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あつかれ～この 1年,★

恒例の忘年会を今年は少 し早めにとり行いました。
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～来年 !

今年は勤続20年、 10年の部で3名 の女性が表彰されました。

近年、女性が長く働ける環境づくりにも力を入れています。

家庭やプライベー トと仕事との両立にがんばった彼女達に

惜 しみない拍手を !

12月 に入り新 しい仲間を迎え来年は更なる飛躍を目指 し

ます。今年も1年間ありがとうございました。 鍍邊)



社内取り組み

会議運営講師として感じた
トナミデンタルラボラトリー様の姿とは

特別寄稿文

NAOコ ーポレーション

松本 八治

「社長に対しても臆することな<意見を3つける社員が多い !」

4月に初めてトナミデンタルタボラトリー様の定例会議に出席した際の印象です。20代の社員も多い中で、黒田社長のあ者え

になる方針や各事案 |こ 対しても積極的に意見する場面を何度も拝見しました。

私は「ファシリテーター」という会議の運営 。進行を行う役割で、 4～ 8月 までトナミデンタルラボラトリー様の各定例会

議に出席させていただきました。各担当課からの進捗状況の報告・共有、他の部門への要望 。改善などの議論スタイルの会議

から、「リーダーのビジヨンを明確にしたい」という議題が挙がった際にはワークショップ形式で会議を運営させていただき

ました。

特に印象的だつた会議は、社内委員会の定炉」会議です。最初に出席していた頃は、お互いに各委員会の報告を行うのみでし

たが、回数を重ねるにつれて報告資料の改善や、社員同士で意見や改善案を出し合うなど、主体的に会議へ参加しようとする

姿勢の変化を感じました。当初、黒田社長から私に講師をご相談いただいた際には「社員が会議の中で積極的に自分自身の意

見を発言してほしい」という要望をいただきましたが、社員の方々の変イヒを感じました。

トナミデンタルタボラトリー様の社員のみなさんは、私に対しても毎回丁寧な挨拶をしていただき、ォフィスはいつも整理

整頓されていました。またコスト削減 。生産性の向上などについての意識の高さも感じました。そして、一部の社員の方から

は食事会に誘つていだ<など、気さ<に接していただきました。食事会の中では、会議では伝えきれない会社への想いも拝聴

させていただきました。

約半年間の出席ではございましたが、黒田社長を始め社員の方々の熱意について会議を通じて感じさせていただきました。

31き 続き、会議 。社内コミュニケーションを取る機会を積極的に増やしていただき、さらなるチヤレンジを取り組まれること
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テクニカル

学 術 大 会 に 参 加 し て 馴 県歯科技工主会学術大会釧 レポート

平成27年 10月 11日 に愛知県で開催された、

愛知県歯科技工主会学術大会でAD丁∧ (Aichi

Dental丁echnologists AssociaJon)ト レーニ

ングセンター 1期卒業生として『セラミック

クラウン・セラミックインレーの製作要点』と題して講演を行なってきました。

ADTAト レーニングセンターでは『抜去歯を使用してのプレスセラミックのステイニングテクニツク』を

受講しました。日々の仕事の中で、自身が製作した補綴物が□腔内でどのように調和が図られているのかを

知ることがあまりなかつた私にとっては、抜去歯を使用することで臨床により近い環境での実習とであると

感じ、大変勉強になりました。

抜去歯の半分をハーフクラウン、ハーフベニア、日歯部はインレーに形成しプレスセラミックを抜去歯の

カラーにマツチングさせるという自習を行い、色味や深みなどの表現技法を学びました。今回は、e―maxを

使用したので主にセラムシェード、更にイニシヤルIQラスターベーストを駆使しての表現に挑みました。

ステイニングテクニツクとしては、色の深みを出すためにステインと透明層を交互に重ねてステイニング

を行なっていきます。しかし、ステイン材を重ねれば重ねるほど明度が低下してしまうので、一度に濃<重

ねすぎ無いように薄<ステインし

てい<ことに注意が必要となりま

す。他にはグレー要材で表面性状

を表現する、グレーズカービンと

言う技法も学び臨床で実践してい

ます。ADttAト レーニングセンタ

ーで私は、多<の事を学び視野を

広げることができました。また、

素晴らしい技術を持った方々と出

会えたことで、自分の目標も明確

になりました。これからも学んだ

ことを活かし切磋琢磨していきた

いと思います。(池田)
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社内取り組み

今 年 の 5S活 動 の 総 括 」EK経営コン切 レタント主催 05S活動発表会参加レ荘 ト

去る10月 30日 に弊社が5S活動のご指導をしていただい

ている」EK経営コンサルタント主催の5S活動の発表会に参

加してきました。

県内の異業種企業8社が集まって自社の 5S,舌動の進捗状

況、現在までの成果や課題などを画像を交えて発表 し、

他社さんの取り組みから学6こともできました。

弊社は、今年 1月 から5S活動を始めて1lヶ月が経過しま

した。以前に比べると、景色が随分きれいな状態に変化し

ているのも見た目の成果のひとつですが、今回の活動で

もつとも成果があつたのは、材料の在庫切れ、発注忘れを

限りな<少な<する仕組み作りを形にできたことです。日

ごろの業務の慌ただしさの中で単純に、効率良<、 誰でも

わかりやすい注文ができることが社員みんなli恩恵を与え

ることができ良かつたと思っています。

しかし、課題も同時に気づいたことが、材料の発注はうま

<い<が、材料費の抑制につながらないことを、今後は数

字の見える化で目標を設定し、少しでも材料費を削減して

いきます。

弊社の5S活動は、まだ始まったばかりです。これからが

5S活動の本質に入つてい<ことだと思います。 5S活動を

やることで社員の規律や、働きやすい職場環境になると同

時 |こ 会社にも利益をもたらすものだと思いました。来年も

更なるステーブヘチャレンブしていきます。

(島田昭彦)
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ポランテイア

義歯名入れ

9月 6日 (日 )に高岡市歯科医師会主催の義歯名入れのボランテイ

アに参加 してきました。今回は高岡市にある特別養護老人ホーム

「藤園苑」様で行われ、37名 65床の義歯 |こ 名入れを行いました。

当社からは 8名の歯科技工士が参加しました。この活動により施

設職員さんや施設利用者さんの義歯における トラブルが減れば幸

いと思います。今後も開催されると思いますので、弊社としては

積極的に参力□していきたいと思います。 (米原 慎 )

技工所訪間
平成27年 8月28日 に大阪

府堺市にある「サクラ歯研

」様を訪問させてI頁きまし

た。サクラ歯研様では、

CAD(ス キャナー)/CAM(3D

プリンター)(ミ リングカ□工

機)を扱い、一連の流れを

チームで進め、効率が良<
、質の高い仕事ができる環

境作りに取り組んであられ

ます。

社員は50人ほどの方が

勤務されており、フロアひ

とつをデジタル機器が占めておりとても技工所とは悪えな

い風貌で驚きました。しかし、い<らデジタル化が進んで

いるからといつても誰でもパソコンさえ使えればできるわ

けではな <、 手作業でのアナログな技術、知識、経験があ

つてこそ初めてパソコン上で仕事が出来ると言つておられ

ました。

私も技工士としてのスキルが無いと補綴物の買を高めるの

は厳しいのではないかと考えています。だからこそ、自分

の培つたノウハウや技術をこれからCAD/CAMに従事して

い<若手の後輩達にきちんと指導していかなければならな

秋の懇親会
=洋風お好み焼き よっちやん=

今年は夏の恒仮」バーベキュー大会を

行うことが出来なかつたので急逮

『よっちゃん』にて秋の社内懇親会を

開催 しました。砺波の駅前商店街内で

移転 りニューアルしてから2階で宴会

スペースが出来ました !今回はコース

であ料理をお願いしたのですが焼き物

(肉・海鮮 。お好み焼き 。焼きそば )

はもちろん茶碗蒸し、お魚、デザート

も美味しかつたです。「もう食べれま

せん～」の手前の調度よい量でした。

みなでワイワイ言いながら鉄板を囲ぬ

のは楽 しかつたです。マスターの鉄板

レクチヤーも面白かったです。 (マ ∃

ビーム出ました)。 (渡遷 )
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2076年 開選お財市騰八
2015年 もあとわずがとなりましたね。今年、私はお財布を新調 したの

ですが、その際に運気が良いとされる日にちを調べて購入 しました。

その時に参考にしたことをまとめて、この記事を読んで<れた方の来

年の金運向上に繋がれば華いです。

一粒万倍日
一粒の籾が万倍にも実る稲穂になるという意味

で「手元にあるわずかな物で始めたことが何倍

にも膨らぬ」とされて、新しいことを始めると

よい日です。

2016年  1/7,10,19,22,31 2/3,6,13,18,25

3/1,9,16,21,28 4/2,12,15,24,27

5/9,10,21,22, 6/2,3,5,16,17,28,29

7月 以降は割愛

天赦日
日本の暦で最も良い日で、「百神が天に昇り、

とされ最上の大吉日と言われる。

2016年  2/26 4/26 5/12 7/11 9/23 12/8

天赦日、一粒万倍日の他にも寅の日や巳の日、大安、新月も金運の良い

日だそうです。運気が上がるとなるとワクワクしてしまいますね。

(黒田 理)

100風 コスメ

最 近 166円 シ ョ ッ プ の コ ス メ に 竜 罐 参 融 膠 ″ 一 '

ハマつています。 100掏 シ∃ップのコスメって本当

に大丈夫なのだろうかと思っていたのですがクチコ

ミでも結構評判が良いようなので購入 してみました。

値段通りで使い切れなかった物もありますが、使い

勝手の良い物も有り非常に重宝しています。やはり

値段が安いので色々な種類を試せるのが気に入つて

います。今まで使つたことの

ない色にも挑戦してみたり出

来ます。ちゃんと季節にそつ

て品揃えが変わるので目が離

せません。 (宮林)

グルメ

とんかつ勝亭
新潟の味、タレカツ丼が食

べられるということで、富山

市の「とんかつ勝亭」に行つ

てきました。

こだわりの厚切り□―ス肉の

トンカツを提供しているお店

です。

新潟のタレカツ丼と言えば、

薄切りのヒレ肉を揚げて薄め

の甘辛醤油ダしに<ぐらせた

丼物ですが、このあ店では厚

切り肉に少し濃い目の夕しを

かけてキャベツと半熟の目玉焼きをのせてい

ただきます。新潟グルメとは違う味ですが、

これはこれで絶品です。 (大塚)

〒939-1315

富山県富山市有沢7911

富山トヨベット本社前駅から1687m 80764221077
・定休日/月 曜日

・営業0手間

火～金/11:00～ 1300・ 1■ 00～ 21:00

土・日・祝/1lЮ O～ 21:00 ・ランチ営業・日曜営業

・ご予約は夜のみあります 。駐車場有ります

http:ノ /tonami‐ dl.jpノ
普段あまり知る機会の無いトナミデンタルの取り組みや、社員の仕事の様子など

を見ることが出来ます。ぜひご覧<ださい。

編集
後記

今年1年間広報委員会に携わることで会社の色々な行事や取り組みに関わることになりました。非

常に楽し<あつという間の1年でした。『わつはつ歯』が、当社のことを知って頂き、興味を持っ

ていただけるきっかけになれば幸いです。来年もよろし<お願い致します。 (渡這)
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