







保険医会館で開いた。
セメントと印象の練和
実習にポイントをおいた
講習会で、 人の参加者
が６グループに分かれて













実習についた。
岩崎氏は、各種セメン
トの利点と欠点について
説明した。スパチュラの
使用についても、用途に
応じてステンレス製とプ
ラスチック製を使い分け
る点などに触れた。 ま
た、 印象材の練和時に
は、ラバーボールの底を
横に持つ角度に気をつけ
ることにより、練和がス
ムーズにできるコツを披
露した。
参加者からは、「普段
は材料の関係などであま
り練習ができないが、た
くさんできたので良かっ
た」「セメントを練るの
に自信がつきました」と
好評だった。

セメント・印象材練和実習開く

練和のコツを習得



協会の歯科臨床・学術
学会部は、岩崎早百合氏
を講師に「アシスタント
のためのセメント・印象
材練和実習」を 月 日、











「大阪のド根性」とい
う流行語がありますが、
あれは本来の大阪ことば
ではありません。『ド』
は悪い意味を強調すると
いう大阪ことばの慣習を
知らない作家が、小説の
ためにこしらえた造語で
す。
大阪では、なにわっ子
のバイタリティーや大阪
商人の粘り強さをいいた
い場合「大阪のどしょぽ
ね」を使います。漢字で
は 「土性骨」 と書きま
す。
作家の勘違いと笑って
済ませたいのですが、こ
の「ド根性」ということ
ばのドぎついニュアンス
が、他の地方の人たちか
ら見る大阪のイメージを
大きく歪めてしまい、
笑ってばかりはいられな
い文化状況を生み出して
しまったのは残念です。
（つづく）








「あほ」は相手を貶し
てはいますが、何となく
柔らかい表現で 「ドあ
ほ」となるとかなりキツ
イ表現となり相手を傷つ
けます。
「ドけち」「ド助平」
「ド根性悪」「ド甲斐性な
し」、喧嘩相手の頭にま
で 『ド』 を付け 「ドた
ま」（「あ」は省略）や、
夫婦喧嘩の時に出てくる
「ドたふく」（お多福に
『ド』と付け「お」を省
略）まであります。
『ド』は漢字では『奴』
と書き、『ド』は悪い意
味を強調したい時に使う
「ののしりことば」「喧嘩
ことば」です。良いこと
（意味）を強調するのに
は『ド』は決して使いま
せん。



「ド根性」と「ド性骨
（どしょっぽね）」











普通救命講習会

心肺蘇生法とＡＥＤ（自動対外式除細動器）
の使用法について



友成 光吉
（イベントプロデューサー）

野崎参り 舟上と
陸とで口喧嘩



日時
年２月 日（土）午後４時～７時（３時間）
会場 保険医会館
人＊要事前予約（締切２月９日）
定員
講師 浪速消防署より
会費 会員・スタッフ無料（講習修了者に修了証を
交付）

歯科衛生士対象教養セミナー

（仮題）
「摂食嚥下障害の訓練と口腔ケア」
日時
年２月 日（日）午前 時～午後１時
人
会場 保険医会館
定員
講師 田上恵美子氏（刀根山病院勤務、言語聴覚士）
会費 ３千円（会員院所勤務の歯科衛生士に限る）

確定申告対策講習会

「税理士任せにしない確定申告のポイント―
税制の改定点と医業税制の特殊性」

日時
講師
会費

年２月 日（土）午後３時～５時
西村博史税理士（協会顧問税理士団）
会員無料、未入会者１万円

「女性医師・歯科医師の集い」女性会員対象




２月度生涯研修





上方落語に 「野崎参
り」という噺があり、舟
に乗って参詣する人と陸
路を歩いてお参りする人
が口喧嘩をするシーン
を、噺家が面白可笑しく
演じます。江戸の人のよ
うにすぐ手が出るのでは
なく、口喧嘩も大阪の風
習の一つで、 そのせい
か、喧嘩ことばも大層豊
富にあります。
その代表的なのが、悪
い意味を強調する接頭語
『ド』。
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日時
年２月 日（土）午後３時 分～
会場 天王寺東映ホテル（天王寺区悲田院８ １
６７７５ ２１２１）
会費 会員無料（新年会参加者は６千円）
・１部「各科から学ぶアレルギー性疾患」午後３時
分～５時
話題提供者 耳鼻科・榊徳子氏、眼科・岡山
かほる氏 歯科・玉川尚美氏
・２部「ちょっと遅めの新年会」午後５時～６時
分
※保育室あり（希望者は２月 日までに申し込み）
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ガラシャはキリシタン名
である。関ヶ原の戦い直
前に石田三成の人質とな
るのを拒絶し、屋敷に火
を放って、家臣に胸を貫
かせ死んだ（カトリック
では自殺は大罪となるた
め）




「ミニマルインターべンションに基づく修復
治療の最先端」







いえる建築作品である。
大聖堂の正面入口に
は、敬虔（けいけん）な
キリシタン信者であった
武将・高山右近（高槻城

なっており、台所にあっ
たと伝えられている井戸
が「越中井」として残さ
れており、大阪府の史跡
に指定されている。
「越中井」には、細川
ガラシャの辞世の句「ち
りぬべき 時知りてこそ




現在の大聖堂は鉄筋コ
ンクリート造りとなって
おり、中に入ると正面に
は「栄光の聖マリア」の
大壁画がある。左右にも
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ＮＨＫの大河ドラマ
「功名が辻」の影響で、
大阪城を訪れた人も多
い。大阪城の南に位置す

聖マリア大聖堂

世の中の 花も花なれ
人も人なれ」の句碑が
立っている。
細川ガラシャは明智
光秀の三女で本名「玉」、

聖堂内に大壁画とステンドグラスの心休まる世界
主）と細川ガラシャの石
像が在る（カトリック信
徒の彫刻家・阿部正義氏
作）。 大聖堂の西北は、
細川越中守の屋敷跡と
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※協会行事などを本紙で報道するため、講習会などの写真で
個人が特定されることがありますが、趣旨をご理解の上、
ご了承ください。また、講習会でのビデオ撮影や録音はお
断りします。
※Ｍ＆Ｄホールとは、医科・歯科両協会が協同組合会館５Ｆ
に共同で建てたホールの愛称です。

未入会者とは、協会に加入することができる歯科医師です

日時
年２月 日（日）午前 時～午後１時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
講師 南昌宏氏（北区開業） 定員 １００人
会費 会員３千円、未入会者１万円
※生涯研修カードをご持参ください
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0665687731
0665680564

電
話
ファクス

お申し込みは

協会行事案内

講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。
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聖堂正面に細川ガラシャと高山右近の像

壁画があり、左には「最
後の日のガラシャ婦人」
が飾られている。そのほ
か、大小１００の窓はス
テンドグラスになってお
り、パイプ数２４００本
のパイプオルガンも置か
れている。
毎年クリス
マスには「主
の降誕」のミ
サ、 月
日、１月１日
にもミサが行
われる。
辺りには古代の難波宮
跡を始め貴重な史跡が存
在し、様々な文化・歴史
を学べる 「歴史の散歩
道」となっており、訪ね
歩くのもよいものであ
る。（新聞部・近藤正）

3
1

なに
わ
ことば
ドは悪いことを
強調する接頭語

歯科臨床・
学術学会部
1
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る「大阪カテドラル聖マ に創立され、 大阪カト
リア大聖堂」
（GrandCat
h リック教会の中心である
edral
of
Vi
rgi
nMaryof
- カトリック大阪司教座聖
堂となっている。白色を
Osaka）は、１８９４年
基調とした清廉かつエレ
ガントな外観
である。
創立時は、
初代主任司祭
マリー神父
で、「聖アグ
ネス聖堂」
（玉造協会）
として建てら
れたが、１９４５年の大
阪大空襲で焼失した。現
在の大聖堂は、その後仮
聖堂を経てフランシスコ
・ザビエル来日４００年
記念の１９６３年３月に
落成した。近代建築家、
長谷部鋭吉氏の遺作とも
右に細川ガラシャ、左に高山右近の像

セメントを練和する受講者＝1
2月1
0日、
保険医会館
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