
振込人名義

振込金額 振込予定日※必ずご記入下さい。

お申込みはホームページから

www.sendai-416-417.jimdo.com
☞スマホでジャンプ！

お問合せ・事務局

㈱東北共立　営業部営業課　担当：小足（コアシ）
〒982-0001　仙台市太白区八本松 2-10-11
TEL 022-246-2591　FAX 022-246-1754

事前申込受付は 3月 20 日まで
（これ以降は当日受付とさせて頂きます）

手話通訳がご必要な方は
事務局までご連絡下さい。☞

参加費用　《 講演会は 2月29日お申込分まで早期割引を延長!! 》

□  講演会　DR, DH, DT／早期割引¥12,000（3月1日以降 ¥20,000）
　　　　　　　 　  学生／早期割引　¥3,000（3月1日以降　¥5,000）
□  懇親会　DR, DT, DH, 学生／ ¥8,000
定員になり次第お申込み受付を締め切らせて頂きます。
お申込みの前に、必ずホームページにて受付状況をご確認下さい。

懇親会　4月16日（土）19:30～22:00
チャリティーオークション同時開催
会場　アークホテル  2F グランドコート
宮城県仙台市青葉区大町 2-2-10
電力ホールから徒歩 15 分

講演会　4月16日（土）9:00～18:10
　　　　4月17日（日）9:00～17:00
会場　電力ホール
宮城県仙台市青葉区一番町 3-7-1　電力ビル７Ｆ
JR 仙台　駅徒歩 15 分
市営地下鉄広瀬通駅・3番出口　徒歩３分

閉会式

湯浅直人　Naoto YUASA
インターナルステインを用いた個性表現

林　直樹　Naoki HAYASHI
A Challenge to Natural Teeth
- 今日までの私の挑戦と背景 -

久保哲郎　Tetsuro KUBO
A biological approach to restoration design

瓜坂達也　Tatsuya URISAKA
様々な選択

高橋　健　Ken TAKAHASHI
Esthetic approach in clinical dentistry
- 審美修復デザインとコミニュケーション -

枝川智之　Tomoyuki EDAKAWA
The Esthetic form by Zirconia Ceramics

重村　宏　Hiroshi SHIGEMURA
新たなる咬合治療の概要と歯科技工士の役割

十河厚志　Atsushi SOGO
Reason to be an aesthetic suprastructure

増田長次郎　Chojiro MASUDA
The Solution of Digital Dentistry   ～ in CAD/CAM
Technology between chair side and lab. side

中込敏夫　Toshio NAKAGOMI
The creation of your presence！！

奥森健史　Kenji OKUMORI
Partial&over-denture with implant

都築優治　Yuji TSUZUKI
Management of Subgingival Contor in 
Consideration of The Pink Esthetics

土屋　覚　Satoshi TSUCHIYA
今日の歯科修復を考える

上林　健　Takeshi KAMIBAYASHI
審美領域におけるアーチインティグリティーの考察

脇田太裕　Daiyu WAKITA
歯牙形態

滝澤　崇　Takashi TAKIZAWA
不正歯列からの審美補綴

Willi Geller
基調講演 : Oral Design
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２日間余すことなく怒涛のリレー講演会開催！
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懇親会
チャリティー・オークション、他

坂　清子　Kiyoko BAN
時代を担う若者へのメッセージ

５支部選出による若手演者達の競演
九州・大阪・名古屋・東京・東北の支部から
代表選出された期待の演者達

遠藤淳吾　Jungo ENDO
歯科技工を通して自分が得た大事な事

関  錦二郎　Kinjiro SEKI
Gingival Characterize
～Anatomical Gingival shedding Technique～

旗手勝浩　Katsuhiro HATATE
BALANCE - 光と影 -

小田中康裕　Yasuhiro ODANAKA
オーバーカントゥアーにすると歯肉はどうなるのか？！

西村好美　Yoshimi NISHIMURA
修復治療における補綴物形態のあり方

山田和伸　Kazunobu YAMADA
This is why..... 理由（ワケ）

佐々木正二　Shoji SASAKI
Life Philosophy of making teeth

相羽直樹　Naoki AIBA
DENTSCAPETM: 
Shade Communication through Photography

阿曽敏正　Toshimasa ASO
仕事も遊びも本気で楽しむ、歯科技工所経営

岩城謙二　Kenji IWAKI
患者満足度のための立会い技工

須藤哲也　Tetsuya SUDO
治療用義歯のクロスマウントで行う総義歯技工

佐藤幸司　Koji SATO
無歯顎から歯冠修復にも役に立つ咬合平面と
咬合のガイドライン

吉田明彦　Akihiko YOSHIDA
明度を基準とした前歯部の色調再現

青嶋　仁　Hitoshi AOSHIMA
基調講演 : Fusion with nature

桑田正博　Masahiro KUWATA
基調講演 :世界に見る、歯科の動向

開会式
“まなべる基金” について
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2012 年 9 月チャリティー講演会東京会場オークションの様子 ........ 歓喜の落札者。
オークション出品例／小田中氏 Br. サンプル、吉田氏ボストンのラボにてプライベート研修。

国内外著名講師が一同に大集合！この数少ない機会に是非ご参加ください！
恒例となっているチャリティー・オークションでは今回のために製作された
セラミック、義歯などのサンプルや普通には手に入らない貴重な出品物が用
意される予定。また学生や若手にも参加しやすい限定品オークションも！？

懇親会

九州代表・大阪代表・名古屋代表・東京代表・東北代表
それぞれが各20分で症例発表とディスカッションを行います。
（写真は東京支部選考会の様子）

全国５支部から選出された若手による
　　　　　　　　　ケースディスカッション！

まなべる基金ＨＰ
http://minnade-ganbaro.jp/manaberukikin/

東日本大震災で被災し、東北地方に

在住の高校等に在籍している生徒達

に在学中の３年間（もしくは４年間）

を奨学金で支援する団体です。

この奨学金は返還する必要がありま

せん。

まなべる基金について

本講演会の収益は
全額「まなべる基金」へ
　寄附いたします。

国内外演者 34名、想いをひとつに仙台に集結。

東日本復興支援チャリティー講演会《仙台大会》
実行委員長：山本  眞
副 委 員 長：片岡繁夫
大 会 長：志田和浩
東北支部長：袴田勝彦



Tokyo / 17 SEP. 2012

Osaka / 08 JUL. 2012

Nagoya / 25 MAR. 2012

Fukuoka / 22 JAN. 2012

16-17 APR. 2016
仙台大会仙台大会仙台大会
東日本大震災復興支援
チャリティー講演会

【主催】東日本大震災復興支援チャリティー講演会実行委員会

Willi Geller Hands on course 2016 SENDAI

ヴィリー・ゲラー実習会
2016 仙台

【　会　場　】TKP ガーデンシティ仙台勾当台ホール１（宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1）
【　内　容　】《歯科技工士ポーセレン実習》 Creation 陶材を用いたデモと実習の 2日間コース。
　　　 　　　実習会場には、ユニットを用意し、歯科医師立ち会いの下、患者試適まで行います。
　　　 　　　《歯科医師；Geller 氏作製のベニアセット見学》対象；実習生及び実習生のパートナーである歯科医師。
【　定　員　】実習生 50 名　歯科医師見学 20 名（実習生と仕事をしている歯科医師を優先）
【　受講料　】実習生　80,000 円（フレーム代別途）　歯科医師見学　10,000 円
【スタッフ】oral design ／小田中康裕、滝澤崇、内海賢二、久保哲郎、井上晋一、山田雅人　患者担当歯科医師／折居雄介
【申込方法】ウェブサイトの申込フォームまたは、申込用紙に必要事項をご記入の上お申込下さい。
　　　　　  受講料のお振り込みをもちまして正式受付とさせて頂きます。

Willi Geller実習会事務局　㈲ファクト　Tel/Fax 03-6322-7459　   e-mail   wg2016sendai@gmail.com

コースの詳細・お申込はウェブサイトから　http://wg2016.jimdo.com

□  歯科技工士
□  歯科医師

14 日（木）実習会終了後懇親会を予定しています
 　　　　　　　　　　　　会費 5,000 円（予定）

アルファベット

●
2016年

4/14
15

（木）

（金）
9:00
～ 19:30

8:00
～ 17:00

【主催】東日本大震災復興支援チャリティー講演会実行委員会
●お申し込みお問い

合わせ

●実習会申込用
紙
氏名　　　                                　　　　　　　　　  フリガナ

勤務先名                                                                                       

勤務先住所                                                                                     

勤務先 TEL　　　　                               FAX                                            

e-mail                                                     　　　　　　　　　　　　　　　懇親会　　□ 参加　 □ 不参加　


