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テツａｎ ｄトモが午前・

︵前回
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し︑来場者を楽しませた︒
策協定では︑こども医療
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ーのＢＯＲＯさんが熱唱
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地区と浜氏が結んだ政

し︑会場を沸かせたほか︑ グリングを披露した︒

回保険医まつりを

大阪府保険医協同組合
ドさんが︑アニメーショ

大道芸人のミスターバー

アトラクションを初出店

などの子どもが楽しめる

今年は︑射的コーナー

定を始めとする歯科関連

や歯科口腔保健条例の制

高校卒業までの引き上げ

は第
ンダンスを披露した︒２

事業の推進に努力する︱

月３日・４日︑マイド

％

である︒当然︑あっと言

しつつ︑またもや新たな

これではいかんと反省

なＬＰをもっと真剣に聴

う間に我が家は箱の山︒

ＢＯＸを買う日々なので

いていたものだが︒

総数は不明だが︑今年は

ている︒買う単位が１枚

言い難い︒若い頃は貴重

一生懸命聞いているとは

いていない︒聴く姿勢も

されてもあまりＣＤを聴

だが︑持つことは満た

のであろう︒

の出来た今︑叶えている

れなかった思いを経済力

のらしい︒若い頃満たさ

る﹁大人買い﹂というも

うかん︶で伝えられてい

うやらこれが︑巷間︵こ

移っているのである︒ど

ではなくで︑買うことに

ある︒もう聴く事が目的

歯科・医科・協同組合 第20回大阪保険医ゴルフコンペのご案内
日時 11月23日（月・祝） 午前９時30分集合
場所 ゴルフクラブ四条畷（四條畷市下田原）
費用 プレーフィー 19,000円（キャディ、カート含、昼食別）
コンペ参加費 5,000円（会食・賞品代含む）
対象 会員・家族・スタッフ
定員 10組40名
※申し込みは協同組合 06‑6568‑2741（湯浅）まで
２枚ではなく︑一箱二箱

いる︒

きたい﹂とコメントして

を東大阪市政に求めてい

げ︑歯科医療施策の拡充

療費の助成年齢引き上

た︒引き続き︑子ども医

８票減にとどめ善戦し

したが︑浜候補は３７２

職は３万２０１５票減ら

﹁投票率が下がる中︑現

責任者の矢部あづさ氏は

開票結果を受けて地区

などを確認していた︒

し︑盛況だった︒

ー ム 大 阪︵ 大 阪 市 中 央

万８７５９票

和氏︒投票率は ・

の府議が応援した野田義

が推薦し︑大阪維新の会

職で︑自民や公明︑民主

︵同 ・ ％︶を得た現

当選は

当選には至らなかった︒

票率 ・ ％︶を得たが

は︑５万３６２５票︵得

るい東大阪をつくる会︶

が推薦した浜正幸氏︵明

東大阪・八尾・柏原地区

日に投開票され︑協会と

東大阪市長選は９月

日目は︑お笑いコンビ・

特売︑
お笑いステージが盛況
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あった︒

経税部・雇用管理対策講習会シリーズ③

月 日︵土︶午後６時〜８時
保険医会館５階会議室
定員
人
桂好志郎氏︵協会顧問社会保険労務士︶
会員・家族３千円 未入会者１万円

給与計算の基本と変形労働時間制のポイント
〜正しい給与計算知識を身につける〜

日時
会場
講師
会費

日時
月 日︵土︶午後２時 分〜５時 分
会場 保険医会館５階会議室
定員
人
講師 浪速区消防署員
会費 会員・スタッフ無料︵要・事前申し込み︶
内容 ＡＥＤの使い方を含む心肺蘇生法を学びま
す︒講習修了者には後日﹁修了証﹂を交付します
︵すでに
﹁修了証﹂
をお持ちの人はご持参ください︶

普通救命講習

大阪市北部・東部地区講習会

24

48

月に１００枚のペースで

50

大阪市南部地区文化行事

日時
月１日︵日︶午後１時 分
集合 南海難波駅 ３階北改札 きっぷ売り場前
案内 西俣稔氏︵大阪案内人︶
コース 難波堀川跡↓八阪神社↓敷津松之宮︵折口
信夫歌碑・木津勘助像︶↓六道ノ辻碑↓十津川橋
跡↓広田神社↓今宮戎↓阪堺電車↓国技館跡↓新
世界↓通天閣↓戦前からある映画館↓ジャンジャ
ン町︵時間等の関係で変更・短縮することがあり
ます︶
※午後４時頃︑ＪＲ新今宮・地下鉄動物園前駅での
解散︒駅すぐ﹁大よし﹂で︑懇親会を予定してい
ます︒
会費 無料
︵懇親会参加者は︑
実費負担︒
３千円程度︶
定員
人︵家族・スタッフ参加大歓迎︶

浪速区の神社と新世界界隈をめぐる
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区︶で開催し︑歯科・医
科合せて１１１６院所か
ら会員や家族︑従業員な
どのべ２７５０人が参加
した︒
１００社以上が出展︒
歯科・医科材料の特売コ
ー ナ ー や︵ 写 真 ︶︑ ワ イ
ンや日本酒の試飲・販売
ブースが賑わった︒
両日で のセミナーが
行われ︑歯科関係では摂
食・嚥下障害をテーマに
東京医科歯科大学の戸原
玄氏が講演し︑１１５人

一彦 ︵忠岡町︶

ＣＤＢＯＸ の大人買い
杉原

ことはできなかった︒開
業し︑結婚して家族を持
ち︑子どもにお金がかか
るようになると︑趣味ば
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に入る︒欣喜雀々︵きん

たない時期があり︑夜は

って︑ＣＤの売り上げも

０枚組といった大きなＢ

きじゃくじゃく︶とはま

ってきた︒音楽はダウン

社会人になる頃︑ＣＤ

減少しているそうであ

ＯＸもあり︑一枚当たり

さにこのこと︒めぼしい

枚と買うのが関の山であ

が登場し︑またもや受難

る︒閉店前の在庫一掃セ

にすれば１００円台とい

いつもラジオでクラシッ

持つことをできたが︑学

の時代となる︒はじめの

ールのようにクラシック

った︒

生の身分では高価な新譜

頃︑ＣＤは１枚４０００

ク を 聴 い て い た︒ そ の

のＬＰはおいそれと買え

ＣＤＢＯＸを買いまくっ
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38

10

10

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

10

う安さである︒

後︑簡単なオーディオを

27
52

保険でよい歯科医療を大阪連絡会

市民講座

月３日︵火・祝︶午後１時〜３時
会費 無料
Ｍ ＆Ｄホール
水口俊介氏︵東京医科歯科大学大学院医歯学
総合研究科教授︶
１００人

咀嚼がつくる健康長寿

日時
会場
講師

定員

日時
月 日︵土︶午後６時〜９時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 清家裕氏︵協会医業税理士団税理士︶
会費 無料 未入会者１万円

﹁マイナンバー﹂ 対策講座〜医療機関がとる
べき対応とは〜

経税部

30

11

89

11

11

20

31

68

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。

テツandトモのステージ
（左）
と
歯科特売コーナーの様子
（右）
＝
10月４日、マイドームおおさか
の旧譜がＢＯＸセットと

45

11

31

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︒

14

進 （河内長野市）
藤田
絵

11

11

305
円以上もし︑大量に買う

東大阪市長選

38

ず︑もっぱらＦＭの放送

協会と地区が推薦
浜氏が健闘
50

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１０月１５日

