兵器を許すことはできな

をないがしろにする残虐

い︒国連へ核兵器廃絶を

社員や学生らが署名に協

マイクを握った中村理
願う市民の声を届けよ

力した︒

衆 院 議 員︵ 共 産 ︶︑ 北 山
事は﹁核兵器は非人道的

集会には︑清水ただし

ピールした︒

良三大阪市議︵同︶が参

歯科医院譲渡

ＪＲ摂津富田駅前北側

担当の中村新太郎理事は

９日︑協会の非核・平和

ール署名﹂を広げようと

ごとに再検討会議が開かれて見直され︑次回は２０

インド︑ パキスタン︑ イスラエル︶︒ ＮＰ Ｔは５年

国際条約︒世界の１９０カ国が締結︵非締結国は︑

月末閉院予定

︻その他︼加齢により６

︻金額︼無料

００

℡０７２︲６９３︲６４

︻連絡先︼赤尾歯科医院

１５年４月

部で開催される︒再検討会議にあわせて︑核兵器廃

︲７５６５

日〜５月 日︑ニューヨークの国連本

南 海 金 剛 駅︵ 河 内 長 野
市︶で地域の市民団体な

絶を求める署名の活動が行われており︑協会は１万

宣伝する中村理事
＝９日︑南海金剛駅

のキャラクターが想像し

か︑財界人についてはそ

２月 日付３面物
件案内の記事につ

る多才さと幕末からの数

の悪化を阻止せねばなら

る︒

ない﹂ という記述もあ
である︒

奇な運命から資料も多彩

正します︒

６０６５︲３２４４に訂

水 ・ 金︶︑ 携帯０９０︲

７９７︲２３１６︵月・

いて︑連絡先を℡ ︲６

訂正

者間でお願いします︒

条件などの交渉は当事

⒜０７２︲６９２

筆署名を目標に会員に協力を呼びかけている︒

粉雪が舞う厳しい冷え

どと街頭宣伝で訴えた︒

た正面玄関に立派な銅像

にくい︒

込みの中︑帰宅途中の会

﹁核兵器全面禁止のアピ

が三つ︑入り口側から初

て復活した︒会頭以下︑

は︑大阪の有名上場企業

戦後のそのメンバー

大阪市西部・南部地区総会・記念講演

歯内療法成功の鍵 ・ パート６︱長引く痛みと
治らない根尖病変に対する傾向と対策︱

日時 ３月１日︵日︶午前 時 分〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 木ノ本喜史氏︵大阪大学歯学部臨床教授・吹
田市開業︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

北大阪地区総会・記念講演

３月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
今井守夫氏︵千葉県東金市開業︶
会員３千円︑未入会者１万円

日時 ３月 日︵日︶午前８時〜午後１時
人︵先着︶
集合時間 午前８時現地集合
定員
場所 兵 庫 県 三 田 市 小 柿 渓 谷︵ 大 阪 か ら 車 で 約
分︶
会費 会員︑家族・スタッフ一人４千円︵貸竿︑エ
サ付き︶
※詳細は︑お申込み後にお知らせします

ほのぼのあまご釣り大会

北大阪地区

日時
会場
講師
会費

保険診療でも作製できるりんご丸かじりを可
能にする総義歯︱今井式すっぽんデンチャー

３月度生涯研修

日時 ３月７日︵土︶午後６時 分〜９時
会場 千里ライフサイエンスセンタービル６階６０
２号室︵
﹁千里中央﹂駅北出口からすぐ︶
講師 石橋美樹氏︵吹田徳洲会病院歯科口腔外科部
長︶
会費 会員無料︑未入会者１万円
定員
人

周術期口腔機能管理に役立つがんの知識︱患者
さんに寄り添ったベストサポーティブケアへ

30

大阪市の解体やめろ
市議会開会日に宣伝行動
いらない﹂と声を上げな
※ＮＰＴ再検討会議

１︲３第一高交ビル２Ｆ

︻所在地︼高槻市大畑町

否決されたものをヤミ取
がら市役所を包囲するよ

う﹂と訴えた︒

大阪府民連絡会と大阪市
引で中身を変えずに出す

な兵器︒医療人として命

大阪市を解体し︑生活
対策連絡会が主催した︒

加︒ 集 会 後︑
﹁都構想は

予算を切り縮める﹁大阪

︵ ３ 台 ま で 可 ︶︑ パ ノ ラ

︻設備等︼ チェア２台

是 非 で︑ 可 決 さ れ て も

日からスタートした核兵器の開発︑製造︑保有を規

核不拡散条約︵ＮＰＴ︶とは︑１９６８年７月１

﹁都﹂は生まれない︒特

挙﹂とリレートークでア

うにパレードした︒

伝と集会が開かれ２００

別区になれば︑財源の多

マデンタル︑ 坪

のは民主主義にそむく暴

れるのは︑大阪市をなく

人が参加した︒市民団体

今年４月にニューヨー
クの国連本部で開かれる

制し︑核兵器保有国の増加を防ぐことを目的とした

５月の住民投票で問わ

ようと︑市議会開会日の
し特別区をつくることの

都﹂構想をストップさせ

日︑市役所前で街頭宣

や労働組合などでつくる
くが大阪府に吸
い上げられる︒
淀屋橋を行き
交う市民らに
﹁橋下氏は︑
区はバラ色にな
ると言ったが︑
市長になると市
民サービスをバ
ッサリ切った﹂

名はまだ忘れ去っていな

代会頭五代友厚︑七代土

再 検 討 会 議 ﹂ に 向 け︑

いが︑同じく引きずり潰

年商工会議所は国家
権力により解散させられ

稲畑は人名事典などに
あまり載ることがなく筆

た︒

年︑社団法人とし
者の知り及ぶ事例も多く
ないが︑日本が繁栄から

副会頭４人︑常議員４人

った︒軍事統制が強まる

の会長社長が名を連ねて

50

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは

10

10

出血と止血

北河内地区総会・記念講演

３月 日︵土︶午後６時 分〜
ＯＭＭビル２Ｆ会議室
定員 １００人
佐々木昇氏︵尼崎中央病院口腔外科部長︶
会員無料︑未入会者１万円

口腔外科シリーズ

日時
会場
講師
会費

堺・高石・和泉地区総会・記念講演

顎関節症治療の実際︵仮題︶

日時 ３月 日︵土︶午後６時 分〜
会場 サンスクエア堺︵ＪＲ阪和線﹁堺市﹂駅下車
徒歩３分︶
定員 １００人
講師 濱田傑氏︵近畿大学医学部附属病院歯科口腔
外科教授︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

未入会者とは︑会員院所に勤める勤務医未入会者です
※協会行事などを本紙等で報道・紹介するため︑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︒

70

﹁二重行政の解

い︒次は誰だろう︒松尾

されたフセインの名は忘

な印象から少し触れた

ッチング２３６﹂で私的

五代については﹁ウォ
の順で並んでいる︒

居道夫︑十代稲畑勝太郎

松屋町筋

私事ながら︑私の一族

軍事国家に急激に変貌し

で執行部を形成して活動

激動の時代に毅然として

いる︒その人達の名は記

していた︒

立ち向かった稲畑の風貌

年まで会頭の職にあ

つつあった１９２２年か

が銅像から察せられる︒

録に残っているが︑銅像

ら

稲畑は在職中に独立自営

にはなりそうにない︒
︵新聞部・篠部正夫︶

の中小企業を重視して︑
統制を強める国家に抵抗
し た よ う だ︒﹁ 国 際 関 係

20

消どころか︑市 ﹁核不拡散条約︵ＮＰＴ︶
民生活を圧迫す

芭蕉ではなかろうかとは

るだけ﹂
﹁一度

日本で一番多い銅像に

私の意見︒

﹁都﹂構想反対を宣伝す る 参 加 者
＝ 日︑大阪市役所前

なっている人物は誰だろ

のモデルにされて誰の目

福沢諭吉の銅像は紙幣

戦前生まれの人は二宮
にも触れる︒レーニンの

ある︒

尊徳を挙げた︒異存はな

土居︵改名前は宇和島

が︑功績を喧伝する資料

藩士︑大塚彦六︶は剣術

は財界とほとんど縁がな

軍事統制に抵抗した財界人
却の彼方に消え去りそう

てくるかと思って資料を

文献は多い︒

漁ってもそれらしき名前

い︒一人くらい名前が出
協同組合まつり会場の

から数学から俳諧にいた

である︒

南隣のビルは大阪商工会

に遭遇しない︒そのせい

※ステージ下手側の「大阪府歯科
保険医協会」の青いのぼりを目
印にお集まりください

13

うかと言いあったことが

13

23
15

15

15

06

国連へ署名を届けよう
議所で︑松屋町筋に面し

【日時】３月８日
（日）
13：10〜
【会場】扇町公園

45

30

30

43

46

21

28

22

東日本大震災から４年を３日後
に控えた３月８日（日）、原発再
稼働ノーを訴える集会が開かれま
す。ぜひ、ご参加ください。

34

さよなら原発

核廃絶訴え街宣
中村理事

27

関西アクション
269

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。

24

中小企業を重視した稲畑。現代の
大企業の下請けいじめをどう思う
のだろう

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１５年２月２５日

