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平成２３年度 歯の衛生週間行事報告 （群歯掲載） 

 

富岡甘楽歯科医師会は、富岡保健事務所、富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町、市町村教育委員会、群馬県歯科

衛生士会などの協力を得て、下記の通り歯の衛生週間の行事を実施いたしました。 

歯の衛生週間行事期間中、東日本大震災支援基金（日本財団主催）の募金箱を設置し支援金を集め、お送りいた

しました。 

歯の健康フェア 2011 

 

■日時 平成 23 年 6 月 5 日（日） 

    午前 10 時～午後 2 時 30 分まで受付 

■場所 富岡甘楽口腔保健センター 

富岡甘楽歯科医師会は、昭和 61 年（1986 年）から「歯の健康フェア」を開催し今回で、第 26 回を迎えました。

今年度来場者数は 345 名（名簿記載者数）でした。 

主催 富岡甘楽歯科医師会 

共催 富岡保健福祉事務所 富岡市 下仁田町 南牧村 甘楽町 

協力 群馬県歯科衛生士会西毛支部 

後援 富岡市教育委員会 下仁田町教育委員会 南牧村教育委員会 甘楽町教育委員会 

実施内容 

◎受付 

6/1 に行政機関を通じ全戸配布したフロリデーション啓発リーフレット、対象者の年齢に合わせた歯ブラシ等

を配布しています。 

◎歯の健康相談 歯の健康診断 会員が担当 

歯科検診、歯科相談（口の悩み、歯の悩み、入れ歯の悩み、粘膜疾患の相談など）を実施しています。 

◎風船コーナー 

 昨年度より開始しました在宅歯科医療連携室広報用及びフロリデーション啓発用のデザインを当会オリジナ

ルで作成、風船の両面に印刷し配布いたしました。 

◎ブラッシング指導 歯科衛生士が担当 

 受付で年齢を考慮して歯ブラシを配布しています。それを利用してブラッシング指導を実施しています。 

◎マイクロスコープコーナー 

 来場者に自分の口腔細菌を観察していただきました。 

◎フッ素塗布 歯科衛生士が担当 

 最近は子供だけではなく大人にも希望者が増えています。今年度は 203 名に実施しました。 

◎むし歯予防図画・ポスター・標語の展示 

 図画・ポスターと啓発標語を審査結果と共に展示しました。 

◎市町村コーナー（市町村担当） 

フロリデーション水（フロリデーションモデル装置 0.75ppmF に調整）試飲、パネル展示、ゲームなどを実

施しました。 



◎フッ化物洗口体験コーナー 

 ミラノールを使用して、98 名にフッ化物洗口を体験していただきました。 

◎健康相談（富岡保健福祉事務所担当） 

 健康相談の他、AIDS、禁煙のリーフレットなどを配布しました。 

◎8020 賞 

会場で検診し、8020 運動の目標を達成している方に賞状と記念品を進呈しています。 

過去に受賞経験のある方は対象外です。今年度は下記の 11 名を表彰いたしました。 

 

歯の健康フェア 2011 8020 賞受賞 (敬称略) 

氏名 住所 年齢 残存歯数  

田嶋 雪江 富岡市 80 26 

田嶋 半三郎 富岡市 81 28 

大工原 善司 富岡市 84 23 

清水 秀子 下仁田町 81 25 

田村 ヨ子 甘楽町 86 26 

井田 久男 富岡市 81 24 

山田 ふく 富岡市 82 26 

神戸 知重 富岡市 81 28 

池田 泰夫 南牧村 80 23 

上原 穎子 甘楽町 80 26 

宮 政男 富岡市 80 29 

 

歯の健康フェア 2011 来場者内訳 

 

母と子のよい歯のコンクール 

■日時 平成 23 年 6 月 9 日（木） 

        午前 9 時 30 分～11 時まで 

■場所 富岡甘楽口腔保健センター 

 平成 22 年度 3 歳児検診受診者 491 名から、合計 8 組（富岡市 4 組、下仁田町 1 組、甘楽町 3 組）の母子が

参加しました。最優秀賞は、富岡市の小野恵子さん陽翔くん親子に決定しました。その他の参加者 7 組は、優

秀賞として表彰いたしました。 

 

歯科保健図画・ポスター・啓発標語コンクールの審査 

■日時 平成 23 年 6 月 1 日（水） 

    午後 3 時 30 分から 

■場所 富岡甘楽口腔保健センター 

 来場者     男女別             市町村別      来初回数 

合計 

345 名 未記入 男 女 富岡 下仁田 南牧 甘楽 その他 未記入 初回 毎年 時々 未記入 

146 組 0 128 217 255 7 1 30 44 8 101 139 70 35 



富岡市教育委員会の協力のもと美術担当の教諭 2 名を審査委員として派遣して頂き、図画・ポスターの審査

を実施しました。また同時に歯科医師会役員による啓発標語の審査を行いました。 

図画・ポスターと啓発標語は、審査結果と共に 5日に開催された歯の健康フェア 2011の会場に展示しました。 

図画の部  (敬称略) 

 最優秀 田村 心    富岡市立丹生小学校 

 優秀  小間 千咲生  富岡市立吉田小学校 

 優秀  磯貝 和奏   富岡市立富岡学校 

 特別  加藤 堅斗   甘楽町立秋畑小学校 

ポスターの部 小学生 

 最優秀 岡野 光莉  富岡市立吉田小学校 

 優秀  鈴木 大翔  富岡市立西小学校 

 優秀  中條 愛和  富岡市立富岡小学校 

 特別賞 長岡 桃加  下仁田町立下仁田小学校 

ポスターの部 中学生 

 最優秀 山田 菜美  富岡市立妙義中学校 

 優秀  安藤 恵   富岡市立東中学校 

 優秀  矢野 瑛美子 富岡市立富岡中学校 

 特別賞 相川 絢香  甘楽町立第一中学校 

啓発標語の部 

 最優秀 小島 汐織  甘楽町立新屋小学校 

 最優秀 横尾 彩人  富岡市立西中学校 

 特別賞 三田 芽依  富岡市立額部小学校 

応募数・図画 323点 ・ポスター（小学生）342点、（中学生）61点 ・啓発標語 2478点 

最優秀賞は群馬県審査会に出品 

標語 最優秀賞 

『 丈夫な歯 未来の自分に 届けよう 』 

『 歯磨きは 体を守る 第一歩 』 

標語 特別賞 

『 よくかんで たべるたのしみ ゆめいっぱい  』 

 

よい歯のコンクールの審査 

■日時 平成 23 年 6 月 9 日（木） 

    午後 1 時 30 分から 

■場所 富岡甘楽口腔保健センター 

各学校の代表者（学校の規模に関係なく各校 2 名以内）として小学生 35 名 中学生 18 名が参加しました。

審査の結果、最優秀賞は下記の通り決定しました。その他の出場者は優秀賞として表彰しました。 

 小学生の部   （敬称略) 

  最優秀 長谷川 歩美 甘楽町小幡小学校 

 中学生の部 

  最優秀 山田 鈴佳  富岡市立南中学校 

 



よい歯のコンクール及び歯科保健図画・ポスター・啓発標語コンクールの表彰式 

■日時 平成 23 年 6 月 9 日（木） 

    午後 3 時から 4 時 

■場所 富岡甘楽口腔保健センター 

よい歯のコンクールの審査終了後に、富岡保健福祉事務所長、各教育委員会の担当者を御来賓としてお迎え

し、よい歯のコンクール、歯科保健図画・ポスターコンクール、歯科保健啓発標語コンクールの表彰式を開

催しました。 

      （文責 富岡甘楽歯科医師会 公衆衛生委員会 齊藤修一） 

 

 

歯の健康フェア 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

  口腔保健センター入口             ８０２０賞表彰(夫婦で 8020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歯科健診及び相談・口腔粘膜相談も実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯の健康フェア 2011  オリジナルデザイン(３種)の風船配布 



 

 

 

 

 

 

 

フッ化物洗口体験(群馬県歯科衛生士会協力)     フッ化物塗布(群馬県歯科衛生士会協力) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災地支援金箱設置            下仁田町モデル装置によるフロリデーション水試飲 

母と子のよい歯のコンクール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞親子・歯科医師会役員 

よい歯のコンクール 歯科保健図画ポスター啓発標語コンクール 表彰式 

 

・受賞児童生徒 

・栗原富岡保健 

福祉事務所長 

・峯岸会長 

 

 

表彰式 

歯の健康フェア 2011 

歯科相談及び歯科健診 


