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り︑境内の境界線も非常

じさせる︒祭殿の横には

くむものであり︑歴史あ
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うどいい季節だ︒日常の
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殿が神社の大きな特徴で

付けられた神社はここだ

で注意が必要だ︒

︒ 神社
と﹁ 高 皇 産 霊 神 ﹂

ている︒

掲載︒一部の事例を引き

郷復興への対策が急務だ
と強調した︒

プには３０００万人署名

会大阪は

集会では︑国と東電の

を成功させることに尽き

を分析すると︑加憲賛成

ることが大切︒世論調査

を 開 く と 述 べ︑﹁ こ れ ま
では 条が禁止する﹃苦

会は 日︑大阪弁護士会

と を 強 調 し︑﹁ 自 衛 隊 の

役﹄に当たることや︑

憲法問題特別委員会委員

課すことができる﹂と説

者は多い︒その魅力は︑

には︑多くの寺社が名を

原発のない社会の実現を

ある︒この造りは︑太古

木々の隙間から木漏れ日

の山道は︑折り重なった

うか︒

運んでみてはいかがだろ

まれた美しい神社に足を

４月度生涯研修

新たに保険適用になった３ユニットブリッジ
︵高強度硬質レジンブリッジ︶の臨床

日時 ４月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 田中昌博氏︵大阪歯科大学有歯補綴咬合学教
授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

日時 ４月 日︵月・祝︶午前 時
集合 南海高野線﹁白鷺﹂駅改札付近
順路 白鷺駅↓ニサンザイ古墳↓百舌鳥八幡宮↓御
陵山古墳↓いたすけ古墳↓ＪＲ﹁百舌鳥﹂駅
︵約５キロ︶
会費 会員・家族・スタッフ無料
解散 ＪＲ阪和線﹁百舌鳥﹂駅︵午後１時頃︶
案内 堺観光ボランティア協会ガイド
※終了後︑有志で懇親会を開きます︵参加費 実費︶

堺再発見ウォーク〜世界遺産になる前の百舌
鳥古墳群をめぐる〜

堺・高石・和泉地区・泉州地区
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３千万署名で改憲阻止を
西晃氏 ９条加憲で徴兵制の危険に警鐘

で取り組んでいる９条改

長の西晃氏︵協会顧問弁
存在を明記するだけであ

憲反対の﹁３０００万人

護士︶を講師に憲法学習
り︑役割は変わらない﹂

は﹁国の在り方が根底か

と説明しているが︑西氏

会を保険医会館で開い

西氏は冒頭︑森友学園
ら変化する﹂ と批判し

た︒

を巡る決済文書の改ざん
た︒

世界にも通用するらし

自衛隊を憲法に位置付

問 題 を 取 り 上 げ︑﹁ 内 閣

く︑世界一の閲覧数を誇

あまてらす おおみかみ たか くら じん じゃ

天天照照大大神神高高座座神神社社

連ねている︒

総辞職に相当する極めて

13

巨岩信仰の歴史示す本殿
建経緯は定かではない
が︑ お よ そ １ ５ ０ ０ 年
前︑雄略天皇 年︵４７

が射し込み︑渓流の音が

︵新聞部・矢部あづさ︶

新人スタッフ総合講座

日時 ５月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 石垣尚一氏︵大阪大学歯学部附属病院口腔補
綴科外来医長︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

顔面痛について︵仮題︶

５月度生涯研修

日時 ５月 日︵日︶午前９時 分〜午後４時
午前 患者接遇マナー研修︵クレーム対応含
む︶
午後 助手編︑衛生士編にわかれて研修
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 午前 水原道子氏︵大手前短期大学ライフデ
ザイン総合学科教授︶
午後 歯科臨床・学術部講師団
会費 助手編７千円︑衛生士編８千円︵テキスト代
含む︶
定員 助手編 人︑衛生士編 人
※受講者全員に﹃デンタルスタッフのための歯科保
険 診 療 ハ ン ド ブ ッ ク﹄ を 配 布︒
﹃修了証﹄ を発行
します
※開催要項・会場案内地図を送付しますので︑必ず
事前にお申し込みください
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30

改憲ストップに向けて
3000万人署名の意義を
訴 え る 西 弁 護 士 ＝ 10
日、保険医会館

10

30

未入会者とは︑会員院所に勤める未入会勤務医です
※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︒

10

06‑6568‑7731

30

13

90

拾い 読み
協会新聞部
お問合せ

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

歯科
検索⬅
大阪府歯科保険医協会

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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心地よい︒苔生した地蔵
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20

歯科医師・スタッフの求人募集は

原発ゼロの会が大阪集会
295

返信は協会へ

10

憲法を守り生かす署名
（3000万人署名）

18

憲法学習会

10

る旅行口コミサイト﹁ト

巨岩の上に鎮座する本殿
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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） ２０１８年３月２５日

