自 然 史 博 物 館 で は︑

石について展示されてい
る︒
ここは軽く見学し︑全
長 ㍍の大きなナガスク

※お申し込みは協会事務局まで
いかけている大人とし
て︑気を引き締めて歩を
進めた︒
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の進化のロマンを堪能し
た︒
秋晴れの植物園の散策
も乙なものだ︒
万２千平方㍍
の園内に︑約１千種類︑

総面積
できたのは︑動物の歯の

６万１千本の植物が生い

そこへ︑目に飛び込ん
と︑マンモ

茂り︑大阪の原生林も再
現︒広大な園内をくまな
く見て回るには骨が折れ
るが︑今はコスモスが見

ある大物展示物にしばし

られたのか︑興味深く観

ごろ︒思わず立ち止まっ

目を輝かせながら子ど

足を止める︒

次回は秋の夜に訪ねてみ

大阪市南部地区文化行事

浪速区の神社と新世界界隈をめぐる

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︶

月度生涯研修

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
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日時
月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 内山茂氏︵東京医科歯科大学臨床教授︶
会費 会員︵大阪歯科協会会員に限る︶３千円

﹁ＳＰＴを通して医院の総合力を磨く︱ＰＭ
ＴＣから口腔ケアまで︱﹂
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月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員
保険医会館５階会議室
人
西出知子氏︵接遇マナーインストラクター︶
会員院所スタッフ３千円

日時
月 日︵土︶午後７時〜９時
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 松本憲氏︵大阪大学大学院歯学研究科 招聘
教員︶
会費 会員無料︑未入会１万円
定員
人

﹁動かして治す顎関節症﹂

泉州地区準備会

日時
月 日︵土︶午後７時〜８時 分
会場 高槻市生涯学習センター研修室︵高槻市役所
隣り︶
講師 社保研究部講師
定員
人
会費 無料 ※会員限定

個 別 指 導 対 策 講 習 会 〜 増 え る 内 部 告 発︑ 患 者
通報への対応〜

三島地区

日時
会場
講師
会費

経験者のための接遇セミナー

大阪市西部・南部地区
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市民講座のご案内

保険でよい歯科医療を大阪

ピュアーな好奇心を失

100人

主催

骨格標本︒ゾウ・シマウ

館内に入るとまずは大

定員

マ・ヒツジ・ライオンな

トで大阪の海・川・平野

無料
スや恐竜な

きなナウマンゾウがお出

大学大学院教授）
どの骨格標

・山々の歴史や︑そこで

会費

口腔構造の進化にロマン

大阪市立自然史博物館

迎え︒さらに進んでいく

た︒

場を通って本館へ向かっ

水口俊介氏（東京医科歯科

生息する生物や地層・岩

自然史を学べるコンセプ

講師

ウイスキー工場を見学

博物館は︑長居公園植

﹁ 自 然 の し く み ﹂﹁ 自 然

Ｍ＆Ｄホール

原酒の飲み比べ堪能

東住吉区の長居公園に
物園の一角にあり︑１９

の 歴 史 ﹂﹁ 人 と 自 然 の 関
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情報センターは大阪の

上 健診する矢部︵写真左︶︑段野︵同右︶両氏︒
人が受診した＝ 月４日︑東大阪市
下 健診する海道氏︒ 人が受診した＝ 月
日︑八尾市

ある大阪市立自然史博物
年︶にオ

わり﹂を３本柱にして構

７４年︵昭和

北河内／
三島地区
館を訪れた︒
ープンし︑今

成されている︒
入口の花と緑と自然の

日に

情報センターという無料

月

入館者数が １

ゾーンと︑有料の本館に

年

０００万人を

分かれている︒

突破したとの
こと︒

午後１時〜３時

察した︒動物の口腔構造

11

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︒

50

咀嚼がつくる健康長寿
もたちが見上げている︒

20

30

10

30

50

98

ジラの骨格標本のある広

ようと思いながら︑植物
園を後にした︒
︵新聞部・南端理伸︶

10

10

会場

20

11

11

11
06

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。
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21
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東大阪・八尾・柏原地区
82

18

11月３日（火・祝）
日時

歯科健診に
のべ180人
右からヒツジ、 シカ、 イノシ
シ、ライオンの頭蓋骨格（上）
と咲き乱れるコスモス（下）

11

11

11

10

連絡会

277

49

東大阪・八尾・柏原地区は10月４日
と18日の両日、東大阪、八尾でそれぞ
れ行われた健康まつりで歯科健診を実
施し、合せて 180 人が受診した。健康
まつりは医療生協かわち野生活協同組
合が毎年取り組んでいるもの。
東大阪には、矢部あづさ、段野和茂
両氏が、 八尾には海道充氏が出務し
た。
19

北河内地区と三島地区は、
「サントリー山崎蒸留所見学」
（大阪
府 ・ 島本町）を 12 日に開いた。会員 ・ 家族ら 21 人はウイスキー
「山崎」の製造工程を見学（写真右）
。
「山崎」の原酒４種を飲み
比べ、
「山崎18年」などを試飲した（写真左）
。
参加者は「ウイスキーの味わい方を知ることができ、晩酌の楽
しみができた」と喜んでいた。
10

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２５日

