県別ブロック間の情報交換について　　
６．�3部会の特殊性を考慮した目標、事業の

検討について　　
７．教職員（非常勤も含む）の給与について
８．学校安全の保険について

会員校（�9校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛世会愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
共生会歯科技工専門学校
歯友会歯科技術専門学校
名古屋歯科技工専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工学院
笠岡歯科技工専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工士学院
福岡歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

56 �0 9 昭和56年度定例総会開催 総会・宿�泊：岐阜長
良川ホテル
和風別館

懇親会：�鵜飼見物船
上（名古屋歯
科医療専門
学校担当）

来賓：全国歯科技工士教育協議会会長玉置敏夫
青森歯科技工士専門学校（奈良禧寛・佐藤博康）・東北歯科技工専門
学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　勉）・愛世会愛歯技
工専門学校（大宅公生・児玉二三夫）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾
二郎・芦沢仁一・小林盛二）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小
浜順一）・新東京歯科技工学院（中村道雄・小原正司）・横浜歯科技
術専門学校（鶴見輝彦・赤池嘉紀）・共生会歯科技工専門学校（守田
博行・高橋　伸）・歯友会歯科技術専門学校（萬歳英二郎・古田正
憲・大森　正）・行岡医学技術専門学校（中島義明）・大阪歯科学院
専門学校（渡瀬　透）・新大阪歯科技工学院（浮舟邦彦・亀井輝満）・
笠岡歯科技工専門学校（高田秀雄）・広島歯科技術専門学校（西村　
徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡歯科技術専門学校（吉
木廣行）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）・名古屋歯科技工専門
学校（永野志農夫・山田与五郎・大沢昭二）

報告・議題
１．�昭和55年度決算報告及び昭和56年度中

間報告
２．入学試験の実施期日について
３．�歯科技工士ガイドブックの問題（リク

ルート社の問題）
４．会則一部変更について
５．次期開催校について
協議（事前にアンケート調査あり
１．求人について
２．初任給について
３．�各都道府県における歯科技工所の倒産に

ついて
４．�リクルート・（株）さんぽう及びその他の

利用度について）

会員校（�0校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校�
埼玉歯科技工士専門学校
愛世会愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技工専門学校
共生会歯科技工専門学校
歯友会歯科技術専門学校
名古屋歯科技工専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工学院
笠岡歯科技工専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工士学院
福岡歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

6� 5 �� 昭和6�年度定時総会開催 総会：�横浜歯科技術
専門学校

平成 3 5 �6 平成3年度定時総会開催 総会：徳島市
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54 �� �� 全技協第3部会管理者連
絡会開催

東京「高輪プリンス
ホテル」

厚生省医務局歯科衛生課長三井男也・課長補佐染野久雄・衛生係
長浅野俊文・全国歯科技工士教育協議会長横塚繁雄・副会長玉置
敏夫・北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦）・青森歯科技工士専門学
校（奈良禧寛・佐藤博康）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉
歯科技工士専門学校（阪　勉）・愛世会愛歯技工専門学校（児玉二三
夫）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾二郎）・東京歯科技工専門学校（大
塚弘介・小浜順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・尾崎隆夫・
赤池嘉紀・国吉直樹）・共生会歯科技工専門学校（浅野信行）・歯友
会歯科技術専門学校（木暮山人・萬歳英二郎）・名古屋歯科技工専
門学校（永野志農夫）・行岡医学技術専門学校（中島義明・菅　茂）・
大阪歯科学院専門学校（渡瀬透・畔敏治）・新大阪歯科学院（山賀礼
一・亀井輝弥・浮舟邦彦）・笠岡歯科技工専門学校（西井一郎）・広
島歯科技術専門学校（西村徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫・
田中正太）・福岡歯科技工専門学校（山本信一・山口勝司）・熊本歯
科技術専門学校（坂井正継）

議題：１．�歯科技工士養成所の適正な管理運
営について

　　　２．教育問題について
　　　３．その他

55 �0 �5 昭和55年度定例総会開催 総　会：�東北歯科技
工専門学校

懇親会：東洋館

来賓：全国歯科技工士教育協議会副会長玉置敏夫
北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦・佐藤耕治）・青森歯科技工士専
門学校（奈良禧寛・佐藤博康）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　勉）・
愛世会愛歯技工専門学校（大宅公生・児玉二三夫）・東邦歯科技工専
門学校（瀬尾二郎・芦沢仁一）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・
小浜順一・若槻信男）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・尾崎隆
夫・赤池嘉紀・国吉直樹）・共生会歯科技工専門学校（市川正幸）・
歯友会歯科技術専門学校（木暮山人・萬歳英二郎・古田正憲）・名古
屋歯科技工専門学校（永野志農夫）・行岡医学技術専門学校（中島義
明）・大阪歯科学院専門学校（渡瀬　透）・新大阪歯科技工学院（浮舟
邦彦・宮川藤一郎）・笠岡歯科技工専門学校（塚脇重篤）・広島歯科
技術専門学校（西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡
歯科技術専門学校（吉木廣行）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）・
東北歯科技工専門学校（五十嵐洸一・高橋　裕・関根　駿・奥田美
明・林　正美・鎌田勇志・安原哲章・菅野恭助）
オブザーバー：新東京歯科技工士学院（中村道雄・小原正司）

議題・協議：
１．3部会会則について　　
２．大学・短大化問題　
３．昭和56年度会員校学費について　
４．入学試験日の設定について　　
５．県別ブロック間の情報交換について　　
６．�3部会の特殊性を考慮した目標、事業の

検討について　　
７．教職員（非常勤も含む）の給与について
８．学校安全の保険について

会員校（�9校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛世会愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
横浜歯科技工専門学校
共生会歯科技工専門学校
歯友会歯科技術専門学校
名古屋歯科技工専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工学院
笠岡歯科技工専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工士学院
福岡歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

56 �0 9 昭和56年度定例総会開催 総会・宿�泊：岐阜長
良川ホテル
和風別館

懇親会：�鵜飼見物船
上（名古屋歯
科医療専門
学校担当）

来賓：全国歯科技工士教育協議会会長玉置敏夫
青森歯科技工士専門学校（奈良禧寛・佐藤博康）・東北歯科技工専門
学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　勉）・愛世会愛歯技
工専門学校（大宅公生・児玉二三夫）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾
二郎・芦沢仁一・小林盛二）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小
浜順一）・新東京歯科技工学院（中村道雄・小原正司）・横浜歯科技
術専門学校（鶴見輝彦・赤池嘉紀）・共生会歯科技工専門学校（守田
博行・高橋　伸）・歯友会歯科技術専門学校（萬歳英二郎・古田正
憲・大森　正）・行岡医学技術専門学校（中島義明）・大阪歯科学院
専門学校（渡瀬　透）・新大阪歯科技工学院（浮舟邦彦・亀井輝満）・
笠岡歯科技工専門学校（高田秀雄）・広島歯科技術専門学校（西村　
徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡歯科技術専門学校（吉
木廣行）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）・名古屋歯科技工専門
学校（永野志農夫・山田与五郎・大沢昭二）

報告・議題
１．�昭和55年度決算報告及び昭和56年度中

間報告
２．入学試験の実施期日について
３．�歯科技工士ガイドブックの問題（リク

ルート社の問題）
４．会則一部変更について
５．次期開催校について
協議（事前にアンケート調査あり
１．求人について
２．初任給について
３．�各都道府県における歯科技工所の倒産に

ついて
４．�リクルート・（株）さんぽう及びその他の

利用度について）

会員校（�0校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校�
埼玉歯科技工士専門学校
愛世会愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技工専門学校
共生会歯科技工専門学校
歯友会歯科技術専門学校
名古屋歯科技工専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工学院
笠岡歯科技工専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工士学院
福岡歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

6� 5 �� 昭和6�年度定時総会開催 総会：�横浜歯科技術
専門学校

平成 3 5 �6 平成3年度定時総会開催 総会：徳島市
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4 5 �4 平成4年度定時総会開催 総会・懇親会：
宮城県秋保温泉「佐
勘」（東北歯科技工専
門学校担当）

5 平成5年度総会 ホテルコンチネンタ
ル府中（東邦歯科医
療専門学校担当）

臨時総会開催 日本歯科大学大学院
（東京地区担当）

6 平成6年度定時総会開催 日本歯科大学大学院
（東京地区担当）

7 4 �7 第�回担当者連絡会開催 東京都 ｢新宿月亭｣ 議題：１．日本歯科技工学会の件
　　　２．平成7年度総会について

7 5 9 親睦会開催 大阪府茨木市
7 5 �0 平成7年度第�回役員会

定時総会開催
大阪東洋ホテル（大
阪歯科学院専門学校
担当）

報告・議題：平成6年度事業報告
第�号議案　�平成6年度収支決算承認を求む

る件及び監査報告
第�号議案　�平成7年度事業計画案承認を求

むる件
第3号議案　�平成7年度収支予算案承認を求

むる件
第4号議案　�役員改選の件
その他　１．歯科技工学会について
　　　　２．�全国歯科技工士教育協議会総会

について
　　　　３．法人化について　

役員（平成7年4月�日～平成�0年3月3�日）
会　長　東邦歯科医療専門学校　　瀬尾次郎
会　計　東京歯科技工専門学校　　大塚弘介
広　報　横浜歯科技術専門学校　　松尾悦郎
渉　外　新東京歯科技工士学校　　中村道雄
総　務　埼玉歯科技工士専門学校　阪　秀樹
第１区　東北歯科技工専門学校　　五十嵐洸一
第３区
第４区　大阪歯科学院専門学校　　渡瀬　透
第５区　九州歯科技工専門学校　　斎藤隆夫
監　事　愛歯技工専門学校　　　　大宅公生
　〃　　熊本歯科技術専門学校　　中島義堯
会長推薦　北海道歯科技術専門学校　佐藤泰彦
　〃　　東海歯科医療専門学校　　野村順雄
　〃　　行岡歯科医療専門学校　　中島義明
　〃　　九州福祉医療専門学校　　嘉村　博

会員校（�3校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校�
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技工専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科技工専門学校
東海歯科医療専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工学院
笠岡歯科技工専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡歯科技術専門学校
長崎歯科技術専門学校
九州福祉医療専門学校
熊本歯科技術専門学校

7 6 �6 第�回担当者連絡会開催 東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

議題：１．法人化について
　　　２．全国模擬試験平成6年度実施報告

7 8 3 首都圏歯科技工士教育
協議会
全国模擬試験実務担当
者連絡会開催

埼玉歯科技工士専門
学校

議題：１．平成6年度実施報告
　　　２．平成7年度実施要項について

7 9 7 第3回担当者連絡会開催 東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

議題：１．法人化について
　　　２．�全国模擬試験平成7年度実施要領

について
7 �0 �8 第�回役員会開催 東京都五反田「ニュー

大塚ビル」
議題：１．法人化について
　　　２．�ニュー大塚ビル�Fに本会事務所

を置く件
7 �0 3� 臨時総会（平成7年��月

�4日）開催通知
平成7年��月�日付けで、臨時総会開催中止
案内

7 �� 全技協　平成7年度第�
回模擬試験実施

参加校及び参加人数：��校　�,�45名

7 �� �� 第3回役員会開催 東京「目黒雅叙園｣ 議題：１．�法人化に関する勉強会（元厚生省
健康政策局歯科衛生課長　宮武
先生）

8 � 全技協　平成7年度第�
回模擬試験実施

参加校及び参加人数：�8校　　838名
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4 5 �4 平成4年度定時総会開催 総会・懇親会：
宮城県秋保温泉「佐
勘」（東北歯科技工専
門学校担当）

5 平成5年度総会 ホテルコンチネンタ
ル府中（東邦歯科医
療専門学校担当）

臨時総会開催 日本歯科大学大学院
（東京地区担当）

6 平成6年度定時総会開催 日本歯科大学大学院
（東京地区担当）

7 4 �7 第�回担当者連絡会開催 東京都 ｢新宿月亭｣ 議題：１．日本歯科技工学会の件
　　　２．平成7年度総会について

7 5 9 親睦会開催 大阪府茨木市
7 5 �0 平成7年度第�回役員会

定時総会開催
大阪東洋ホテル（大
阪歯科学院専門学校
担当）

報告・議題：平成6年度事業報告
第�号議案　�平成6年度収支決算承認を求む

る件及び監査報告
第�号議案　�平成7年度事業計画案承認を求

むる件
第3号議案　�平成7年度収支予算案承認を求

むる件
第4号議案　�役員改選の件
その他　１．歯科技工学会について
　　　　２．�全国歯科技工士教育協議会総会

について
　　　　３．法人化について　

役員（平成7年4月�日～平成�0年3月3�日）
会　長　東邦歯科医療専門学校　　瀬尾次郎
会　計　東京歯科技工専門学校　　大塚弘介
広　報　横浜歯科技術専門学校　　松尾悦郎
渉　外　新東京歯科技工士学校　　中村道雄
総　務　埼玉歯科技工士専門学校　阪　秀樹
第１区　東北歯科技工専門学校　　五十嵐洸一
第３区
第４区　大阪歯科学院専門学校　　渡瀬　透
第５区　九州歯科技工専門学校　　斎藤隆夫
監　事　愛歯技工専門学校　　　　大宅公生
　〃　　熊本歯科技術専門学校　　中島義堯
会長推薦　北海道歯科技術専門学校　佐藤泰彦
　〃　　東海歯科医療専門学校　　野村順雄
　〃　　行岡歯科医療専門学校　　中島義明
　〃　　九州福祉医療専門学校　　嘉村　博

会員校（�3校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校�
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技工専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科技工専門学校
東海歯科医療専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工学院
笠岡歯科技工専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡歯科技術専門学校
長崎歯科技術専門学校
九州福祉医療専門学校
熊本歯科技術専門学校

7 6 �6 第�回担当者連絡会開催 東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

議題：１．法人化について
　　　２．全国模擬試験平成6年度実施報告

7 8 3 首都圏歯科技工士教育
協議会
全国模擬試験実務担当
者連絡会開催

埼玉歯科技工士専門
学校

議題：１．平成6年度実施報告
　　　２．平成7年度実施要項について

7 9 7 第3回担当者連絡会開催 東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

議題：１．法人化について
　　　２．�全国模擬試験平成7年度実施要領

について
7 �0 �8 第�回役員会開催 東京都五反田「ニュー

大塚ビル」
議題：１．法人化について
　　　２．�ニュー大塚ビル�Fに本会事務所

を置く件
7 �0 3� 臨時総会（平成7年��月

�4日）開催通知
平成7年��月�日付けで、臨時総会開催中止
案内

7 �� 全技協　平成7年度第�
回模擬試験実施

参加校及び参加人数：��校　�,�45名

7 �� �� 第3回役員会開催 東京「目黒雅叙園｣ 議題：１．�法人化に関する勉強会（元厚生省
健康政策局歯科衛生課長　宮武
先生）

8 � 全技協　平成7年度第�
回模擬試験実施

参加校及び参加人数：�8校　　838名
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8 � 7 第4回役員会開催 東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

東邦歯科医療専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東京歯科技工専門学
校（大塚弘介・小濱順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・篠田　
晃）・新東京歯科技工士学校（中村道雄）・埼玉歯科技工士専門学校
（阪　秀樹・山鹿洋一）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・大阪歯
科学院専門学校（渡瀬　透・平安亮造）・行岡医学技術専門学校（中
島義明）・北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦）・九州福祉医療専門
学校（嘉村　博）・愛歯技工専門学校（大宅公生）・熊本歯科技術専門
学校（中島義堯）

議題：１．平成8年度総会について
　　　２．法人化について　
　　　３．�全国模擬試験平成7年度進行状況

について　

8 3 6 第4回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．平成8年度総会に関する件

8 4 �7 平成8年度役員会・総会
開催

役員会・総会・懇親会：
熊本県杖立温泉「杖
立観光ホテルひぜん
や」（熊本歯科技工専
門学校担当）

北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（大宅公生・阿部八
郎）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東京歯科技工
専門学校（大塚弘介・ 小濱順一）・ 新東京歯科技工士学校（中村道
夫）・横浜歯科技術専門学校（鶴見清彦・篠田　晃）・名古屋歯科医
療専門学校（大澤昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤
一）・行岡医学技術専門学校（中島義明）・大阪歯科学院専門学校（平
安亮造・一棟徳和）・新大阪歯科技工士専門学校（宮川藤一郎・奥野
善彦）・広島歯科技術専門学校（都留宏道）・九州歯科技工専門学校
（斎藤隆夫）・福岡医科歯科技術専門学校（岡　増一郎）・九州福祉医
療専門学校（嘉村　博）（背山誓嵓）・長崎歯科技術専門学校・熊本歯
科技術専門学校（中島義堯・中島義和・西澤敬雄）
欠席校：�共生会歯科技工専門学校・専門学校名古屋デンタル技工

士学院・笠岡歯科技工士専門学校

報告・議題
平成7年度事業報告
１．�平成7年度収支決算を求むる件・監査報

告
２．�平成8年度事業計画案承認を求むる件
３．�平成8年度収支予算案承認の件
４．�法人設立に関する件　�）法人設立発起

人会の発足について　�）社団法人全国
歯科技工士学校協会申し込みの件

５．�その他入学辞退者への対応について

8 5 �9 役員会・臨時総会開催 横浜歯科技術専門学
校西口校舎

北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝）・東北歯科技工専門学校（川上道夫・鎌田勇志）・埼玉歯科
技工士専門学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（大宅公
生・阿部八郎）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東
京歯科技工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技工士学
校（中村道夫）・横浜歯科技術専門学校（鶴見清彦・篠田　晃）・共
生会歯科技工専門学校（守田博行）・名古屋歯科医療専門学校（大澤
昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤一）・行岡医学技
術専門学校（中島義明）・大阪歯科学院専門学校（一棟徳和）・新大阪
歯科技工士専門学校（宮川藤一郎）・広島歯科技術専門学校（都留宏
道・西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科歯科
技術専門学校（岡　増一郎）・九州福祉医療専門学校（嘉村　博）（背
山誓嵓）・長崎歯科技術専門学校・熊本歯科技術専門学校（中島義
堯）
欠席校：�専門学校名古屋デンタル技工士学院・笠岡歯科技工士専

門学校

議題：法人設立に関する件　その他

8 �� 全技協　平成8年度第�
回模擬試験実施

9 � 全技協　平成8年度第�
回模擬試験実施

9 � �4 役員会 東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

東邦歯科医療専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小
濱順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦）・新東京歯科技工士学
校（中村道雄）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・東海歯科医療専
門学校（野村順雄）・大阪歯科学院専門学校（渡瀬　透・一棟徳和）・
九州福祉医療専門学校（嘉村　博）・愛歯技工専門学校（大宅公生・
阿部八郎）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）

議題：�平成9年度事業計画に関する件　その
他

9 5 7 第�回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．平成9年度総会に関する件　２．その他

9 5 �7 平成9年度第�回役員会
平成9年度提示総会　懇
親会開催

役員会・�総会：岐阜
県「長良川
ホ テ ル 新
館」

懇親会：�（東海歯科
医療専門学
校担当）

9 5 �8 親睦会開催
親善ゴルフ・ 名古屋名
所観光
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8 � 7 第4回役員会開催 東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

東邦歯科医療専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東京歯科技工専門学
校（大塚弘介・小濱順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・篠田　
晃）・新東京歯科技工士学校（中村道雄）・埼玉歯科技工士専門学校
（阪　秀樹・山鹿洋一）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・大阪歯
科学院専門学校（渡瀬　透・平安亮造）・行岡医学技術専門学校（中
島義明）・北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦）・九州福祉医療専門
学校（嘉村　博）・愛歯技工専門学校（大宅公生）・熊本歯科技術専門
学校（中島義堯）

議題：１．平成8年度総会について
　　　２．法人化について　
　　　３．�全国模擬試験平成7年度進行状況

について　

8 3 6 第4回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．平成8年度総会に関する件

8 4 �7 平成8年度役員会・総会
開催

役員会・総会・懇親会：
熊本県杖立温泉「杖
立観光ホテルひぜん
や」（熊本歯科技工専
門学校担当）

北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（大宅公生・阿部八
郎）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東京歯科技工
専門学校（大塚弘介・ 小濱順一）・ 新東京歯科技工士学校（中村道
夫）・横浜歯科技術専門学校（鶴見清彦・篠田　晃）・名古屋歯科医
療専門学校（大澤昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤
一）・行岡医学技術専門学校（中島義明）・大阪歯科学院専門学校（平
安亮造・一棟徳和）・新大阪歯科技工士専門学校（宮川藤一郎・奥野
善彦）・広島歯科技術専門学校（都留宏道）・九州歯科技工専門学校
（斎藤隆夫）・福岡医科歯科技術専門学校（岡　増一郎）・九州福祉医
療専門学校（嘉村　博）（背山誓嵓）・長崎歯科技術専門学校・熊本歯
科技術専門学校（中島義堯・中島義和・西澤敬雄）
欠席校：�共生会歯科技工専門学校・専門学校名古屋デンタル技工

士学院・笠岡歯科技工士専門学校

報告・議題
平成7年度事業報告
１．�平成7年度収支決算を求むる件・監査報

告
２．�平成8年度事業計画案承認を求むる件
３．�平成8年度収支予算案承認の件
４．�法人設立に関する件　�）法人設立発起

人会の発足について　�）社団法人全国
歯科技工士学校協会申し込みの件

５．�その他入学辞退者への対応について

8 5 �9 役員会・臨時総会開催 横浜歯科技術専門学
校西口校舎

北海道歯科技術専門学校（佐藤泰彦）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝）・東北歯科技工専門学校（川上道夫・鎌田勇志）・埼玉歯科
技工士専門学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（大宅公
生・阿部八郎）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東
京歯科技工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技工士学
校（中村道夫）・横浜歯科技術専門学校（鶴見清彦・篠田　晃）・共
生会歯科技工専門学校（守田博行）・名古屋歯科医療専門学校（大澤
昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤一）・行岡医学技
術専門学校（中島義明）・大阪歯科学院専門学校（一棟徳和）・新大阪
歯科技工士専門学校（宮川藤一郎）・広島歯科技術専門学校（都留宏
道・西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科歯科
技術専門学校（岡　増一郎）・九州福祉医療専門学校（嘉村　博）（背
山誓嵓）・長崎歯科技術専門学校・熊本歯科技術専門学校（中島義
堯）
欠席校：�専門学校名古屋デンタル技工士学院・笠岡歯科技工士専

門学校

議題：法人設立に関する件　その他

8 �� 全技協　平成8年度第�
回模擬試験実施

9 � 全技協　平成8年度第�
回模擬試験実施

9 � �4 役員会 東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

東邦歯科医療専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小
濱順一）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦）・新東京歯科技工士学
校（中村道雄）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・東海歯科医療専
門学校（野村順雄）・大阪歯科学院専門学校（渡瀬　透・一棟徳和）・
九州福祉医療専門学校（嘉村　博）・愛歯技工専門学校（大宅公生・
阿部八郎）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）

議題：�平成9年度事業計画に関する件　その
他

9 5 7 第�回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．平成9年度総会に関する件　２．その他

9 5 �7 平成9年度第�回役員会
平成9年度提示総会　懇
親会開催

役員会・�総会：岐阜
県「長良川
ホ テ ル 新
館」

懇親会：�（東海歯科
医療専門学
校担当）

9 5 �8 親睦会開催
親善ゴルフ・ 名古屋名
所観光
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9 8 �0 私立歯科技工士学校教
員研修会

群馬県「ホテル軽井
沢��30」

8月�0日～��日（3日間）　受講者：�4名

9 8 �6 第�回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．歯科技工士資格試験に関する件　
　　　２．その他

9 �0 7 第�回役員会 東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

来賓：全国歯科技工士教育協議会会長　渡辺嘉一
東邦歯科医療専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小
濱順一）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎・篠田　晃）・新東京歯
科技工士学校（中村道雄）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・東海
歯科医療専門学校（野田潤一）・九州歯科技工専門学校（斉藤隆夫）・
行岡医学技術専門学校（中島義明）・九州福祉医療専門学校（嘉村　
博）・愛歯技工専門学校（大宅公生・阿部八郎）・熊本歯科技術専門
学校（中島義堯）
欠席：北海道歯科技術専門学校・大阪歯科学院専門学校

議題：�歯科技工士資格試験に関する件　そ
の他

9 �0 �4 第�回資格試験検討委員
会開催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．�歯科技工士資格試験の今後の在り
方（�）　

　　　２．その他
9 �0 �8 第�回資格試験検討委員

会開催
東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．�歯科技工士資格試験の今後の在り
方（�）　

　　　２．その他
9 �� �0 役員会 東京駅八重洲口「ホ

テル国際観光」
議題：１．資格試験に関する件　
　　　２．その他

9 �� �5 全国歯科技工士教育協
議会　渡辺嘉一会長宛
「意見書」（歯科技工士資
格試験の全国統一試験
実施に関して）提出

9 �� 全技協　平成9年度第�
回模擬試験実施

参加校　�4校　�,064名

�0 � 全技協　平成9年度第�
回模擬試験実施

参加校　�3校　�,040名

�0 � �3 第3回担当理事連絡会開
催

東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

議題：１．平成�0年度事業計画に関する件
　　　２．その他

�0 4 �3 平成�0年度役員会・ 定
時総会開催

箱根湯本温泉
鶴井の宿「紫雲荘」
（関東地区担当）

北海道歯科技術専門学校（木下謙一）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一・篠原武臣）・愛歯技工専門学校（大宅公
生・阿部八郎）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東
京歯科技工専門学校（大塚弘介）・ 新東京歯科技工士学校（中村道
夫）・横浜歯科技術専門学校（篠田　晃）・名古屋歯科医療専門学校
（山田与五郎）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・行岡医学技術専
門学校（中島義明）・新大阪歯科技工士専門学校（宮川藤一郎・奥野
善彦）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・九州福祉医療専門学校
（嘉村　博）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）
欠席校：�共生会歯科技工専門学校・専門学校名古屋デンタル技工

士学院・大阪歯科学院専門学校・笠岡歯科技工士専門学
校・広島歯科技術専門学校・福岡医科歯科技術専門学校・
長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成9年度事業報告　
第�号議案　平成9年度収支決算を求むる件
第�号議案　平成�0年度事業計画（案）
第3号議案　�平成�0年度収支予算案承認を求

むる件
第4号議案　�役員任期満了に伴う役員改選の

件
第5号議案　平成��年度総会開催地の件
その他

会員校（�3校）

北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技術専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科医療専門学校
東海歯科医療専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士専門学校
笠岡歯科技工士専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡医科歯科技術専門学校
九州福祉医療専門学校
長崎歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

�0 4 �4 会員親睦会（親善ゴル
フ）開催・観光
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9 8 �0 私立歯科技工士学校教
員研修会

群馬県「ホテル軽井
沢��30」

8月�0日～��日（3日間）　受講者：�4名

9 8 �6 第�回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．歯科技工士資格試験に関する件　
　　　２．その他

9 �0 7 第�回役員会 東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

来賓：全国歯科技工士教育協議会会長　渡辺嘉一
東邦歯科医療専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小
濱順一）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎・篠田　晃）・新東京歯
科技工士学校（中村道雄）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・東海
歯科医療専門学校（野田潤一）・九州歯科技工専門学校（斉藤隆夫）・
行岡医学技術専門学校（中島義明）・九州福祉医療専門学校（嘉村　
博）・愛歯技工専門学校（大宅公生・阿部八郎）・熊本歯科技術専門
学校（中島義堯）
欠席：北海道歯科技術専門学校・大阪歯科学院専門学校

議題：�歯科技工士資格試験に関する件　そ
の他

9 �0 �4 第�回資格試験検討委員
会開催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．�歯科技工士資格試験の今後の在り
方（�）　

　　　２．その他
9 �0 �8 第�回資格試験検討委員

会開催
東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．�歯科技工士資格試験の今後の在り
方（�）　

　　　２．その他
9 �� �0 役員会 東京駅八重洲口「ホ

テル国際観光」
議題：１．資格試験に関する件　
　　　２．その他

9 �� �5 全国歯科技工士教育協
議会　渡辺嘉一会長宛
「意見書」（歯科技工士資
格試験の全国統一試験
実施に関して）提出

9 �� 全技協　平成9年度第�
回模擬試験実施

参加校　�4校　�,064名

�0 � 全技協　平成9年度第�
回模擬試験実施

参加校　�3校　�,040名

�0 � �3 第3回担当理事連絡会開
催

東京駅八重洲口「ホ
テル国際観光」

議題：１．平成�0年度事業計画に関する件
　　　２．その他

�0 4 �3 平成�0年度役員会・ 定
時総会開催

箱根湯本温泉
鶴井の宿「紫雲荘」
（関東地区担当）

北海道歯科技術専門学校（木下謙一）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一・篠原武臣）・愛歯技工専門学校（大宅公
生・阿部八郎）・東邦歯科技工専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東
京歯科技工専門学校（大塚弘介）・ 新東京歯科技工士学校（中村道
夫）・横浜歯科技術専門学校（篠田　晃）・名古屋歯科医療専門学校
（山田与五郎）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・行岡医学技術専
門学校（中島義明）・新大阪歯科技工士専門学校（宮川藤一郎・奥野
善彦）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・九州福祉医療専門学校
（嘉村　博）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）
欠席校：�共生会歯科技工専門学校・専門学校名古屋デンタル技工

士学院・大阪歯科学院専門学校・笠岡歯科技工士専門学
校・広島歯科技術専門学校・福岡医科歯科技術専門学校・
長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成9年度事業報告　
第�号議案　平成9年度収支決算を求むる件
第�号議案　平成�0年度事業計画（案）
第3号議案　�平成�0年度収支予算案承認を求

むる件
第4号議案　�役員任期満了に伴う役員改選の

件
第5号議案　平成��年度総会開催地の件
その他

会員校（�3校）

北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技術専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科医療専門学校
東海歯科医療専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士専門学校
笠岡歯科技工士専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡医科歯科技術専門学校
九州福祉医療専門学校
長崎歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

�0 4 �4 会員親睦会（親善ゴル
フ）開催・観光
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�0 8 �9 私立歯科技工士学校教
員研修会開催

静岡県
「初島クラブ」（熱海）

8月�9日～��日（3日間）　��名

�0 9 �� 第�回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．時局問題に関する件

�0 �� 全技協　平成�0年度第
�回模擬試験実施

参加校　��校　964名

�� � 全技協　平成�0年度第
�回模擬試験実施

参加校　�4校　998名

�� � �7 第�回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．時局問題に関する件
　　　２．平成��年度事業計画について

�� 4 �4 会員親睦会（親善ゴル
フ）開催

伊香保カントリーク
ラブ

�� 4 �5 平成��年度役員会・ 定
時総会開催

総会・懇親会：
群馬県伊香保温泉
「福一」（埼玉歯科技
工士専門学校）

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州・上田　肇・木下謙一）・青森
歯科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科
技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・山
鹿洋一・池田政美）・愛歯技工専門学校（大宅公生・阿部八郎）・東
邦歯科技工専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東京歯科技工専門学校
（大塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技工士学校（中村道夫）・横浜歯
科技術専門学校（松尾悦郎・篠田　晃）・名古屋歯科医療専門学校
（大澤昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤一）・新大阪
歯科技工士専門学校（宮川藤一郎）・広島歯科技術専門学校（都留宏
道・西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・九州福祉医療
専門学校（門司誠一）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）
欠席校：�共生会歯科技工専門学校・専門学校名古屋デンタル技工

士学院・行岡医学技術専門学校・大阪歯科学院専門学校・
笠岡歯科技工士専門学校・ 福岡医科歯科技術専門学校・
長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�0年度事業報告
第�号議案　�平成�0年度収支決算の承認を求

める件
第�号議案　�平成��年度事業計画案承認を求

める件
第3号議案　�平成��年度収支予算案承認を求

める件
その他

�� 8 私立歯科技工士学校教
員研修会

受講者：��名

�� �� 全技協　平成��年度第
�回模擬試験実施

�� � 全技協　平成��年度第
�回模擬試験実施

�� 5 �6 第�回役員会開催 東京ガーデンパレス 議題：１．平成��年度総会議題に関する件
　　　２．次期役員について

�� 7 �5 第�回担当理事連絡会開
催

ニュー大塚ビル（全
私技協事務所）

議題：１．平成��年度総会議題に関する件
　　　２．その他

�� 8 � 役員会・総会・懇親会・
ねぶた見物

総会・懇親会：
青森県「ホテル青
森」（青森歯科技工士
専門学校担当）

報告・議題
平成��年度事業報告
第�号議案　�平成��年度収支決算承認を求む

る件・監査報告
第�号議案　�平成��年度事業計画案承認を求

むる件
第3号議案　�平成��年度収支予算案承認を求

むる件
第4号議案　役員改選の件

�� 8 3 会員親睦会（親善ゴル
フ）開催

�� 8 �3 私立歯科技工士学校教
員研修会開催

長野県軽井沢 8月�3日～�5日（3日間）　�0名

�� 9 �9 第�回担当理事連絡会開
催

ニュー大塚ビル（全
私技協事務所）

議題：１時局問題に関する件
　　　２．その他

�� �� �� 第3回担当理事連絡会開
催

京王プラザホテル 議題：１．次期役員選出に関する件
　　　２．その他

�� �� 全技協　平成��年度第
�回模擬試験実施

参加校　�7校　�,085名

�3 � 全技協　平成��年度第
�回模擬試験実施

参加校　�5校　�,040名

�3 � 7 第3回役員会開催 京王プラザホテル 議題：１平成�3年度事業計画に関する件
　　　２．役員改選に関する件
　　　３．その他
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�0 8 �9 私立歯科技工士学校教
員研修会開催

静岡県
「初島クラブ」（熱海）

8月�9日～��日（3日間）　��名

�0 9 �� 第�回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．時局問題に関する件

�0 �� 全技協　平成�0年度第
�回模擬試験実施

参加校　��校　964名

�� � 全技協　平成�0年度第
�回模擬試験実施

参加校　�4校　998名

�� � �7 第�回担当理事連絡会開
催

東京都五反田「ニュー
大塚ビル」

議題：１．時局問題に関する件
　　　２．平成��年度事業計画について

�� 4 �4 会員親睦会（親善ゴル
フ）開催

伊香保カントリーク
ラブ

�� 4 �5 平成��年度役員会・ 定
時総会開催

総会・懇親会：
群馬県伊香保温泉
「福一」（埼玉歯科技
工士専門学校）

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州・上田　肇・木下謙一）・青森
歯科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科
技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・山
鹿洋一・池田政美）・愛歯技工専門学校（大宅公生・阿部八郎）・東
邦歯科技工専門学校（瀬尾次郎・篠崎卓嗣）・東京歯科技工専門学校
（大塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技工士学校（中村道夫）・横浜歯
科技術専門学校（松尾悦郎・篠田　晃）・名古屋歯科医療専門学校
（大澤昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤一）・新大阪
歯科技工士専門学校（宮川藤一郎）・広島歯科技術専門学校（都留宏
道・西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・九州福祉医療
専門学校（門司誠一）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）
欠席校：�共生会歯科技工専門学校・専門学校名古屋デンタル技工

士学院・行岡医学技術専門学校・大阪歯科学院専門学校・
笠岡歯科技工士専門学校・ 福岡医科歯科技術専門学校・
長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�0年度事業報告
第�号議案　�平成�0年度収支決算の承認を求

める件
第�号議案　�平成��年度事業計画案承認を求

める件
第3号議案　�平成��年度収支予算案承認を求

める件
その他

�� 8 私立歯科技工士学校教
員研修会

受講者：��名

�� �� 全技協　平成��年度第
�回模擬試験実施

�� � 全技協　平成��年度第
�回模擬試験実施

�� 5 �6 第�回役員会開催 東京ガーデンパレス 議題：１．平成��年度総会議題に関する件
　　　２．次期役員について

�� 7 �5 第�回担当理事連絡会開
催

ニュー大塚ビル（全
私技協事務所）

議題：１．平成��年度総会議題に関する件
　　　２．その他

�� 8 � 役員会・総会・懇親会・
ねぶた見物

総会・懇親会：
青森県「ホテル青
森」（青森歯科技工士
専門学校担当）

報告・議題
平成��年度事業報告
第�号議案　�平成��年度収支決算承認を求む

る件・監査報告
第�号議案　�平成��年度事業計画案承認を求

むる件
第3号議案　�平成��年度収支予算案承認を求

むる件
第4号議案　役員改選の件

�� 8 3 会員親睦会（親善ゴル
フ）開催

�� 8 �3 私立歯科技工士学校教
員研修会開催

長野県軽井沢 8月�3日～�5日（3日間）　�0名

�� 9 �9 第�回担当理事連絡会開
催

ニュー大塚ビル（全
私技協事務所）

議題：１時局問題に関する件
　　　２．その他

�� �� �� 第3回担当理事連絡会開
催

京王プラザホテル 議題：１．次期役員選出に関する件
　　　２．その他

�� �� 全技協　平成��年度第
�回模擬試験実施

参加校　�7校　�,085名

�3 � 全技協　平成��年度第
�回模擬試験実施

参加校　�5校　�,040名

�3 � 7 第3回役員会開催 京王プラザホテル 議題：１平成�3年度事業計画に関する件
　　　２．役員改選に関する件
　　　３．その他
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�3 3 �3 全技協末瀬会長との懇
談会

大阪リーガロイヤル
ホテル

全技協副会長について・会長推薦理事につ
いて

�3 5 �3 臨時総会・懇親会 大阪リーガグランド
ホテル

�3 6 6 平成�3年度役員会・ 総
会・懇親会

大阪リーガロイヤル
ホテル

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州耕治・上田　肇・木下謙一）・青
森歯科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井將貴）・東北歯科
技工専門学校（鎌田勇志）・仙台歯科技工士専門学校（佐藤　豊）・埼
玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校
（大宅公生・阿部八郎）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小濱順
一）・東邦歯科医療専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士学校（中
村道雄）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・松尾悦郎・篠田　晃）・
名古屋歯科医療専門学校（大澤昭吉・山田与五郎）・東海歯科医療専
門学校（野村順雄・野田潤一）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・
新大阪歯科技工士学校（奥野善彦・宮川藤一郎）・広島歯科技術専門
学校（西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・九州福祉医療
専門学校（嘉村　博）・監事　熊本歯科技術専門学校（中島義堯）
欠席：�共生会歯科技工専門学校・専門学校名古屋デンタル技工士

学院・行岡医学技術専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・
福岡医科歯科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成��年度事業報告
第�号議案　�平成��年度収支決算承認を求む

る件
第�号議案　平成�3年度事業計画（案）
第3号議案　�平成�3年度収支予算案承認を求

むる件
協議
１．三年制教育と教員資格について
その他　�新入会校 ｢東洋歯科医療専門学校｣

挨拶

役員（平成�3年4月�日～平成�6年3月3�日）
会　長　東京歯科技工専門学校　　大塚弘介
顧　問　横浜歯科技術専門学校　　鶴見輝彦
監　事　熊本歯科技術専門学校　　中島義堯
　〃　　愛歯技工専門学校　　　　大宅公生
役員
第１区　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
第２区　東北歯科技工専門学校　　鎌田勇志
第３区　東邦歯科技術専門学校　　篠崎卓嗣
　〃　　新東京歯科技工士学校　　中村道雄
　〃　　横浜歯科技術専門学校　　松尾悦郎
　〃　　埼玉歯科技工士専門学校　阪　秀樹
第４区　東海歯科医療専門学校　　野村順雄
第５区　大阪歯科学院専門学校　　平安亮造
　〃　　新大阪歯科技工士学校　　奥野善彦
第６区　九州福祉医療専門学校　　嘉村　博
　〃　　九州歯科技工専門学校　　斉藤隆夫
事務局　東京歯科技工専門学校　　小濱順一
　〃　　埼玉歯科技工士専門学校　山鹿洋一
　〃　　愛歯技工専門学校　　　　阿部八郎
　〃　　横浜歯科技術専門学校　　篠田　晃

会員校（�4校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
仙台歯科技工士専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技術専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科医療専門学校
東海歯科医療専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士専門学校
笠岡歯科技工士専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡医科歯科技術専門学校
九州福祉医療専門学校
長崎歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

�3 6 �6 故瀬尾次郎前会長学校葬
�3 7 �5 私立歯科技工士学校教

員研修会開催
栃木県 ｢ホテルエピ
ナール那須｣

7月�5日～�7日（3日間）

�3 �� 全技協　平成�3年度第
�回模擬試験実施

参加校　�8校　�,�97名

�4 � 全技協　平成�3年度第
�回模擬試験実施

参加校　�6校　�,074名

�3 �� � 故渡瀬透先生告別式
�4 � �6 第�回担当理事連絡会開

催
中国飯店 議題：１．�平成�4年度事業計画（総会日程・

会場）について
　　　２．その他

�4 3 �6 平成�3年度第�回役員会 品川プリンスホテル 出席者：�東京歯科技工専門学校（大塚弘介）・ 埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・東邦
歯科医療専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士学校（中
村道雄）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎）・北海道歯科
技術専門学校（木下謙一）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇
志）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・新大阪歯科技工
士学校（奥野善彦）・九州福祉医療専門学校（嘉村　博）・愛
歯技工専門学校（大宅公生）・熊本歯科技術専門学校（中島
義堯）

事務局：�埼玉歯科技工士専門学校（山鹿洋一）・ 愛歯技工専門学校
（阿部八郎）・横浜歯科技術専門学校（篠田　晃）・東京歯科
技工専門学校（小濱順一）

議題：１．平成�4年度事業計画に関する件
　　　２．�厚生労働省「歯科技工士の養成の

あり方に関する検討会」意見書＜
一学級あたりの定員の見直し等
＞に関する件

　　　３．その他

�4 5 �0 平成�4年度第�回役員会 ホテル新潟 北海道歯科技術専門学校（木下謙一）・東北歯科技工専門学校（鎌田
勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹）・東京歯科技工専門学
校（大塚弘介）・東邦歯科医療専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工
士学校（中村道雄）・横浜歯科技術専門学校（篠田　晃）・東海歯科医
療専門学校（野村順雄）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・新大阪
歯科技工士学校（奥野善彦）・九州福祉医療専門学校（嘉村　博）・九
州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・監事　熊本歯科技術専門学校（中
島義堯）・愛歯技工専門学校（大宅公生）・事務局　東京歯科技工専
門学校（小濱順一）・埼玉歯科技工士専門学校（山鹿洋一）・愛歯技工
専門学校（阿部八郎）

議題：１．平成�4年度総会次第について
　　　２．その他

�4 6 3 第１回担当理事連絡会
開催

品川プリンスホテル 議題：１．平成�4年度総会について
　　　２．時局問題

�4 6 �7 親睦会開催 恵庭CC
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�3 3 �3 全技協末瀬会長との懇
談会

大阪リーガロイヤル
ホテル

全技協副会長について・会長推薦理事につ
いて

�3 5 �3 臨時総会・懇親会 大阪リーガグランド
ホテル

�3 6 6 平成�3年度役員会・ 総
会・懇親会

大阪リーガロイヤル
ホテル

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州耕治・上田　肇・木下謙一）・青
森歯科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井將貴）・東北歯科
技工専門学校（鎌田勇志）・仙台歯科技工士専門学校（佐藤　豊）・埼
玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校
（大宅公生・阿部八郎）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小濱順
一）・東邦歯科医療専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士学校（中
村道雄）・横浜歯科技術専門学校（鶴見輝彦・松尾悦郎・篠田　晃）・
名古屋歯科医療専門学校（大澤昭吉・山田与五郎）・東海歯科医療専
門学校（野村順雄・野田潤一）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・
新大阪歯科技工士学校（奥野善彦・宮川藤一郎）・広島歯科技術専門
学校（西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・九州福祉医療
専門学校（嘉村　博）・監事　熊本歯科技術専門学校（中島義堯）
欠席：�共生会歯科技工専門学校・専門学校名古屋デンタル技工士

学院・行岡医学技術専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・
福岡医科歯科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成��年度事業報告
第�号議案　�平成��年度収支決算承認を求む

る件
第�号議案　平成�3年度事業計画（案）
第3号議案　�平成�3年度収支予算案承認を求

むる件
協議
１．三年制教育と教員資格について
その他　�新入会校 ｢東洋歯科医療専門学校｣

挨拶

役員（平成�3年4月�日～平成�6年3月3�日）
会　長　東京歯科技工専門学校　　大塚弘介
顧　問　横浜歯科技術専門学校　　鶴見輝彦
監　事　熊本歯科技術専門学校　　中島義堯
　〃　　愛歯技工専門学校　　　　大宅公生
役員
第１区　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
第２区　東北歯科技工専門学校　　鎌田勇志
第３区　東邦歯科技術専門学校　　篠崎卓嗣
　〃　　新東京歯科技工士学校　　中村道雄
　〃　　横浜歯科技術専門学校　　松尾悦郎
　〃　　埼玉歯科技工士専門学校　阪　秀樹
第４区　東海歯科医療専門学校　　野村順雄
第５区　大阪歯科学院専門学校　　平安亮造
　〃　　新大阪歯科技工士学校　　奥野善彦
第６区　九州福祉医療専門学校　　嘉村　博
　〃　　九州歯科技工専門学校　　斉藤隆夫
事務局　東京歯科技工専門学校　　小濱順一
　〃　　埼玉歯科技工士専門学校　山鹿洋一
　〃　　愛歯技工専門学校　　　　阿部八郎
　〃　　横浜歯科技術専門学校　　篠田　晃

会員校（�4校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
仙台歯科技工士専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技術専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科医療専門学校
東海歯科医療専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士専門学校
笠岡歯科技工士専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡医科歯科技術専門学校
九州福祉医療専門学校
長崎歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

�3 6 �6 故瀬尾次郎前会長学校葬
�3 7 �5 私立歯科技工士学校教

員研修会開催
栃木県 ｢ホテルエピ
ナール那須｣

7月�5日～�7日（3日間）

�3 �� 全技協　平成�3年度第
�回模擬試験実施

参加校　�8校　�,�97名

�4 � 全技協　平成�3年度第
�回模擬試験実施

参加校　�6校　�,074名

�3 �� � 故渡瀬透先生告別式
�4 � �6 第�回担当理事連絡会開

催
中国飯店 議題：１．�平成�4年度事業計画（総会日程・

会場）について
　　　２．その他

�4 3 �6 平成�3年度第�回役員会 品川プリンスホテル 出席者：�東京歯科技工専門学校（大塚弘介）・ 埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・東邦
歯科医療専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士学校（中
村道雄）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎）・北海道歯科
技術専門学校（木下謙一）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇
志）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・新大阪歯科技工
士学校（奥野善彦）・九州福祉医療専門学校（嘉村　博）・愛
歯技工専門学校（大宅公生）・熊本歯科技術専門学校（中島
義堯）

事務局：�埼玉歯科技工士専門学校（山鹿洋一）・ 愛歯技工専門学校
（阿部八郎）・横浜歯科技術専門学校（篠田　晃）・東京歯科
技工専門学校（小濱順一）

議題：１．平成�4年度事業計画に関する件
　　　２．�厚生労働省「歯科技工士の養成の

あり方に関する検討会」意見書＜
一学級あたりの定員の見直し等
＞に関する件

　　　３．その他

�4 5 �0 平成�4年度第�回役員会 ホテル新潟 北海道歯科技術専門学校（木下謙一）・東北歯科技工専門学校（鎌田
勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹）・東京歯科技工専門学
校（大塚弘介）・東邦歯科医療専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工
士学校（中村道雄）・横浜歯科技術専門学校（篠田　晃）・東海歯科医
療専門学校（野村順雄）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・新大阪
歯科技工士学校（奥野善彦）・九州福祉医療専門学校（嘉村　博）・九
州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・監事　熊本歯科技術専門学校（中
島義堯）・愛歯技工専門学校（大宅公生）・事務局　東京歯科技工専
門学校（小濱順一）・埼玉歯科技工士専門学校（山鹿洋一）・愛歯技工
専門学校（阿部八郎）

議題：１．平成�4年度総会次第について
　　　２．その他

�4 6 3 第１回担当理事連絡会
開催

品川プリンスホテル 議題：１．平成�4年度総会について
　　　２．時局問題

�4 6 �7 親睦会開催 恵庭CC
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�4 6 �8 平成�4年度役員会・ 総
会・懇親会

総会・懇親会：
北海道札幌市「札
幌後楽園ホテル」・
YOSAKOIソ ー ラ
ン見学（北海道歯科
技術専門学校担当）

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州耕治・上田　肇・朝田英哉）・青
森歯科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科
技工専門学校（川上道夫）・仙台歯科技工士専門学校（佐藤　豊）・埼
玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹）・愛歯技工専門学校（桑田正博・
阿部八郎）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣・渡辺　明）・東京歯
科技工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・横浜歯科技術専門学校（松
尾悦郎・篠田　晃）・名古屋歯科医療専門学校（大澤昭吉・山田与五
郎）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・太田晃二）・大阪歯科学院
専門学校（平安亮造）・新大阪歯科技工士専門学校（奥野善彦）・東洋
医療専門学校（宮川藤一郎）・広島歯科技術専門学校（都留宏道・西
村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・九州環境福祉医療専
門学校（嘉村　博）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）
欠席校：�新東京歯科技工士学校・共生会歯科技工専門学校・専門

学校名古屋デンタル技工士学院・行岡医学技術専門学校・
笠岡歯科技工士専門学校・ 福岡医科歯科技術専門学校・
長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�3年度事業報告
第�号議案　�平成�3年度収支決算承認を求む

る件
第�号議案　平成�4年度事業計画案
第3号議案　�平成�4年度収支予算案承認を求

むる件
協議題：１．�厚生労働省「歯科技工士養成の

在り方等に関する検討会」意見
書＜一学級あたりの定員の見
直し等＞に関する件

　　　　２．その他

会員校（�5校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
仙台歯科技工士専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技術専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科医療専門学校
東海歯科医療専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士専門学校
東洋医療専門学校
笠岡歯科技工士専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡医科歯科技術専門学校
九州環境福祉医療専門学校
長崎歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

�4 6 �� 平成�4年度模擬試験第
１回実務担当者連絡会
開催

品川プリンスホテル 議題：１．平成�3年度結果報告
　　　２．平成�4年度実施要領について

�4 7 4 関東地区臨時連絡会開
催

京王プラザホテル 議題：時局問題及び検討委員会設置の件

�4 7 �4 第�回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

大阪ガーデンパレス 大塚弘介会長・阪　秀樹副会長・青森歯科技工士専門学校（西村友
孝）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士専門学
校（中村道雄）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎）・東洋医療専門学
校（宮川藤一郎）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）

議題：�歯科技工士の養成のあり方に関する
検討会

�4 8 �0 教員研修委員会開催 軽井沢ホテル��30 議題：�平成�4年度私立学校教員研修会実施
要領について

�4 8 �� 平成�4年度私立学校教
員研修会開催

軽井沢ホテル��30 8月��日～�3日（3日間）

�4 9 3 第�回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

品川プリンスホテル 議題：�私立学校における歯科技工士の養成
のあり方に関するアンケート内容の
検討

�4 9 �� 全技協会長との懇談会 大阪歯科大学 議題：35人学級及び3年制の問題について
�4 �0 � 養成の在り方に関する

検討委員会アンケート
調査

養成に関するアンケート調査

�4 �0 �3 第3回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

品川プリンスホテル 議題：�私立学校における歯科技工士の養成
のあり方に関するアンケート集計結
果の検討

�4 �� 全技協　平成�4年度第
�回模擬試験実施

参加校　�9校　�,073名

�4 �� �9 第4回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

福岡シーホークホテル 議題：�私立学校における歯科技工士の養成
のあり方に関するアンケート集計結
果の検討

�4 �� �� 第２回担当理事連絡会
開催

ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：１．法人化について
　　　２．�平成�5年度全技協総会等につい

て
�5 � 全技協　平成�4年度第

�回模擬試験実施
参加校　�7校　　9�8名
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�4 6 �8 平成�4年度役員会・ 総
会・懇親会

総会・懇親会：
北海道札幌市「札
幌後楽園ホテル」・
YOSAKOIソ ー ラ
ン見学（北海道歯科
技術専門学校担当）

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州耕治・上田　肇・朝田英哉）・青
森歯科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科
技工専門学校（川上道夫）・仙台歯科技工士専門学校（佐藤　豊）・埼
玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹）・愛歯技工専門学校（桑田正博・
阿部八郎）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣・渡辺　明）・東京歯
科技工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・横浜歯科技術専門学校（松
尾悦郎・篠田　晃）・名古屋歯科医療専門学校（大澤昭吉・山田与五
郎）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・太田晃二）・大阪歯科学院
専門学校（平安亮造）・新大阪歯科技工士専門学校（奥野善彦）・東洋
医療専門学校（宮川藤一郎）・広島歯科技術専門学校（都留宏道・西
村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・九州環境福祉医療専
門学校（嘉村　博）・熊本歯科技術専門学校（中島義堯）
欠席校：�新東京歯科技工士学校・共生会歯科技工専門学校・専門

学校名古屋デンタル技工士学院・行岡医学技術専門学校・
笠岡歯科技工士専門学校・ 福岡医科歯科技術専門学校・
長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�3年度事業報告
第�号議案　�平成�3年度収支決算承認を求む

る件
第�号議案　平成�4年度事業計画案
第3号議案　�平成�4年度収支予算案承認を求

むる件
協議題：１．�厚生労働省「歯科技工士養成の

在り方等に関する検討会」意見
書＜一学級あたりの定員の見
直し等＞に関する件

　　　　２．その他

会員校（�5校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
仙台歯科技工士専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東邦歯科技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
横浜歯科技術専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科医療専門学校
東海歯科医療専門学校
行岡医学技術専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士専門学校
東洋医療専門学校
笠岡歯科技工士専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡医科歯科技術専門学校
九州環境福祉医療専門学校
長崎歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

�4 6 �� 平成�4年度模擬試験第
１回実務担当者連絡会
開催

品川プリンスホテル 議題：１．平成�3年度結果報告
　　　２．平成�4年度実施要領について

�4 7 4 関東地区臨時連絡会開
催

京王プラザホテル 議題：時局問題及び検討委員会設置の件

�4 7 �4 第�回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

大阪ガーデンパレス 大塚弘介会長・阪　秀樹副会長・青森歯科技工士専門学校（西村友
孝）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士専門学
校（中村道雄）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎）・東洋医療専門学
校（宮川藤一郎）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）

議題：�歯科技工士の養成のあり方に関する
検討会

�4 8 �0 教員研修委員会開催 軽井沢ホテル��30 議題：�平成�4年度私立学校教員研修会実施
要領について

�4 8 �� 平成�4年度私立学校教
員研修会開催

軽井沢ホテル��30 8月��日～�3日（3日間）

�4 9 3 第�回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

品川プリンスホテル 議題：�私立学校における歯科技工士の養成
のあり方に関するアンケート内容の
検討

�4 9 �� 全技協会長との懇談会 大阪歯科大学 議題：35人学級及び3年制の問題について
�4 �0 � 養成の在り方に関する

検討委員会アンケート
調査

養成に関するアンケート調査

�4 �0 �3 第3回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

品川プリンスホテル 議題：�私立学校における歯科技工士の養成
のあり方に関するアンケート集計結
果の検討

�4 �� 全技協　平成�4年度第
�回模擬試験実施

参加校　�9校　�,073名

�4 �� �9 第4回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

福岡シーホークホテル 議題：�私立学校における歯科技工士の養成
のあり方に関するアンケート集計結
果の検討

�4 �� �� 第２回担当理事連絡会
開催

ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：１．法人化について
　　　２．�平成�5年度全技協総会等につい

て
�5 � 全技協　平成�4年度第

�回模擬試験実施
参加校　�7校　　9�8名
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�5 � �� 役員会 品川プリンスホテル 出席者：�東京歯科技工専門学校（大塚弘介）・ 埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・東邦
歯科医療専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士学校（中
村道雄）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎）・北海道歯科
技術専門学校（木下謙一）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇
志）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・新大阪歯科技工
士学校（宮川藤一郎）・九州福祉医療専門学校（嘉村　博）・
愛歯技工専門学校（桑田正博）

事務局：�埼玉歯科技工士専門学校（山鹿洋一）・ 愛歯技工専門学校
（阿部八郎）・横浜歯科技術専門学校（篠田　晃）・東京歯科
技工専門学校（小濱順一）

欠　席：熊本歯科技術専門学校

議題：１．法人格取得について
　　　２．臨時総会について
　　　３．�歯科技工養成に関する検討委員会

について

�5 � �3 臨時総会開催 品川プリンスホテル 北海道歯科技術専門学校（木下謙一）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（桑田正博・阿部八
郎）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技
工士学校（中村道雄）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣）・横浜歯科
技術専門学校（松尾悦郎・篠田　晃）・名古屋歯科医療専門学校（大
澤昭吉）・大阪歯科学院専門学校（長村　治）・新大阪歯科技工士専
門学校（奥野善彦）・東洋医療専門学校（宮川藤一郎）・広島歯科技術
専門学校（西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科
歯科技術専門学校（四元清行）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　
博）
欠席校：�仙台歯科技工士専門学校・共生会歯科技工専門学校・専

門学校名古屋デンタル技工士学院・東海歯科医療専門学
校・行岡医学技術専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・
長崎歯科技術専門学校・熊本歯科技術専門学校

議題：�法人格取得について・ 有限責任中間
法人「全国歯科技工士学校協会」定款
（案）承認

設立時役員（任期平成�5年�月�3日～平成�5年3月3�日）
理�事�長　東京歯科技工専門学校　大塚弘介
副理事長　東海歯科医療専門学校　野村順雄
副理事長　東洋医療専門学校　　　宮川藤一郎
理　　事　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
理　　事　東北歯科技工専門学校　鎌田勇志
理　　事　埼玉歯科技工士専門学校　阪　秀樹
理　　事　新東京歯科技工士学校　中村道雄
理　　事　東邦歯科技術専門学校　篠崎卓嗣
理　　事　横浜歯科技術専門学校　松尾悦郎
理　　事　大阪歯科学院専門学校　平安亮造
理　　事　九州歯科技工専門学校　斉藤隆夫
理　　事　九州福祉医療専門学校　嘉村　博
監　　事　愛歯技工専門学校　　　桑田正博
監　　事　熊本歯科技術専門学校　中島義和

�5 � �9 第5回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：１．�私立学校における歯科技工士養成
に関する件

�5 � �7 有限責任中間法人「全
国歯科技工士学校協会」
東京法務局品川出張所
において登記完了

�5 4 �4 平成�5年度役員会・ 総
会・懇親会

役員会・総会：
浅草ビューホテル　
懇親会：隅田川屋形
船　（東邦歯科技工
専門学校担当）

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州耕治・木下謙一）・青森歯科技工
士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科技工専門学
校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛
歯技工専門学校（桑田正博・阿部八郎）・東京歯科技工専門学校（大
塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技工士学校（中村道雄）・東邦歯科
技工専門学校（横塚繁雄・篠崎卓嗣・今井正人）・横浜歯科技術専門
学校（鶴見輝彦・松尾悦郎・篠田　晃）・共生会歯科技工専門学校
（河野　篤）・名古屋歯科医療専門学校（大澤昭吉・山田与五郎）・東
海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤一）・大阪歯科学院専門学
校（平安亮造）・新大阪歯科技工士専門学校（松原　護）・東洋医療専
門学校（宮川藤一郎）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科
歯科技術専門学校（四元清行）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　
博）・熊本歯科技術専門学校（中島義和）
欠席校：�仙台歯科技工士専門学校・名古屋デンタル技工士学院・

行岡医学技術専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・広島
歯科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�4年度事業報告
第�号議案　�全国私立学校協会平成�4年度収

支決算承認を求むる件
第�号議案　�有限責任中間法人私立学校協会

平成�4年度事業計画案
第3号議案　�有限責任中間法人私立学校協会

平成�4年度収支予算案承認を求
むる件

協議題

役員（任期平成�5年4月�日～平成�7年3月3�日）
理�事�長　東京歯科技工専門学校　大塚弘介
副理事長　東海歯科医療専門学校　野村順雄
副理事長　東洋医療専門学校　　　宮川藤一郎
理　　事　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
理　　事　東北歯科技工専門学校　鎌田勇志
理　　事　埼玉歯科技工士専門学校　阪　秀樹
理　　事　新東京歯科技工士学校　中村道雄
理　　事　東邦歯科技術専門学校　篠崎卓嗣
理　　事　横浜歯科技術専門学校　松尾悦郎
理　　事　大阪歯科学院専門学校　平安亮造
理　　事　九州歯科技工専門学校　斉藤隆夫
理　　事　九州福祉医療専門学校　嘉村　博
監　　事　愛歯技工専門学校　　　桑田正博
監　　事　熊本歯科技術専門学校　中島義和
※　但し、監事の任期は4年

�5 4 �5 親睦会開催 高坂CC
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�5 � �� 役員会 品川プリンスホテル 出席者：�東京歯科技工専門学校（大塚弘介）・ 埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・東邦
歯科医療専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士学校（中
村道雄）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎）・北海道歯科
技術専門学校（木下謙一）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇
志）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・新大阪歯科技工
士学校（宮川藤一郎）・九州福祉医療専門学校（嘉村　博）・
愛歯技工専門学校（桑田正博）

事務局：�埼玉歯科技工士専門学校（山鹿洋一）・ 愛歯技工専門学校
（阿部八郎）・横浜歯科技術専門学校（篠田　晃）・東京歯科
技工専門学校（小濱順一）

欠　席：熊本歯科技術専門学校

議題：１．法人格取得について
　　　２．臨時総会について
　　　３．�歯科技工養成に関する検討委員会

について

�5 � �3 臨時総会開催 品川プリンスホテル 北海道歯科技術専門学校（木下謙一）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門
学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（桑田正博・阿部八
郎）・東京歯科技工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技
工士学校（中村道雄）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣）・横浜歯科
技術専門学校（松尾悦郎・篠田　晃）・名古屋歯科医療専門学校（大
澤昭吉）・大阪歯科学院専門学校（長村　治）・新大阪歯科技工士専
門学校（奥野善彦）・東洋医療専門学校（宮川藤一郎）・広島歯科技術
専門学校（西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科
歯科技術専門学校（四元清行）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　
博）
欠席校：�仙台歯科技工士専門学校・共生会歯科技工専門学校・専

門学校名古屋デンタル技工士学院・東海歯科医療専門学
校・行岡医学技術専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・
長崎歯科技術専門学校・熊本歯科技術専門学校

議題：�法人格取得について・ 有限責任中間
法人「全国歯科技工士学校協会」定款
（案）承認

設立時役員（任期平成�5年�月�3日～平成�5年3月3�日）
理�事�長　東京歯科技工専門学校　大塚弘介
副理事長　東海歯科医療専門学校　野村順雄
副理事長　東洋医療専門学校　　　宮川藤一郎
理　　事　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
理　　事　東北歯科技工専門学校　鎌田勇志
理　　事　埼玉歯科技工士専門学校　阪　秀樹
理　　事　新東京歯科技工士学校　中村道雄
理　　事　東邦歯科技術専門学校　篠崎卓嗣
理　　事　横浜歯科技術専門学校　松尾悦郎
理　　事　大阪歯科学院専門学校　平安亮造
理　　事　九州歯科技工専門学校　斉藤隆夫
理　　事　九州福祉医療専門学校　嘉村　博
監　　事　愛歯技工専門学校　　　桑田正博
監　　事　熊本歯科技術専門学校　中島義和

�5 � �9 第5回私立学校における
歯科技工士の養成に関
する検討会開催

ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：１．�私立学校における歯科技工士養成
に関する件

�5 � �7 有限責任中間法人「全
国歯科技工士学校協会」
東京法務局品川出張所
において登記完了

�5 4 �4 平成�5年度役員会・ 総
会・懇親会

役員会・総会：
浅草ビューホテル　
懇親会：隅田川屋形
船　（東邦歯科技工
専門学校担当）

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州耕治・木下謙一）・青森歯科技工
士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科技工専門学
校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・山鹿洋一）・愛
歯技工専門学校（桑田正博・阿部八郎）・東京歯科技工専門学校（大
塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技工士学校（中村道雄）・東邦歯科
技工専門学校（横塚繁雄・篠崎卓嗣・今井正人）・横浜歯科技術専門
学校（鶴見輝彦・松尾悦郎・篠田　晃）・共生会歯科技工専門学校
（河野　篤）・名古屋歯科医療専門学校（大澤昭吉・山田与五郎）・東
海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤一）・大阪歯科学院専門学
校（平安亮造）・新大阪歯科技工士専門学校（松原　護）・東洋医療専
門学校（宮川藤一郎）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科
歯科技術専門学校（四元清行）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　
博）・熊本歯科技術専門学校（中島義和）
欠席校：�仙台歯科技工士専門学校・名古屋デンタル技工士学院・

行岡医学技術専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・広島
歯科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�4年度事業報告
第�号議案　�全国私立学校協会平成�4年度収

支決算承認を求むる件
第�号議案　�有限責任中間法人私立学校協会

平成�4年度事業計画案
第3号議案　�有限責任中間法人私立学校協会

平成�4年度収支予算案承認を求
むる件

協議題

役員（任期平成�5年4月�日～平成�7年3月3�日）
理�事�長　東京歯科技工専門学校　大塚弘介
副理事長　東海歯科医療専門学校　野村順雄
副理事長　東洋医療専門学校　　　宮川藤一郎
理　　事　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
理　　事　東北歯科技工専門学校　鎌田勇志
理　　事　埼玉歯科技工士専門学校　阪　秀樹
理　　事　新東京歯科技工士学校　中村道雄
理　　事　東邦歯科技術専門学校　篠崎卓嗣
理　　事　横浜歯科技術専門学校　松尾悦郎
理　　事　大阪歯科学院専門学校　平安亮造
理　　事　九州歯科技工専門学校　斉藤隆夫
理　　事　九州福祉医療専門学校　嘉村　博
監　　事　愛歯技工専門学校　　　桑田正博
監　　事　熊本歯科技術専門学校　中島義和
※　但し、監事の任期は4年

�5 4 �5 親睦会開催 高坂CC
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�5 5 �4 理事会・臨時総会 品川プリンスホテル 北海道歯科技術専門学校（木下謙一）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝・葛西　肇）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・仙台歯科
技工士専門学校（佐藤　豊）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・
山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（桑田正博・阿部八郎）・東京歯科技
工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技工士学校（中村道
雄）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣）・横浜歯科技術専門学校（松
尾悦郎・篠田　晃）・共生会歯科技工専門学校（河野　篤）・名古屋
歯科医療専門学校（大澤昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・
新大阪歯科技工士専門学校（松原　護）・東洋医療専門学校（宮川藤
一郎）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科歯科技術専門
学校（四元清行）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）・長崎歯科
技術専門学校（末永和弘）・熊本歯科技術専門学校（中島義和）
欠席校：�名古屋デンタル技工士学院・行岡医学技術専門学校・大

阪歯科学院専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・広島歯
科技術専門学校

議題：１．35人学級制について
　　　２．その他

�5 9 �6 担当理事連絡会開催 ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：１．平成�5年度事業計画について
　　　２．平成�5年度収支予算について

�5 7 �5 模擬試験第�回実務担当
者連絡会開催

品川プリンスホテル 議題：１．平成�4年度結果報告　
　　　２．平成�5年度実施要領について

�5 �0 �� 模擬試験第�回実務担当
者連絡会開催

品川プリンスホテル 議題：平成�5年問題作成について

�5 �0 �4 理事会 東洋医療専門学校 議題：１．平成�5年度事業計画について
　　　２．平成�5年度収支予算について

�5 �� 全技協　平成�5年度第
�回模擬試験実施

参加校　�7校　�,034名

�5 �� � 担当理事連絡会開催 六本木「中国飯店」 議題：平成�6年度事業計画について
�6 � 全技協　平成�5年度第

�回模擬試験実施
参加校　3�校　�,04�名

�6 3 �4 担当理事連絡会開催 ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：平成�6年度総会に関する件

�6 4 �4 担当理事連絡会開催 ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：平成�6年度総会に関する件

�6 4 �� 理事会・ 定例総会・ 懇
親会

熊本キャッスルホテ
ル熊本歯科技工専門
学校担当

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州耕治・朝田英哉・木下謙一）・青
森歯科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯
科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・
山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（桑田正博・金井正行）・東京歯科技
工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓
嗣）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎・篠田　晃）・共生会歯科技
工専門学校（河野　篤）・名古屋歯科医療専門学校（大澤昭吉・高橋
佑臣・佐藤元信）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤一）・
大阪歯科学院専門学校（平安亮造・福間正泰）・新大阪歯科技工士専
門学校（松原　護）・東洋医療専門学校（宮川藤一郎）・九州歯科技工
専門学校（斎藤隆夫）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）・熊本
歯科技術専門学校（中島義和）
欠席校：�仙台歯科技工士専門学校・新東京歯科技工士学校・名古

屋デンタル技工士学院・行岡医学技術専門学校・笠岡歯
科技工士専門学校・広島歯科技術専門学校・福岡医科歯
科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�5年度有限責任中間法人全国歯科技工
士学校協会事業報告
第１号議案　�平成�5年度有限責任中間法人

全国歯科技工士学校協会収支
決算の承認を求める件

第２号議案　�平成�6年度有限責任中間法人
全国歯科技工士学校協会事業
計画案承認を求める件

第３号議案　�平成�6年度有限責任中間法人
全国歯科技工士学校協会収支
予算案承認を求める件

協議

社員校（会員校）（�4校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
仙台歯科技工士専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
東邦歯科技工専門学校
横浜歯科技術専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科医療専門学校
東海歯科医療専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士専門学校
東洋医療専門学校
笠岡歯科技工士専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡医科歯科技術専門学校
九州環境福祉医療専門学校
長崎歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

�6 4 �� 親睦会開催 高遊原CC
�6 6 �� 模擬試験実務担当者連

絡会開催
議題：１．昨年度の実施報告
　　　２．今年度の担当、実施要領の検討

�6 8 �3 臨時担当者連絡会 東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：�北海道地区歯科技工士学校新設の機
運について

�6 �0 �9 理事会 品川プリンスホテル 議題：全技協の動向について
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全国歯科技工士学校協会
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�5 5 �4 理事会・臨時総会 品川プリンスホテル 北海道歯科技術専門学校（木下謙一）・青森歯科技工士専門学校（西
村友孝・葛西　肇）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・仙台歯科
技工士専門学校（佐藤　豊）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・
山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（桑田正博・阿部八郎）・東京歯科技
工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・新東京歯科技工士学校（中村道
雄）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣）・横浜歯科技術専門学校（松
尾悦郎・篠田　晃）・共生会歯科技工専門学校（河野　篤）・名古屋
歯科医療専門学校（大澤昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・
新大阪歯科技工士専門学校（松原　護）・東洋医療専門学校（宮川藤
一郎）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科歯科技術専門
学校（四元清行）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）・長崎歯科
技術専門学校（末永和弘）・熊本歯科技術専門学校（中島義和）
欠席校：�名古屋デンタル技工士学院・行岡医学技術専門学校・大

阪歯科学院専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・広島歯
科技術専門学校

議題：１．35人学級制について
　　　２．その他

�5 9 �6 担当理事連絡会開催 ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：１．平成�5年度事業計画について
　　　２．平成�5年度収支予算について

�5 7 �5 模擬試験第�回実務担当
者連絡会開催

品川プリンスホテル 議題：１．平成�4年度結果報告　
　　　２．平成�5年度実施要領について

�5 �0 �� 模擬試験第�回実務担当
者連絡会開催

品川プリンスホテル 議題：平成�5年問題作成について

�5 �0 �4 理事会 東洋医療専門学校 議題：１．平成�5年度事業計画について
　　　２．平成�5年度収支予算について

�5 �� 全技協　平成�5年度第
�回模擬試験実施

参加校　�7校　�,034名

�5 �� � 担当理事連絡会開催 六本木「中国飯店」 議題：平成�6年度事業計画について
�6 � 全技協　平成�5年度第

�回模擬試験実施
参加校　3�校　�,04�名

�6 3 �4 担当理事連絡会開催 ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：平成�6年度総会に関する件

�6 4 �4 担当理事連絡会開催 ニュー大塚ビル（全
歯技事務所）

議題：平成�6年度総会に関する件

�6 4 �� 理事会・ 定例総会・ 懇
親会

熊本キャッスルホテ
ル熊本歯科技工専門
学校担当

北海道歯科技術専門学校（佐藤北州耕治・朝田英哉・木下謙一）・青
森歯科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯
科技工専門学校（鎌田勇志）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・
山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（桑田正博・金井正行）・東京歯科技
工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓
嗣）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎・篠田　晃）・共生会歯科技
工専門学校（河野　篤）・名古屋歯科医療専門学校（大澤昭吉・高橋
佑臣・佐藤元信）・東海歯科医療専門学校（野村順雄・野田潤一）・
大阪歯科学院専門学校（平安亮造・福間正泰）・新大阪歯科技工士専
門学校（松原　護）・東洋医療専門学校（宮川藤一郎）・九州歯科技工
専門学校（斎藤隆夫）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）・熊本
歯科技術専門学校（中島義和）
欠席校：�仙台歯科技工士専門学校・新東京歯科技工士学校・名古

屋デンタル技工士学院・行岡医学技術専門学校・笠岡歯
科技工士専門学校・広島歯科技術専門学校・福岡医科歯
科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�5年度有限責任中間法人全国歯科技工
士学校協会事業報告
第１号議案　�平成�5年度有限責任中間法人

全国歯科技工士学校協会収支
決算の承認を求める件

第２号議案　�平成�6年度有限責任中間法人
全国歯科技工士学校協会事業
計画案承認を求める件

第３号議案　�平成�6年度有限責任中間法人
全国歯科技工士学校協会収支
予算案承認を求める件

協議

社員校（会員校）（�4校）
北海道歯科技術専門学校
青森歯科技工士専門学校
東北歯科技工専門学校
仙台歯科技工士専門学校
埼玉歯科技工士専門学校
愛歯技工専門学校
東京歯科技工専門学校
新東京歯科技工士学校
東邦歯科技工専門学校
横浜歯科技術専門学校
共生会歯科技工専門学校
専門学校名古屋デンタル技工士学院
名古屋歯科医療専門学校
東海歯科医療専門学校
大阪歯科学院専門学校
新大阪歯科技工士専門学校
東洋医療専門学校
笠岡歯科技工士専門学校
広島歯科技術専門学校
九州歯科技工専門学校
福岡医科歯科技術専門学校
九州環境福祉医療専門学校
長崎歯科技術専門学校
熊本歯科技術専門学校

�6 4 �� 親睦会開催 高遊原CC
�6 6 �� 模擬試験実務担当者連

絡会開催
議題：１．昨年度の実施報告
　　　２．今年度の担当、実施要領の検討

�6 8 �3 臨時担当者連絡会 東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：�北海道地区歯科技工士学校新設の機
運について

�6 �0 �9 理事会 品川プリンスホテル 議題：全技協の動向について
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�6 �� 平成�6年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　30校　�,�75名

�6 �� �8 厚生労働省歯科衛生科
長との面談

厚生労働省 有限責任中間法人全国歯科技工士学校協会
について

�7 � 平成�6年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　33校　�,��4名

�7 � 8 理事会開催 品川プリンスホテル 東京歯科技工専門学校（大塚弘介）・ 東洋医療専門学校（宮川藤一
郎）・東海歯科医療専門学校（野田潤一）・埼玉歯科技工士専門学校
（阪　秀樹）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士
学校（中村道雄）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎）・北海道歯科技
術専門学校（朝田英哉）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・九州環
境福祉医療専門学校（嘉村　博）・愛歯技工専門学校（岡野京三）・熊
本歯科技術専門学校（中島義和）
事務局：�東京歯科技工専門学校（小濱順一）・横浜歯科技術専門学校

（篠田　晃）
欠席校：東北歯科技工専門学校・九州歯科技工専門学校

議題：１．�平成�7年度定時社員総会につい
て

　　　２．時局問題検討委員会について
　　　３．その他

�7 4 �7 理事会開催
�7 4 �9 第�回役員会開催 岐阜県長良川すぎ山 議題：平成�7年度定時社員総会に関する件
�7 4 �0 第�回理事会　　定時社

員総会・懇親会
名古屋観光ホテル
名古屋歯科医療専門
学校担当

北海道歯科技術専門学校（上田　肇・中田久夫・品川良夫）・青森歯
科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科技工
専門学校（川上道夫）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・山鹿洋
一）・愛歯技工専門学校（桑田正博・岡野京三・金井正行）・東京歯
科技工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・東邦歯科技工専門学校（瀬
尾育義・篠崎卓嗣）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎・小柳光蔵・
篠田　晃）・共生会歯科技工専門学校（河野　篤）・名古屋歯科医療
専門学校（大澤昭吉・高橋佑臣・佐藤元信）・東海歯科医療専門学校
（野村順雄・野田潤一）・新大阪歯科技工士専門学校（松原　護）・東
洋医療専門学校（宮川藤一郎）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・
九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）・熊本歯科技術専門学校（中
島義和）
欠席校：�仙台歯科技工士専門学校・新東京歯科技工士学校・名古

屋デンタル技工士学院・大阪歯科学院専門学校・笠岡歯
科技工士専門学校・広島歯科技術専門学校・福岡医科歯
科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議案
平成�6年度有限責任中間法人全国歯科技工
士学校協会事業報告
第１号議案　�平成�6年度有限責任中間法人

全国歯科技工士学校協会収支
決算を求める件

第２号議案　�平成�7年度有限責任中間法人
全国歯科技工士学校協会事業
計画案承認を求める件

第３号議案　�平成�7年度有限責任中間法人
全国歯科技工士学校協会収支
予算案承認を求める件

第４号議案　�任期満了に伴う理事改選の件
協議　�平成�7年度入学実態アンケートにつ

いて

役員（任期平成�7年4月�日～平成�9年3月3�日）
理�事�長　東京歯科技工専門学校　大塚弘介
副理事長　東海歯科医療専門学校　野村順雄
副理事長　東洋医療専門学校　　　宮川藤一郎
理　　事　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
理　　事　青森歯科技工士専門学校　西村友孝
理　　事　横浜歯科技術専門学校　松尾悦郎
理　　事　共生会歯科技工専門学校　河野　篤
理　　事　名古屋歯科医療専門学校　大澤昭吉
理　　事　大阪歯科学院専門学校　平安亮造
理　　事　九州福祉医療専門学校　嘉村　博
理　　事　九州歯科技工専門学校　齋藤隆夫
監　　事　愛歯技工専門学校　　　桑田正博
監　　事　熊本歯科技術専門学校　中島義和
※　但し、監事の任期は4年

�7 4 �� 親睦会開催 Ａ．愛知万博
Ｂ．�名古屋ゴルフク

ラブ
�7 4 �� 全技協　末瀬会長と大

塚理事長の懇談
新橋 議題：模擬試験について

�7 5 6 第�回理事会開催 八重洲地下街「八重
洲倶楽部」

議題：１．�第�回役員会、定時社員総会及び
第�回理事会の議事録確認の件

　　　２．新任理事の役割分担
�7 5 8 全技協末瀬会長との懇

談会
ホテルグランドパレス 大塚理事長・阪・山鹿・篠崎・小濱 模擬試験アンケート

�7 6 3 第�回時局問題検討委員
会開催

東京五反田「全歯技
協事務所」

中島・葛西・篠崎・山鹿・小濱・野田 議題：１．今年度の5条報告について
　　　２．養成年限について
　　　３．統一試験について
　　　４．委員会の開催について

�7 6 �6 模擬試験実務担当者会
議開催

東京　ルビーホール 議題：１．�平成�6年度模擬試験実施結果に
ついて

　　　２．�平成�7年度模擬試験実施につい
て

�7 6 �8 第3回理事会開催 東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：�時局問題検討委員会からの提言につ
いて

�7 8 3� 第�回時局問題検討委員
会開催

東京五反田「全歯技
協事務所」

葛西・篠崎・小濱・野田 議題：１．�厚生局からの指導に関する資料の
とりまとめ　

　　　２．�3年制へ対応するためのシュミ
レーション

　　　３．教員研修の実施
　　　４．総会の内容について

�7 9 �3 第4回理事会開催 東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：全技協の動向について
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年のあゆみ
全国歯科技工士学校協会

－�7－ －�8－

�6 �� 平成�6年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　30校　�,�75名

�6 �� �8 厚生労働省歯科衛生科
長との面談

厚生労働省 有限責任中間法人全国歯科技工士学校協会
について

�7 � 平成�6年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　33校　�,��4名

�7 � 8 理事会開催 品川プリンスホテル 東京歯科技工専門学校（大塚弘介）・ 東洋医療専門学校（宮川藤一
郎）・東海歯科医療専門学校（野田潤一）・埼玉歯科技工士専門学校
（阪　秀樹）・東邦歯科技工専門学校（篠崎卓嗣）・新東京歯科技工士
学校（中村道雄）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎）・北海道歯科技
術専門学校（朝田英哉）・大阪歯科学院専門学校（平安亮造）・九州環
境福祉医療専門学校（嘉村　博）・愛歯技工専門学校（岡野京三）・熊
本歯科技術専門学校（中島義和）
事務局：�東京歯科技工専門学校（小濱順一）・横浜歯科技術専門学校

（篠田　晃）
欠席校：東北歯科技工専門学校・九州歯科技工専門学校

議題：１．�平成�7年度定時社員総会につい
て

　　　２．時局問題検討委員会について
　　　３．その他

�7 4 �7 理事会開催
�7 4 �9 第�回役員会開催 岐阜県長良川すぎ山 議題：平成�7年度定時社員総会に関する件
�7 4 �0 第�回理事会　　定時社

員総会・懇親会
名古屋観光ホテル
名古屋歯科医療専門
学校担当

北海道歯科技術専門学校（上田　肇・中田久夫・品川良夫）・青森歯
科技工士専門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科技工
専門学校（川上道夫）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀樹・山鹿洋
一）・愛歯技工専門学校（桑田正博・岡野京三・金井正行）・東京歯
科技工専門学校（大塚弘介・小濱順一）・東邦歯科技工専門学校（瀬
尾育義・篠崎卓嗣）・横浜歯科技術専門学校（松尾悦郎・小柳光蔵・
篠田　晃）・共生会歯科技工専門学校（河野　篤）・名古屋歯科医療
専門学校（大澤昭吉・高橋佑臣・佐藤元信）・東海歯科医療専門学校
（野村順雄・野田潤一）・新大阪歯科技工士専門学校（松原　護）・東
洋医療専門学校（宮川藤一郎）・九州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・
九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）・熊本歯科技術専門学校（中
島義和）
欠席校：�仙台歯科技工士専門学校・新東京歯科技工士学校・名古

屋デンタル技工士学院・大阪歯科学院専門学校・笠岡歯
科技工士専門学校・広島歯科技術専門学校・福岡医科歯
科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議案
平成�6年度有限責任中間法人全国歯科技工
士学校協会事業報告
第１号議案　�平成�6年度有限責任中間法人

全国歯科技工士学校協会収支
決算を求める件

第２号議案　�平成�7年度有限責任中間法人
全国歯科技工士学校協会事業
計画案承認を求める件

第３号議案　�平成�7年度有限責任中間法人
全国歯科技工士学校協会収支
予算案承認を求める件

第４号議案　�任期満了に伴う理事改選の件
協議　�平成�7年度入学実態アンケートにつ

いて

役員（任期平成�7年4月�日～平成�9年3月3�日）
理�事�長　東京歯科技工専門学校　大塚弘介
副理事長　東海歯科医療専門学校　野村順雄
副理事長　東洋医療専門学校　　　宮川藤一郎
理　　事　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
理　　事　青森歯科技工士専門学校　西村友孝
理　　事　横浜歯科技術専門学校　松尾悦郎
理　　事　共生会歯科技工専門学校　河野　篤
理　　事　名古屋歯科医療専門学校　大澤昭吉
理　　事　大阪歯科学院専門学校　平安亮造
理　　事　九州福祉医療専門学校　嘉村　博
理　　事　九州歯科技工専門学校　齋藤隆夫
監　　事　愛歯技工専門学校　　　桑田正博
監　　事　熊本歯科技術専門学校　中島義和
※　但し、監事の任期は4年

�7 4 �� 親睦会開催 Ａ．愛知万博
Ｂ．�名古屋ゴルフク

ラブ
�7 4 �� 全技協　末瀬会長と大

塚理事長の懇談
新橋 議題：模擬試験について

�7 5 6 第�回理事会開催 八重洲地下街「八重
洲倶楽部」

議題：１．�第�回役員会、定時社員総会及び
第�回理事会の議事録確認の件

　　　２．新任理事の役割分担
�7 5 8 全技協末瀬会長との懇

談会
ホテルグランドパレス 大塚理事長・阪・山鹿・篠崎・小濱 模擬試験アンケート

�7 6 3 第�回時局問題検討委員
会開催

東京五反田「全歯技
協事務所」

中島・葛西・篠崎・山鹿・小濱・野田 議題：１．今年度の5条報告について
　　　２．養成年限について
　　　３．統一試験について
　　　４．委員会の開催について

�7 6 �6 模擬試験実務担当者会
議開催

東京　ルビーホール 議題：１．�平成�6年度模擬試験実施結果に
ついて

　　　２．�平成�7年度模擬試験実施につい
て

�7 6 �8 第3回理事会開催 東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：�時局問題検討委員会からの提言につ
いて

�7 8 3� 第�回時局問題検討委員
会開催

東京五反田「全歯技
協事務所」

葛西・篠崎・小濱・野田 議題：１．�厚生局からの指導に関する資料の
とりまとめ　

　　　２．�3年制へ対応するためのシュミ
レーション

　　　３．教員研修の実施
　　　４．総会の内容について

�7 9 �3 第4回理事会開催 東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：全技協の動向について
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�7 �� �4 第5回理事会開催 東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：１．�時局問題検討委員会からの提言に
ついて

　　　２．会費値上げについて
�7 �� 平成�7年度　全技協第

�回模擬試験実施
参加校　34校　�,�84名

�8 � 平成�7年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　36校　�,�59名

�8 � �4 第�回教員資格検討委員
会開催

東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：会費値上げについて

�8 � �4 第6回理事会開催 東京駅「八重洲倶楽
部」

�8 6 �9 第�回理事会　　定時社
員総会・懇親会

宮城県「松島一の
坊」東北歯科技工専
門学校担当

北海道歯科技術専門学校（上田　肇・品川良夫）・青森歯科技工士専
門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科技工専門学校
（鎌田勇志・五十嵐奈美・菅野恭助・小松　勝・岸　高保）・仙台
歯科技工士専門学校（佐藤　豊）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀
樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（岡野京三・金井正行）・東邦歯
科技工専門学校（瀬尾育義・篠崎卓嗣）・東京歯科技工専門学校（大
塚弘介・小濱順一・石長一教）・横浜歯科技術専門学校（小柳光蔵・
篠田　晃）・共生会歯科技工専門学校（河野　篤）・名古屋歯科医療
専門学校（大澤昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・新大阪歯
科技工士専門学校（松原　護）・東洋医療専門学校（宮川藤一郎）・九
州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科歯科技術専門学校（四元
清行）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）・熊本歯科技術専門
学校（中島義和）
欠席校：�新東京歯科技工士学校・名古屋デンタル技工士学院・大

阪歯科学院専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・広島歯
科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�7年度事業報告・委員会報告
第１号議案　�平成�7年度収支決算承認を求

める件
第２号議案　�平成�8年度事業計画案承認を

求める件
第３号議案　�平成�8年度収支予算案承認を

求める件
協議事項　１）平成�8年度入学実態について
　　　　　２）役員交代の件

役員（任期平成�7年4月�日～平成�9年3月3�日）
理事の変更
青森歯科技工士専門学校　西村友孝�→�葛西　肇
横浜歯科技術専門学校　　松尾悦郎�→�小柳光蔵
理�事�長　東京歯科技工専門学校　大塚弘介
副理事長　東海歯科医療専門学校　野村順雄
副理事長　東洋医療専門学校　　　宮川藤一郎
理　　事　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
理　　事　青森歯科技工士専門学校　葛西　肇
理　　事　横浜歯科技術専門学校　小柳光蔵
理　　事　共生会歯科技工専門学校　河野　篤
理　　事　名古屋歯科医療専門学校　大澤昭吉
理　　事　大阪歯科学院専門学校　平安亮造
理　　事　九州福祉医療専門学校　嘉村　博
理　　事　九州歯科技工専門学校　齋藤隆夫
監　　事　愛歯技工専門学校　　　桑田正博
監　　事　熊本歯科技術専門学校　中島義和
※　但し、監事の任期は4年

�8 6 30 親睦会　　 Ａ．松島観光
Ｂ．�利府ゴルフ倶楽

部
�8 8 �9 実務担当者会議開催 品川プリンスホテル 北海道歯科技術専門学校（品川良夫）・青森歯科技工士専門学校（葛

西　肇・星野秀樹・今井将貴）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・
仙台歯科技工士専門学校（佐藤　武）・埼玉歯科技工士専門学校（山
鹿洋一・篠原武臣）・愛歯技工専門学校（金井正行）・東邦歯科技工
専門学校（篠崎卓嗣）・ 東京歯科技工専門学校（大塚弘介・ 小濱順
一）・新東京歯科技工士学校（小原正司）・横浜歯科技術専門学校（本
木ミツ・山中康裕）・共生会歯科技工専門学校（安田健吾・浅井和
雄）・名古屋歯科医療専門学校（佐藤元信）・東海歯科医療専門学校
（松永安紀子）・東洋医療専門学校（加藤丈晴）・広島歯科技術専門学
校（西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斉藤千佳子・井手昭美）・福
岡医科歯科技術専門学校（四元清行・高森保雄）・九州環境福祉医療
専門学校（内田幸子）・長崎歯科技術専門学校（國廣博史）
欠席校：�名古屋デンタル技工士学院・大阪歯科学院専門学校・新

大阪歯科技工士専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・熊
本歯科技術専門学校

理事長挨拶・自己紹介
１．�地方厚生局から指摘された点、改善点な

どの事務手続きにおける疑問点
２．ディスカッション
３．学生募集に関すること等、その他

�8 �� 平成�8年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　34校　�,�84名

�9 � 平成�9年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　36校　�,�59名

�9 4 �6 役員会
定時社員総会
時局シンポジュウム
懇親会

お台場「ホテル日航
東京」愛歯技工専門
学校担当

�9 4 �7 親睦会　　 Ａ．東京観光
Ｂ．ゴルフ

�9 �� 平成�9年度　全技協第
�回模擬試験実施

�0 � 平成�0年度　全技協第
�回模擬試験実施

�0 5 �7 役員会
定時社員総会
懇親会

京都

�0 5 �8 親睦会
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－�9－ －30－

�7 �� �4 第5回理事会開催 東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：１．�時局問題検討委員会からの提言に
ついて

　　　２．会費値上げについて
�7 �� 平成�7年度　全技協第

�回模擬試験実施
参加校　34校　�,�84名

�8 � 平成�7年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　36校　�,�59名

�8 � �4 第�回教員資格検討委員
会開催

東京駅「八重洲倶楽
部」

議題：会費値上げについて

�8 � �4 第6回理事会開催 東京駅「八重洲倶楽
部」

�8 6 �9 第�回理事会　　定時社
員総会・懇親会

宮城県「松島一の
坊」東北歯科技工専
門学校担当

北海道歯科技術専門学校（上田　肇・品川良夫）・青森歯科技工士専
門学校（西村友孝・葛西　肇・今井将貴）・東北歯科技工専門学校
（鎌田勇志・五十嵐奈美・菅野恭助・小松　勝・岸　高保）・仙台
歯科技工士専門学校（佐藤　豊）・埼玉歯科技工士専門学校（阪　秀
樹・山鹿洋一）・愛歯技工専門学校（岡野京三・金井正行）・東邦歯
科技工専門学校（瀬尾育義・篠崎卓嗣）・東京歯科技工専門学校（大
塚弘介・小濱順一・石長一教）・横浜歯科技術専門学校（小柳光蔵・
篠田　晃）・共生会歯科技工専門学校（河野　篤）・名古屋歯科医療
専門学校（大澤昭吉）・東海歯科医療専門学校（野村順雄）・新大阪歯
科技工士専門学校（松原　護）・東洋医療専門学校（宮川藤一郎）・九
州歯科技工専門学校（斎藤隆夫）・福岡医科歯科技術専門学校（四元
清行）・九州環境福祉医療専門学校（嘉村　博）・熊本歯科技術専門
学校（中島義和）
欠席校：�新東京歯科技工士学校・名古屋デンタル技工士学院・大

阪歯科学院専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・広島歯
科技術専門学校・長崎歯科技術専門学校

報告・議題
平成�7年度事業報告・委員会報告
第１号議案　�平成�7年度収支決算承認を求

める件
第２号議案　�平成�8年度事業計画案承認を

求める件
第３号議案　�平成�8年度収支予算案承認を

求める件
協議事項　１）平成�8年度入学実態について
　　　　　２）役員交代の件

役員（任期平成�7年4月�日～平成�9年3月3�日）
理事の変更
青森歯科技工士専門学校　西村友孝�→�葛西　肇
横浜歯科技術専門学校　　松尾悦郎�→�小柳光蔵
理�事�長　東京歯科技工専門学校　大塚弘介
副理事長　東海歯科医療専門学校　野村順雄
副理事長　東洋医療専門学校　　　宮川藤一郎
理　　事　北海道歯科技術専門学校　上田　肇
理　　事　青森歯科技工士専門学校　葛西　肇
理　　事　横浜歯科技術専門学校　小柳光蔵
理　　事　共生会歯科技工専門学校　河野　篤
理　　事　名古屋歯科医療専門学校　大澤昭吉
理　　事　大阪歯科学院専門学校　平安亮造
理　　事　九州福祉医療専門学校　嘉村　博
理　　事　九州歯科技工専門学校　齋藤隆夫
監　　事　愛歯技工専門学校　　　桑田正博
監　　事　熊本歯科技術専門学校　中島義和
※　但し、監事の任期は4年

�8 6 30 親睦会　　 Ａ．松島観光
Ｂ．�利府ゴルフ倶楽

部
�8 8 �9 実務担当者会議開催 品川プリンスホテル 北海道歯科技術専門学校（品川良夫）・青森歯科技工士専門学校（葛

西　肇・星野秀樹・今井将貴）・東北歯科技工専門学校（鎌田勇志）・
仙台歯科技工士専門学校（佐藤　武）・埼玉歯科技工士専門学校（山
鹿洋一・篠原武臣）・愛歯技工専門学校（金井正行）・東邦歯科技工
専門学校（篠崎卓嗣）・ 東京歯科技工専門学校（大塚弘介・ 小濱順
一）・新東京歯科技工士学校（小原正司）・横浜歯科技術専門学校（本
木ミツ・山中康裕）・共生会歯科技工専門学校（安田健吾・浅井和
雄）・名古屋歯科医療専門学校（佐藤元信）・東海歯科医療専門学校
（松永安紀子）・東洋医療専門学校（加藤丈晴）・広島歯科技術専門学
校（西村　徹）・九州歯科技工専門学校（斉藤千佳子・井手昭美）・福
岡医科歯科技術専門学校（四元清行・高森保雄）・九州環境福祉医療
専門学校（内田幸子）・長崎歯科技術専門学校（國廣博史）
欠席校：�名古屋デンタル技工士学院・大阪歯科学院専門学校・新

大阪歯科技工士専門学校・笠岡歯科技工士専門学校・熊
本歯科技術専門学校

理事長挨拶・自己紹介
１．�地方厚生局から指摘された点、改善点な

どの事務手続きにおける疑問点
２．ディスカッション
３．学生募集に関すること等、その他

�8 �� 平成�8年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　34校　�,�84名

�9 � 平成�9年度　全技協第
�回模擬試験実施

参加校　36校　�,�59名

�9 4 �6 役員会
定時社員総会
時局シンポジュウム
懇親会

お台場「ホテル日航
東京」愛歯技工専門
学校担当

�9 4 �7 親睦会　　 Ａ．東京観光
Ｂ．ゴルフ

�9 �� 平成�9年度　全技協第
�回模擬試験実施

�0 � 平成�0年度　全技協第
�回模擬試験実施

�0 5 �7 役員会
定時社員総会
懇親会

京都

�0 5 �8 親睦会
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