




平成18年度　小樽歯科衛生士専門学校同窓会
　　　　　　　　　定時総会開催される！　

開催日時：平成18年４月１日
開催場所：巽　鮨

１. 開会の辞

２. 会長挨拶

３. 来賓挨拶

４. 議長、副議長、議事録署名人選出

５. 報告事項

　　１）平成17年度事業報告（資料１）

　　 

　　　　　　　　　 監  査  報 告（資料２）

      

            ・第38回期生新幹事紹介

6.  議決事項（全て審議の上承認されました）

      １）役員改選について

      

      

      

７. 協議事項（全て審議の上承認されました）

      １）委任状について

      　　高瀬副会長より会員に送付している総会への出欠

　　　　票（返信葉書）について、委任状の記入方法は自

　　　　筆であれば押印無くて有効と認め取り扱う件は承

　　　　認されました。

8.  その他（全て審議の上承認されました）

　　１）名簿記載事項に関する再調査

　　　　名簿記載内容に関する調査を度々行った結果を機

　　　　関誌及び名簿発行の際には参考にしたい旨報告が

　　　　有り承認されました。

　　

　　　　当会としての個人情報保護法案は承認されました。

９.  閉会の辞

（資料１） （資料３）

平成17年度　同窓会事業報告 平成18年度　同窓会事業計画

会議報告
　　　　　　 
　　　　　　 
　　　　　　 
　　　　　　 
　　　　　　 

平成18年度　 

会議報告
役員会および編集委員会　　　　　編集委員会
６月22日
９月26日

実施日 内　　　　　　容 参加者

平成17年

4/2（土）

平成17年度 同窓会定時総会開催

場所：朝里 クラッセホテル
時間：15：00～16：00

４０名

親睦会：朝里クラッセ
時間：16：00～18：00 ４７名

平成17年

  10/2

 秋のレクリェーション
 テーブルマナー講習会
場所：ホテルヒルトン

５３名

会　員５０名
非会員　３名

実施日 内　　　　　　容

平成18年

4/1（土）

平成18年度 同窓会定時総会開催

場所：巽鮨
時間：15：00～16：00

参加者
４１名

親睦会：巽鮨

 時間：16：00～18：00
参加者
４４名

平成18年

 10月末
同窓会会誌「KiRaRi」発行予定 全会員に配布

司会　栗林さん
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２）平成17年度収支決算報告（資料２）

３）その他

２）第１号議案平成18年度事業計画案審議（資料３）

３）第２号議案平成18年度予算案審議（資料２）

４）その他同窓会誌「KiRaRi」発行時期

２）個人情報保護法の規約について（11項参照）

役員会および幹事会
平成18年2月４日

 
４月２日
５月23日
７月４日
11月30日

４月13日
８月３日
９月12日

役員会
平成17年度

３月28日
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　小樽歯科衛生士専門学校親睦会

今年の親睦会は、歯科衛生士専門学校よりさほど遠くない、小樽の寿司屋通りにある
「巽鮨」さんで開催されました。
老若男女（！？）が集い、目の前で板前さんが握ってくれる美味しいお寿司とお酒に
舌鼓を打ち、会話もますます弾んだひと時でした。来年は、より多くの同窓生の皆さ
んの参加をお待ちしています。
今回は、親睦会に参加された中からお二人の方に感想をお寄せいただきました。

　                           今年の新入生が４０期になっ

　　　　　　　　 たと聞いて、衛生士になって長い

　　　　　　　　　時が過ぎたなぁと実感しました。

　　　　　　　　　　同窓会に出席して、自分の息

　　　　　　　　　　子達と同年代の新人の衛生士

　　　　　　　　　　を見て、この中で何人の人達

　　　　　　　　　　が、この仕事を天職と思い楽

　　　　　　　　　　しみながら毎日働いていける

　　　　　　　　　のだろうかと思いました。

　　　　　　　　私はこの仕事が大好きです。同窓

　　　　　　　会誌のネーミング「KiRaRi」、ス

テキだなぁと思いました。どんな時にも、☆KiRaRi☆

と輝ける衛生士になれたらどんなに素晴らしいこと

でしょうか。でも私達は衛生士で輝くと同時に、女

性として恋をして、結婚して、子育てをして、キラ

キラ輝いてみませんか？

　仕事中はマスクとひっつめ髪であっても、仕事を

離れた時は、思いっきり美しい輝く女性に変身して

みませんか？

　☆KiRaRi☆を合い言葉に、どんな時にもどんな場

所でも輝ける女性、どんな歯科医院に勤めてもその

人がいるだけで、明るい雰囲気と存在感のある歯科

衛生士をめざしましょう！

　そして私は、輝く老人になる努力をしている、54

才現役歯科衛生士です。

６期　小泉洋子

　今年の同窓会に出席して・・・

初参加者の感想です。

楽しかった。

   そして衛生士の環境について

改めて考えさせられる機会でも

ありました。卒業して２０＋○

年同窓会に縁の無かった私です。

「同窓会」それは私にとって敷

居の高い所でした。

堅苦しい＝嫌な場所

というイメージがあり、諸先輩方

に交じって様々な活動をする同期は尊敬に値するも

のでした。まして、卒業と同時に小樽を離れてしま

った私には益々遠く感じるものとなっていきました。

結婚と子育てに追われる日々を１０年過ごし再就職

した頃は浦島太郎状態。そんな日々の中再会した同

期は生き生きと仕事を続けていて、良い刺激を受け

ました。衛生士という仕事を改めて感じられた友と

の再開と同時に、同窓会・親睦会の響きは友との再

会と言う心地よい誘惑でした。しかしなかなか参加

のチャンスに巡り会えずに今年になりましたが・・・

衛生士の立場の難しさ・やりがい、様々な意見の交

換が出来、地方にいる私にとって実のある日となり

ました。衛生士としての根っこはやはりここにあっ

た事を改めて感じた一日でした。

１２期　佐藤芙美絵

開　催！
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会　長　八 木 明 美　　

副会長　高 瀬 佳 子
　　　　栗 林 文 子    

幹事長　尾 谷 吉 枝

会　計　橋 本 幸 子

　　　　笹 山 美 香

◆ ◆
平成18年度の同窓会役員の方々です。旧役員のみなさま、大変お疲れ様でした。

連投の役員もたくさんいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。

庶　務　大 越 則 子

　　　　工 藤 由美江
　　　　薬師寺 弘 子

　　　　角 田 裕 子
　　　　

　　　　
　　　　

大 槻 美 之

上 口 朱 美
高 橋 めぐみ

16期

1 期

5 期

13期

7 期

13期

9 期
8 期

14期

16期

18期
38期

◆ ◆今年、学校を卒業されたフレッシュ幹事さんお二人から、抱負をいただきました。

◆ ◆

☆新人歯科衛生士☆

　私はこの３月に無事に国家試験に合格し、念願の

歯科衛生士になることが出来ました。

学校とはちょっと違った環境で戸惑い

ながら、診察室では色々失敗して

しまい、怒られたり悔しい事

情けないと感じる時など毎

日反省の連続で過ごしてい　

ます。患者さんの事を思　

うと申し訳ないと思うこ

とも多々ありますが、同

じ失敗を繰り返さないよう

一つ一つ理解しながら着実に

前に進み、いろいろな人に支

えられながらも成長していきます。

38期　高橋めぐみ

学校を卒業してから、今日までの四ヶ月は本当に

　あっという間でした。

　　　　　　学生の時と社会人とのギャップに戸

　　　　　　　　惑いながらも、自分なりに頑張

　　　　　　　　　っています。

　　　　　　　　　　　そんな私の愉しみは、学

　　　　　　　　　　　校の友人達とのおしゃべ

　　　　　　　　　　　りです。たまに会っては

　　　　　　　　　　　仕事の愚痴を言い合った　

　　　　　　　　　　　り、遊びに行ったりと、

　　　　　　　　　　ストレスを発散しています。

　　　　　　　　　これからも休日を上手く使い

　　　　　　　　ながら仕事も頑張って行きたい

　　　　　　です。

38期　久保有穂　

今年の当番期の幹事（末尾が６の期）さんたちから。一言ずついただきました。

今年で４０周年を迎えた同窓会「KiRaRi」です。

６期の皆さ～ん、お元気ですか？各地でご活躍のことと思います。

私はずうっと小樽にいて、６期幹事をしています。

創刊号の記念すべき１ページに一番のりで載せて頂きましたが、皆さんも

近況、各地の紹介、作品など投稿してみてはどうでしょう。

宛ら６期の伝言板にしてみませんか？
６期　小谷輝美　

28期

書　記　栗 林 真 弓
　　　　坂 井 さつき

　　　　水 嶋 愛 美　 

監　査　藤 澤 雅 子

35期

38期
37期

9 期



１６期

　この度は「KiRaRi」発行おめでとうございます。

幹事からの声をと言うことで、私たち１６期生が卒業

して２０年が経過し、今振り返ると、当時はまだ１年

制で来る日も来る日も復習テストと実習、土日は国試

対策、と今までの人生の中で一番勉強したのではない

かと思います。辛い中でもたくさんの物を得ました。

仕事のよき理解者である友と何年経っても使える資格

です。

「KiRaRi」が手元に届くのを楽しみにしています。

16期　和 泉 望 美

２６期

「KiRaRi」発行に寄せて

　この度は「KiRaRi」のご発行おめでとうございま

す。私たち２６期生も卒業して１３年、あの大変な勉

強と実習に終われた日々からもうそんなに経つのです

ね。改めて月日の経つ早さを感じております。卒業し

て間もない頃は諸先輩のご助言、ご指導のもと、歯科

衛生士として向上に努力し今でも学ぶ毎日ですが、最

近では、介護支援など福祉の方面においても歯科衛生

士の活躍が広がっており、それに伴って学生さんの知

識の豊富さに驚いております。

　私たち同期の中でも、家庭を持ち育児へと環境が変

わる中、再出発している人もいて、まさに「KiRaRi」

と輝くこの職に就けたことを誇りに思います。このよ

うな記念すべき会誌に参加できたことを心より感謝し

つつ、これからのご発展とご活躍をお祈りいたします。

26期　一 戸由希子（旧姓　千坂）

26期　池 口 智 子 （旧姓　野上）

　卒業して約１３年経ちました。穏やかな毎日のよう

ですが、見渡すと周りの環境や状況、町並みなど常に

変化しているのが現実のようです。特に見近に感じる

のが医療費の値上がりで、働き始めた年に比べると負

担の割合がかなり増加したと実感させられます。病気

やケガは予期せず起こりますが、個人でできる事とし

て、健康であるために生活習慣の見直しや予防などは

必要である、と思う今日この頃です。

26期　鍋 島 容 子

３６期

「歯科衛生士になって」

　歯科衛生士になって３年目となり、日々勉強の毎日

です。現在一人でも多くの患者様に定期検診の重要性

を知ってもらい、また自分自身も成長していきたいと

思っております。

　同じ職種の歯科衛生士同士、交流の場を持てればと

思います。

36期　三 関 亜有美
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まずは、我らが歯科衛生士専門学校同窓生
第１期生であり現在、北海道歯科衛生士会
の会長としてご活躍中の鈴木知子さんから
創刊に寄せて一言いただきました。
鈴木会長は昨年、長年の歯科衛生士業務に
おける功績が認められ、厚生労働大臣表賞
をお受けになっていらっしゃいます。

同窓会誌発刊に寄せて

　同窓会誌創刊おめでとうございます。

　私が１期生として卒業してから早や３８年がたちま

した。今思うとあっという間の３８年、過ぎ去ってし

まうと年月は何と早く感じられるものでしょうか。

　思い起こすと私が入学した当時は歯科衛生士という

職業は世間に全くと言っていいほど知られていない職　

業で、私も高校の担任に勧められて受験しました。ま

た教育年限は１年以上でした。現在教育年限は３年以

上になりつつあります。それだけ国民に口腔衛生思想

が広まり、医療も進歩しています。私が卒業した当時

は、同窓会がまだありませんでしたが、他校を卒業し

た歯科衛生士の先輩の方々が温かく迎え入れてくださ

った歯科衛生士会小樽支部として、歯の衛生週間のポ

スターを作成したり、施設にフッ素塗布、ブラッシン

グ指導に行ったりしたことが懐かしく思い出されます。

　また当然のこととして自分の職業の団体である歯科

衛生士会に殆どの人が入会したように思います。現在

新卒の入会者が少なくなり会員歴３８年の私としては

とても残念です。せっかく取った資格を一生のものと

して職能を高めるために皆で力を合わせるという事は

とても大切な事だと思います。

　今年度、歯科診療報酬改定、介護保険制度改正があ

り私たち歯科衛生士に求められる知識・技術のレベル

が益々高くなってきています。国民に求められるとき

に応えられなければ職業としての未来はありません。

日本歯科衛生士会学術大会も今年度から学会になりま

す。皆で研鑽を積んで誰からも国民に無くてはならな

い職業だと思われるよう頑張りましょう。

　最後になりましたが、同窓会の役員の方々のご尽力

に感謝し、会の今後の益々のご発展を祈念しお祝の言

葉といたします。

北海道歯科衛生士会会長　鈴 木 知 子

次に現在、北海道歯科衛生士会の小樽支部
長としてご活躍中の７期同窓生　橋本幸子
さんから、創刊に寄せて一言いただきまし
た。
橋本支部長は、歯科医院勤務と歯科衛生士
専門学校専任講師に従事される一方で、前
期に引き続き今期も小樽支部長をお引き受
けいただいている、小樽支部会員の心のよ
りどころとなっている支部長です。

歯科衛生士に復帰しませんか？

北海道歯科衛生士会 小樽支部長 　橋 本 幸 子

　卒業して早３１年、現在は歯科衛生士として歯科

医院で働いています。卒業後６年は衛生士をしまし

たがその後１８年間の主婦生活をへて、また衛生士

に戻って８年目、あっという間に５０才をこえまし

た。７期生２８名のうち歯科関係で仕事をしている

人は１０名程度だと思います。皆さんの同期生では

どのくらいいらっしゃいますか？

　主婦をしているとき「せっかく親に学費を出して

もらって歯科衛生士になったのに、このままパート

のおばさんで終わってしまうのか。。。また衛生士

やりたいけどブランクあり過ぎて戻れないな。」

私と同じようにこう思っている人もたくさんいるん

じゃないでしょうか。

　そんな人のために、小樽歯科衛生士専門学校には

「聴講生制度」があり、聞きたい授業、実習したい

授業に出席させてもらうことが出来ます。鎌型のス

ケーラーしか知らなかったのですが、キュレットス

ケーラー・超音波スケーラーの基本の勉強をさせて

もらい、歯科業界の現状も教えてもらいました。そ

れと北海道歯科衛生士会に入会し、色々な研修会に

参加したことも助けになりました。

　診療室はちょっと、と思っている人もいると思い

ます。今歯科医院以外でも歯科衛生士の仕事は色々

あります。実務５年で介護保険制度の「ケマネージ

ャー」資格を取得するための試験を受けられます。

今年４月から介護保険が変わり予防給付という制度

ができ、その中に「口腔機能の向上」という項目が

入りました。この制度に対応できるよう北海道歯科

衛生士会では道からの依頼で道内の歯科衛生士を対

象に口腔機能向上のための講習会を実施し、「口腔

機能向上支援歯科衛生士」の登録を行っています。

登録した衛生士には仕事の依頼が来ます。高齢者対

象の介護保険制度ですから若い人はさることながら

熟年世代の歯科衛生士が求められています。

　「聴講生制度」、「ケアマネージャー」、「口腔

機能向上支援歯科衛生士」など詳しく知りたい方は

小樽歯科衛生士専門学校に問い合わせてみて下さい。

現在ご活躍中の同窓生の方々から・・・
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　 小樽歯科衛生士専門学校で、現在教鞭を執られている専任の同窓生

過去に教鞭を執られていた専任の同窓生の方々から一言いただきました。

「歯科衛生士を取り巻く環境変化」

　同窓会誌「KiRaRi」第１号発行！おめでとうござ
います。
　専任教員現役として「何か一言」と言われ、皆さん
にお知らせすることを考えたところ、やはり修業年限
の延長でしょうか？私を含め同窓生約500名前後が１
年制教育をうけています。その後２年制へ移行し、今
度は（平成２２年３月）３年制教育です。東京、新潟
広島では、４年制教育（大学）が始まっています。い　
ずれは、大学院も開設されるでしょう。歯科予防処置
・歯科診療補助・歯科保健指導に加え、口腔保健管理
高齢者歯科、障害者歯科、医療倫理などを新たに勉強
している学生がおります。
　日本歯科衛生士会は、２年制教育から３年制教育の
免許更新のための講習会（？）を現在、開催していま
す。北海道では来年開催される予定ですので、是非、
受講して下さい。講習会を受講された方には、厚生労
働省より認定証が授与されます。また11月には歯科衛
生学会が設立されます。歯科衛生士自ら専門分野を研
究し、科学的に立証していくことで必要性を社会に認
めてもらうためには。。。
　今年、４月の介護保険改正は、歯科衛生士の「力」
を認めてもらう絶好のチャンスが到来です。口腔機能
向上プログラムの効果を示してあげましょう。
　以上、歯科衛生士を取り巻く環境が少しずつ変化し
ていることを皆さんにお知らせするのが私の役割のよ
うに思います。

小樽歯科衛生専門学校　専任教員　藤 澤 雅 子

「専任当時の思い出」

12期　大 森 悦 子

　何を書いていいものやらペンを持って十数年前の事
を思い出しています。私が専門学校に勤めていたのは、
平成２年の４月からの２年間です。思わぬ事から新入
学生の担当専任となってしまい、ただただとまどうば
かりでした。ろくに専任の仕事も分からないまま、本
当に学生を教えるなんて出来るのだろうかと、悩み落
ち込む毎日が続きました。結局それは２年間ずっとだ
ったように思いますが。
　教える事、育てる事の難しさを実感しました。そん
な中で、学生もそれぞれ色々な面を見せてくれて、小
学校や幼稚園に行くとすぐに子供達の中に入っていけ
る学生や、普段は無口で目だたないのに、ここぞとい
う時にしっかりリーダーシップを発揮する学生など、
見ていて私自身教えられる事が沢山ありました。そん
な山あり谷ありの２年間が過ぎて行き、冬休み明け２
年生の国試が近づいた頃でしたが、国試対策で少し厳
しくなっていたのでしょうか、ある学生に後ろから一
言「鬼」と言われてしまいました。卒業後に会った時
にその事を聞いてみると「頭が熱くなる程勉強させら
れて本当に鬼に見えた」と笑って話してくれました。

彼女からは、今でも毎年年賀状が届いています。私が
学生と一緒に笑ったり、泣いたり、そして時には優し
く叱ったり（異論が出るかも）とあわただしく過ごし
た日々でしたが、とにかく学生が全員国試に合格して
くれた事が、何よりも一番喜ばしい思い出として今も
はっきり覚えています。
　当時の学生も今は３０代半ばが多く、仕事に子育て
にと忙しくしていると思いますが、少しでも時間が出
来たら、せめて同窓会ででも会いたいですね。あの頃
の皆の顔が見たいです。
専任として過ごした２年間は、大変ではありましたが
その分沢山の大切な思い出を得た有意義な時間だった
と思っています。

「専任として働いた頃」

23期　松 田 留 美

　突然この原稿を書いてと言われ驚きました。もう専
業主婦として十年以上経ち、まったく衛生士とは関わ
りがなくなり専任時代の頃と言ってもはるか昔の事、
思い出さなければ・・・
　衛生士試験に合格し、就職活動では運良く？なのか
専任職があり「条件的にもいいかな」と受けると働く
事になりました。でも私にとって喜びもつかの間、４
月１日よりすぐ新任研修が名古屋で一週間くらいあり
行かなければなりません。今まで一人で旅行などした
事もなくそれも全く知らない道外。この時「ここに就
職しなければ良かった」と思いました。でも何とか過
ごし多少は研修で知識を得てきたつもりでしたが、実
際学生に教えるとなると、自分が学生時代に教わった
事や教科書上での事や、先輩専任達からのアドバイス
の事はわかるのですが、臨床経験がないので実際の話
ができず大変でした。そのため、最初の頃は歯科医院
へ実習にも行かせてもらいました。人に何かを教える
と言うのはすごく大変でした。仕事的にはそれだけで
はなく、色々な雑用も入ってきたりと嫌な事も多く、
慣れるまでは素直に歯科医院へ就職した方が良かった
のではないかと思う事も何度もありました。でも自分
で決めた道ですし、途中で挫折は嫌なので私なりに頑
張りました。今でも忘れられない事があります。それは
初めてのテストを作り学生にやらせたのですが、一人
だけ白紙の子がいて、もしかしてこれは私に対しての
反抗なのかと不安になり本人へ聞くと、ショックな出
来事がありできなかったと言う事でした。ちょっとだ
け安心しました。本当に何もわからない私を専任とし
てやっていくのに色々と教えてくださった先生方には
感謝しています。有難うございました。
　結婚を機に退職しましたが、また新たに勉強しない
とダメでしょうが、子育てがひと段落着いたら衛生士
として働いた方がいいかな？と思っている今日この頃
です。せっかく持ってる資格ですもんね。






