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歯科連携③他団体と連携

賃貸（箕面方面） 200万円
賃料200,000円 配管のみ
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売買（豊中市大黒町）
1200万円 年収4000万円
摂津市千里が丘 500万円
チェア２台 １Ｆ 開業11年
滋賀県大津 応相談
チェア ２台
豊中市 4000万円
チェア ３台

売り物件
（東大阪市）
2000万円 東大阪市新石切
マンション１F テナント
（分譲）
チェア３台
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事・橋下氏自身である︒

ただいま売り物件が非常に不足しております。内装付き歯科医院を
探されている先生方から多数問い合わせがございますので、売却予
定がございましたら是非当社にお任せ頂けるよう御願いします

「河内は歴史の要所
だった」と語る上田
秀人氏＝４日、東大
阪市内

「iPS」
と歯科の未来をテーマに
江草宏氏
（東北大学
が記念講演
大学院教授 ）

れば市民に寄り添っ た

東大阪・八尾・
柏原地区総会
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第52回定期総会
政策が可能︱︱と〝 バ
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２０１５年４月２５日 （５、15、25日発行）
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