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本会事務所の業務時間は、以下のとおりです。 

毎週 月曜日・水曜日・金曜日の 

午前１０時 ～ 午後３時まで 

事務員が不在の折には、FAX、E メールなどのご利用

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

本会が自営者会員様へ会員サービスとして行なって 

おりました京技様式の技工指示書用紙は、従来の３枚

綴りの在庫がなくなりました。今後は、２枚綴りならびに 

３枚綴りの作成を行うとともに「屋号」を印刷の上、お渡 

しいたします。 

また、平成26 年度の消費税率の改定に伴い、技工指 

示書のご提供価格に変更が生じました。併せまして事

務手続きの合理化を鑑み、印刷会社からの直送システ

ムにシステム変更を致します。 

価格は下記の通りです。 

２枚複写（屋号入） １ケース   24,000 円 

 

３枚複写（屋号入） １ケース   31,000 円 

 

尚、注文をお受けしてから発送到着までに、約２週間 

 

かかりますので、余裕を持ってご注文くださいますよう 

お願い致します。価格改定につきましては、会員各位の 

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 また、ご購入いただきました代金につきましては、京都府

歯科技工士連盟の口座へのお振込みとなりますので、お

間違いの無い様、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成27 年は、株式会社ニチギデータセンターによ

る会費引落しが下記のとおり執り行われます。ご登録

手続きを頂きました口座に、３ヶ月分の会費のご入金

をお願い致します。 

尚、株式会社ニチギデータセンターの会費引落し期

日は、４月２７日(４月～６月分)、７月２７日(７月

～９月分)、１０月２７日(10月～12月分)、１月２７  

日(１月～３月分)の年４回です。 

※尚、27 日が土・日・祝日に当たる場合は翌営業

日以降のお引き落し日となります。 

 

 

 

 

今月(３月２８日)は、株式会社ニチギデータセンター 

による３ヶ月分（１月～３月分）の会費引き落としが、

１月に行われなかった方の引き落としが行なわれます。 

３月度の口座引落としのために、３月２５日ま

でに各位の引き落とし口座の方へご入金をお済ませく

ださい。お忘れのない様にお願いいたします。 

 

 

 

 

 本会では、印紙税免除の印を自営者会員の皆様に対

してご紹介させていただいております。 

今回、改めまして本伝言板に掲載させていただきまし

て、ご案内をさせていただきます。印紙税免除の印をお

求めになられます自営者会員の方は、下記のとおり本

会事務所までお問い合わせ願います。 

また、本免除印は、法人格である株式会社立、有限

会社立の事業所には「印紙税免除」が対象外となります

ので、よろしくお願い致します。 

 

＜印紙税免除の印＞ 

  印紙税免除印   ￥１，０００/本 

  その他   ご要望の方は、本会事務所までご連絡

をお願い申し上げます。 

 

事 務 所 業 務 時 間 の 

お 知 ら せ 

技工指示書用紙について 

消費税率改定に伴う価格変更のお知らせ 

(株)ニチギデータセンターの 

会費引落としについて 

印紙税免除印(ゴム印)ご紹介 

会費の自動振り替えのご案内 



 

 

 

 

 

 

 平成28年５月２９日(日)の午後１時より、(一社)

京都府日歯科技工士会平成28年度定時社員総会(第２

回)が、下記のご案内のとおり開催されます。 

 今後、４月に入りました頃に、会員の皆様へ議案書

ならびに出欠表等が届くと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 

＜(一社)京都府歯科技工士会 

  平成２８年度定時社員総会（第２回）開催＞ 

 

開催日時 2016年 ５月２９日(日)  

     午後１時 ～ 午後３時 

開催場所 株式会社松風 本社研修センター４F 

     京都東山区福稲上高松町１１  

     075－561－1112（代） 

そ の 他  社員総会開催日は、終了後、平成28年度

理事・監事選挙が執り行われますので、併

せてご投票をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 来年度は、本会役員の任期満了に伴い理事・監事選

挙が執り行われます。法人格移行後、初めて執り行わ

れる選挙となります。 

 選挙方法等につきましては、現在、選挙管理委員会

を中心にして厳正なる運営を行なうための準備が行

なわれています。選挙詳細につきましては、３月内に

告示が行なわれ、立候補期間内に理事・監事の役職に

対する各人から立候補を頂くことになります。 

 別途、選挙管理委員会より理事・監事選挙の告示の

ご案内がありますので、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

一社）京都府歯科技工士会 

平成２７年度会計監査実施のお知らせ 

 

 平成 28 年４月９日(土)の午後３時より、本会事務

所におきまして、平成 27 年度会計監査が執り行なわ

れます。会員の方で会計監査に立ち合いをご希望され

る方が居られましたら、本会事務所までご連絡をお願

い申し上げます。 

 

 

        【その他のお知らせ】 

 

 

 

 

 公益社団法人日本歯科技工士会は、平成 24 年度４

月より、福利厚生制度の一環として会員の相互扶助を

目的に「日技厚生会 新・共済制度」を発足しており

ます。 

本共済制度は、任意の参加となっておりますが是非、

会員各位におかれましては、ご加入のご検討をいただ

きますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

＜日技厚生会 新・共済制度＞ 

加入条件 満６０歳６ヶ月未満までの方 

     個別告知書に必要事項をご記入の上、ご 

捺印を頂き本会事務所へご提出願います。 

毎年の４月、７月、10 月、１月の第１日

からがご加入日になります。 

保障内容 死亡弔慰金・高度障害見舞金  60万円 

     入院見舞金          １万円 

     見舞金は、３週間以上のご入院が対象とな

ります。年度ごと１回の見舞金支給となり

ます。 

掛  金 400円/月 

     ニチギデータセンターの引落とし日に合

わせて入金処理(３ヶ月分一括引落とし)

が行われます。 

付帯内容 健康コール24(電話による24時間相談) 

     セカンドオピニオン(専門医との相談) 

     メンタルサポート(カウンセリング) 

 

 

 

 

 

 

 京都中央信用金庫より、日頃お世話になっています

融資制度に関する利率変更のお知らせが有りました。

会員皆様のご確認をお願い申し上げます。尚、本融資

金利は、平成27年４月１日現在となります。 

 

1)歯科技工士ローン(変動金利型)    2.925％/年 

 

2)京歯技会 設備ローン(変動金利型)  2.525％/年 

 

 

日技厚生会 新・共済制度 

ご加入のご案内 

（一社）京都府歯科技工士会 

平成28年度定時社員総会(第２回) 

開催のお知らせ 

京都中央信用金庫融資利率 

変更のご案内 

（一社）京都府歯科技工士会 

平成28年度理事・監事選挙 

開催のお知らせ 



【地域活動のお知らせ】 

特になし 

 

 

【 理 事 会 報 告】 

京都府歯科技工士会理事会報告 

 ２月度は、定例理事会が開催されました。２月度の

定例理事会の議事録ダイジェスト版にて報告を致

します。 

 

【報告・討議・確認事項】 

Ⅰ．第一号議案：報告事項 

①(一社)京都府歯科医師会平成28年新年互礼会の件 

 平成 28 年１月６日(水)の午後１時より、京都府歯

科医師会口腔保健センターにて平成 28 年新年互礼

会が開催された旨、報告あり。小川会長が出席した

旨、報告あり。 

②京都市伏見歯科医師会新年会の件 

 平成 28 年１月９日(土)の午後５時より、京都セン

チュリーホテル「瑞鳳」の間において新年会が開催

された旨、報告あり。小川会長が出席した旨、報告

あり。 

③近畿歯科用品商協同組合新年会の件 

 平成 28 年１月９日(土)の午後３時より、ホテルモ

ントグラスミア大阪「ウィンダミアホール」におい

て新年会(講演会あり)が開催された旨、報告あり。

髙橋副会長が出席した旨、報告あり。 

④京都府医薬品登録販売者協会75周年記念大会の件 

 平成28年１月９日(土)の午後５時30分より、ホテ

ルグランビア京都「古今」の間において 75 周年記

大会が開催された旨、報告あり。野々口理事が出席

した旨、報告あり。 

⑤(一社)大阪府歯科技工士会平成 28 年新年互礼会の

件 

 平成28年１月10日(日)の午後５時より、ホテル日

航大阪「鶴」の間において、平成 28 年新年互礼会

が開催された旨、報告あり。小川会長が出席した旨、

報告あり。 

⑥(一社)京都府歯科技工士会創立 60 周年記念式典な

らびに記念祝賀会の件 

 平成28年１月11日(祝・月)の午前11時より(一社)

京都府歯科技工士会創立 60 周年記念式典が開催さ

れ、同日の午後０時より(一社)京都府歯科技工士会

創立60周年記念祝賀会が開催された旨、報告あり。 

⑦第 21 回新大阪デンタルテクニシャンクラブ講演

会・懇親会の件 

 平成28年１月23日(土)の午後２時より、新大阪江

坂 東急 REI ホテル「クリスタルルーム」にて、第

21 回大阪デンタルテクニシャンクラブ講演会が開

催された旨、報告あり。小川会長が懇親会に出席し

た旨、報告あり。 

⑧京都歯科医療技術専門学校入会案内の件 

 平成28年２月４日(木)の午後１時30分より、京都

歯科医療技術専門学校にて、卒業生予定者を対象に

本会の入会案内が行われた旨、報告あり。小川会

長・髙橋副会長が出席した旨、報告あり。 

⑨(一社)京都府歯科技工士会献血ボランティアの件 

 毎年恒例の本会主催である献血ボランティアを、洛

西のラクセーヌ専門店・南広場において平成 28 年

２月７日(日)の午前 10 時から午後４時まで開催し

た旨、報告あり。64 名の採血協力者があり、56 名

が採血された旨、報告あり。小川会長・松原副会長・

髙橋福会長・中村情報管理部長・草木組織副部長・

中井学術副部長・田村情報管理副部長・田中監事が

出席した旨、報告あり。 

⑩平成 27 年度京都市民づくり健康推進会議・口腔保

健部会の件 

 来る２月 12 日(金)の午後２時より、本能寺会館西

館５階「雁(かりがね)」の間において、平成 27 年

度京都市民づくり健康推進会議・口腔保健部会が開

催された旨、報告あり。小川会長が出席した旨、報

告あり。 

 

Ⅱ．第二号議案：討議事項 

①(一社)大阪府歯科技工士会元会長速水 憲 氏の旭

日双光章受章を祝う会の件 

 来る平成28年２月14日(日)の午後５時より、リー

ガロイヤルホテルウエストウィング２F「山楽」の

間(大阪市)において、(一社)大阪府歯科技工士会元

会長速水 憲 氏の旭日双光章受章を祝う会が開催

される案内があった旨、報告あり。討議の結果、小

川会長が出席することが確認された。 

②平成27年度健康福祉部関係団体人権研修の件 

 来る３月１日(火)にホテルルビノ京都堀川「平安」

の間において、平成 27 年度健康福祉部関係団体人

権研修が開催される案内があった旨、報告あり。討

議の結果、松原副会長が出席することが確認された。 

③(一社)新潟県歯科技工士会 60 周年記念式典・祝賀

会の件(12月度理事会決議事項再掲載) 

 来る平成 28 年３月５日(土)の午後１時より、ANA

クラウンプラザホテル新潟の「飛翔」の間において、

(一社)新潟県歯科技工士会 60 周年記念式典ならび

に祝賀会が開催される案内があった旨、報告あり。

討議の結果、小川会長が出席することが確認された。 

④平成27年度京都歯科医療技術専門学校卒業式の件 

 来る３月９日(水)の午後１時３０分より、同校の２

階講堂において平成 27 年度京都歯科医療技術専門

学校卒業式が開催される案内があった旨、報告あり。

討議の結果、小川会長が出席することが確認された。 

⑤京都歯科医療専門学校技工士科 45 回生・技工士専

攻科20回生両科合同卒業記念パーティーの件 



 来る３月９日(水)の午後６時 30 分より、京都セン

チュリーホテル「瑞鳳」の間において京都歯科医療

専門学校技工士科45回生・技工士専攻科20回生両

科合同卒業記念パーティーが開催される案内があ

った旨、報告あり。討議の結果、髙橋副会長が出席

することが確認された。 

⑥平成27年度警察歯科部講演会の件 

 来る３月12日(土)の午後２時15分より、京都府歯

科医師会館４階において、平成 27 年度警察歯科部

講演会が開催される旨、事務局より報告あり。討議

の結果、小川会長が出席することが確認された。 

⑦大阪歯科大学歯科技工士専門学校平成 27 年度卒業

証書授与式の件 

 来る３月15日(火)の午前10時より、大阪歯科大学

樟葉学舎講堂にて、大阪歯科大学歯科技工士専門学

校平成 27 年度卒業証書授与式が開催される案内が

あった旨、報告あり。討議の結果、小川会長が出席

することが確認された。 

⑧平成 27 年度京都歯と口の健康づくり推進協議会

(8020運動推進協議会)開催の件 

 来る３月 15 日(火)の午後２時より、京都平安ホテ

ル「朱雀」の間において、平成 27 年度京都歯と口

の健康づくり推進協議会(8020 運動推進協議会)が

開催される案内があった旨、報告あり。討議の結果、

小川会長が出席することが確認された。 

⑨平成 27 年新大阪歯科技工士専門学校卒業証書授与

式の件 

 来る３月23日(水)の午前10時より、ホテル大阪ガ

ーデンパレスにおいて平成 27 年度新大阪歯科技工

士療専門学校卒業証書授与式が挙行される案内が

あった旨、事務局より報告あり。討議の結果、松原

副会長が出席することが確認された。 

⑩平成27年度東洋医療専門学校卒業証書授与式の件 

 来る３月24日(木)の午前10時30分より、ホテル

大阪ガーデンパレスにおいて平成 27 年度東洋医療

専門学校卒業証書授与式が挙行される案内があっ

た旨、事務局より報告あり。討議の結果、小川会長

が出席することが確認された。 

⑪大阪歯科大学歯科技工士専門学校＆同窓会創立 50

周年記念講演会ならびに祝賀会の件 

 来る３月26日(土)の午後１時30分より、大阪歯科

大学歯科技工士専門学校＆同窓会創立 50 周年記念

講演会が大阪大学天満橋学舎創立百周年記念会館

４階の大講堂にて、午後１時 30 分より開催される

案内、ならびに同祝賀会がリーガロイヤルホテル 

タワーウィング２階「桐」の間(大阪市)にて開催さ

れる案内があった旨、報告あり。討議の結果、小川

会長が出席することが確認された。 

⑫平成 28 年度(一社)京都府歯科技工士会定時社員総

会(第２回)議案書(案)の件 

 本理事会において、事務局より平成 28 年度(一社)

京都府歯科技工士会定時社員総会(第２回)議案書

(案)の草案が上程された。本草案に対し各専門部か

らの次年度計画案の提出ならびに会計担当者から

の予算案作成についてスケジュールが事務局より

説明あり。討議の結果、３月度において臨時の理事

会を開催することが提案され、確認された。今回の

定時社員総会では、理事・役員選挙が合わせて執行

される旨が事務局より報告され、了承された。 

 

Ⅲ．第三号議案：その他討議・確認事項 

①第 34 回日本顎咬合学会学術大会の件(12 月度理事

会決議事項再掲載) 

 日本顎咬合学会より、来る平成28年６月11日(土)

～1２日(日)の両日、東京国際フォーラムにて開催

される第 34 回日本顎咬合学会学術大会のパンフレ

ット配布に関する協力要請があった旨、事務局より

報告あり。討議の結果、会員へ案内を行うことが確

認された。 

②(公社)日本歯科技工学会代議員選挙の件 

 (公社)日本歯科技工士会より次期代議員選出に関

る選挙が行われた旨、髙橋副会長(選挙管理委員)よ

り報告あり。本会からは、中井理事及び岡田専務理

事が選出された旨の報告があり、本理事会にて確認

された。 

 

以上 


