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高校野球が人々の関心
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政策部

サマーセミナー２０１５

日時 ８月 日︵日︶午後 時半〜午後３時半
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 午前の部 政策部講師団
テーマ﹁歯科医療に技工士は必要か﹂
午後の部 古関彰一氏︵獨協大学名誉教授︶
テーマ﹁
﹃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〜﹂
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

北大阪地区会員交流会

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

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

新規開業医講習会

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︵会員限定︶

新規個別指導対策編

日時
場所
講師
会費

大阪市南部地区講習会

循環器内科と歯科領域との関わり︵仮題︶

日時 ９月 日︵土︶午後６時〜７時
会場 保険医会館
定員
人
講師 浅田聡氏︵関電病院循環器内科心血管治療部
部長︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

泉州地区準備会

個別指導対策講習会︵仮題︶

日時 ９月 日︵土︶午後７時 分〜９時 分
場所 りんくう総合医療センター教育棟３階︵ＪＲ
・南海空港線﹁りんくうタウン﹂駅徒歩５分︶
講師 社保研究部講師団
定員
人
会費 会員無料︵会員限定︶

９月度生涯研修

成功するコンポジットレジン修復

日時 ９月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 林美加子氏︵大阪大学大学院歯学研究科分子
病態口腔科教授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円
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核兵器廃絶への決意を固
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で百年の歴史を刻んだ︒
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大正４︵１９１５︶年
８月 日︑５日間の日程
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06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは
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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︒
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中村新太郎（富田林市）

で︑第一回全国中等学校

275

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。

安保法案が衆議院本会議を通過した７月 18 日、
「戦争法案は廃案に！おおさか１万人大集会」が扇
町公園で開かれ、市民ら１万１千人が強行採決への
怒りの声をあげた。中村新太郎理事がおおさか医科
・歯科九条の会世話人を代表してスピーチした。協
会から小澤力理事長はじめ、役員、事務局員など13
人が参加した。 集会後、 西梅田までパレードした
（写真）
。
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非核の傘へと転換を
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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８月２５日
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