協会の小澤理事長が 日︑安保法案が衆院安保法制特別委員会で
強行採決されたのを受けて発表した談話︵全文︶は次の通り︒

15

だ進んでいるとは言えな
て︑世界から最も高く評

戦後の日本が歩んでき

うか︒日本の立法府を完

これほどまで急ぐのだろ

立を︑自民党はどうして

な安全保障関連法案の成

を抱いている︑そのよう

今国会での成立に不安感

はいかない﹂と側近議員

場の設計を変更する訳に

ことだけで︑新国立競技

と 発 言 し た の で︑﹁ 金 の

でお待ちしております﹂

理 が︑
﹁このスタジアム

ク委員会総会で︑安倍総

を超えている︒

い ﹂︵ 石 破 地 方 創 生 担 当
価されている︑平和主義
全 に 無 視 し︑ 安 倍 総 理

談話室

相︶との意見が出されて
・専守防衛の理念を根底

は世論調査のとおり︑ま

閣内でも﹁国民の理解

おり︑とても国民への十
から覆し︑大多数の憲法

を行使するなど︑憲法や

許せない︒

で強行することは断じて

﹁違憲﹂法案を︑数の力

これほど問題を抱えた

べし﹂と宣言し︑さらに

が﹁違憲法案を廃案にす

と明確に指摘し︑日弁連

﹁違憲の可能性がある﹂

康より︑安倍総理のメン

進む中で︑国民の命と健

５千億円削減する計画が

費の増加分を毎年３千〜

ツの方が大事なのでしょ

が語っている︒社会保障

分な説明や理解が深まっ

法律上の歯止めがなく︑

う︒
昨 年 末 ︑﹁ 政 府 が 国 民
と約束した消費税増税を

法 化 で あ り︑﹁ 存 立 危 機

集団的自衛権の行使の立

法案は︑憲法が禁じた

法﹂などで構成される︒

なる﹁平和安全法制整備

でも法案に反対は過半数

聞︑日本経済新聞など︶

調査︵共同通信︑毎日新

次いだ︒また︑どの世論

ら﹁違憲﹂との指摘が相

中央公聴会でも公述人か

理事長

大阪府歯科保険医協会

深が浅く︑大型船舶が入

ら英国独自の改革を行っ

ローマカトリック教会か

延期することの是非を問

事態﹂という曖昧・抽象
以上︑十分に説明がされ

は大阪の行政の中心でも

港出来なかったためだ︒

て成立した英国国教会の

小澤 力

競売された川口 区画で

はより一層堅固になる︒

が︑米議会で﹁日米同盟

し︑国民の信任を得たと

使 っ て︑ 総 選 挙 を 強 行

出し︑血税６００億円を

えないような争点を持ち

この夏までに成就させ

錯覚している安倍総理︒
国民の目はそれほど節穴

る﹂と宣言してしまった
からなのか︒

会の中道を歩む﹁橋渡し

教会とプロテスタント教

ではない︒

ン・ゴシック様式の美し

の教会﹂とも言われるそ

一方︑国際オリンピッ

ッションスクール

い伽藍で知られ︑鮮やか

うだ︒東京の聖路加国際

経税部

﹁マイナンバー﹂でどうなる？〜制度の概要と
事業主に求められる実務〜

日時 ８月１日︵土︶午後６時〜８時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 佐飛淳一氏︵協会医業税理士団税理士︶
会費 会員・家族無料︑未入会者１万円

歯科臨床・学術部

一歩踏み込んだ接遇〜患者さんの心和ます医
院づくり

日時 ８月２日︵日︶午前９時 分〜 時 分
会場 Ｍ ＆Ｄホール
定員 １００人
講師 西岡ひとみ氏︵ＪＡＬキャビンアテンダント︶
会費 会員・スタッフ３千円

経税部

税務調査研究会

８月 日︵土︶午後３時〜５時
保険医会館２階
定員
人
疋田英司氏︵協会医業税理士団税理士︶
会員・家族無料 未入会者１万円

日時 ８月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 横田誠氏︵九州歯科大学名誉教授︑ＹＤＡ主
宰横田塾塾長︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

ペリオドンティスト必見︱誰も言わなかっ た
７番問題と咬合性外傷の真実︱

８月度生涯研修

日時
会場
講師
会費

30

安保関連法案の強行採決に
抗議し︑
廃案・撤回を求める
でもどこでも米軍等が行

立憲主義という民主主義

学 者 が︑﹁ 違 憲 ﹂ ま た は

う武力行使を支援する海

関連法案の強行採決に強

的な定義で︑時の政権︑
ていないという声は８割

あった︒また︑大阪発の洋

１９２０年竣工の川口

流れをくみ︑カトリック

や病院などが建て

きわ目を引く︒教

なステンドグラスがひと

30

30

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは

たとはいえない︒

外派兵法﹁国際平和支援

く抗議し︑法案の速やか

大多数の国民が︑政府・

の大原則を蹂躙するもの

衆議院での参考人質疑

私たちは︑いのちを守

法﹂と︑政府が﹁存立危

に続き︑ 日に行われた

与党の説明は不十分で︑

である︒

軍等の支援のため武器使

る歯科医師として︑安保

機事態﹂と判断すれば米

用︵武力行使︶が可能と

政治家が判断すれば武力

︵１８５８年︶ によっ

は︑街路樹が植えられ︑

食店︑中華料理店︑カフェ

基督教会はヴィクトリア

う﹂という詭弁としか思

欠かすことができない︒

て︑大坂は︑函館・新潟

街灯︑洋館が立ち並らぶ

をはじめ︑いくつものミ

な撤回・廃案を求める︒

幕末に幕府がアメリカ

・東京・横浜・神戸・長

西洋の街へと発展する︒

以上

・イギリス・フランス・

崎とならんで開港がすす

２０１５年７月 日

ロシア・オランダとの間

川口基督教会

られ︑文明開化・

病院や立教大学︑大阪で

界中の信者の援助を得て

しの危機もあったが︑世

な被害を受けた︒取り壊

災では︑塔が倒れ︑大き

年の阪神・淡路大震

る︒

会はこの地域に現

の建造物と言える︒日本

は桃山学院︑聖バルナバ

近代化を象徴する地域と

聖公会の主教座聖堂であ

存し︑当時の街の

なった︒川口が貿易港と

り︑大阪の信者のよりど

ゴシック様式の大伽藍
１８９９年に居留地制

して現代に続く発展をで

ころとなっている︒

病院などもその系列であ

度は廃止されたが︑木津

きなかったのは︑安治川

面影を伝える唯一

川対岸の江之子島地域に

河口から約６㌔㍍上流に

世紀の

は洋風建築の大阪府庁や

聖公会とは︑

大阪市役所が建設される

宗教改革の影響を受け︑

22

日時 ８月 日︵日︶午後 時半〜午後３時半
会場 Ｍ ＆Ｄホール
︻午前の部︼
︵午前 時半〜正午︶
﹁歯科技工問題を考える﹂
講師 政策部講師団
︻午後の部︼
︵午後１時〜３時半︶
﹁平和国家﹂日本の再検討
講師 古関彰一氏︵獨協大学名誉教授︶
会費 無料
定員 １００人
※午前・午後通しで参加の会員には弁当を無料で準
備します

﹁平和国家﹂日本の再検討〜戦争する国づく
りと安全保障の行方〜

サマーセミナー２０１５

23

安 倍 政 権 は︑ ７ 月
日︑ 衆 議 院 特 別 委 員 会
で︑圧倒的多数の反対世
論を無視し︑平和安全法
制整備法案及び国際平和
支援法案の採決を強行し
た︒
法案は︑自衛隊がいつ

中之島の対岸︑安治川
と木津川に挟まれた西区
川口エリアはかつて川口

教会は煉瓦造りでシンプルな設計だ

められ︑１８６８年︑東

平野

位置する河川港のため水

10

北大阪地区会員交流会

日時 ９月５日︵土︶午後７時〜９時
会場 千里ライフサイエンスセンタービル６階 千
里ルームＢ︵
﹁千里中央﹂駅北出口からすぐ︶
講師 平山富興氏︵門真市開業︑ＪＩＡＤＳ講師︑
大阪歯科大学非常勤講師︶
会費 会員︑スタッフ無料
定員
人

歯周病患者に対する包括的歯科治療とインプ
ラント周囲炎への取り組み

10

15
26

など大正時代末まで一帯

年に礼拝堂が復元され
た︒
︵新聞部・辻本勝︶

10

総理、国民の目は
節穴ではない

15

に結んだ安政五カ国条約

地下鉄阿波座駅

居留地として栄え︑近代
大阪の発展を語る上では

京・神戸・新潟とともに
開港・開市︵＝外国人に

安治川

11

９月 日︵土︶午後５時〜７時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
社保研究部講師団
会員無料︵スタッフ不可︶

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︒

日時
場所
講師
会費

新規開業医講習会﹁新規個別指導対策編﹂

80

商取引を認めること︶さ

日生病院
木津川

95

れる︒

川口基督教会

30

19

権栄（堺市）

98

16

274

川口地域は外国人居留

中央卸売
市場

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。

13

地と定められ︑諸外国へ

中之島
堀川
土佐

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７月２５日

