希望にそった設計で着工

辺は新金岡団地です︒

校︑幼稚園︑保育園︒周

がん
9,000万

死亡

がん
60代

5,000万

死亡

がん
60代

5,000万

高度障がい

脳出血

4,550円

5,850円

8,000円

11,550円

女性

2,850円

4,900円

6,050円

8,650円

新人スタッフ総合講座

日時 ５月 日︵日︶午前９時 分〜午後４時
午前 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
定員 助手編 人
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︵テキスト代含む︶
※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
※衛生士編は受付終了

５月度生涯研修

日常臨床で知っておくべき非歯原性歯痛の診
断とその対応

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

新規開業医講習会﹁新規個別指導対策編﹂

日時 ５月 日︵土︶午後６時〜８時
場所 保険医会館５階
定員
人
講師 社保研究部講師団
会費 会員無料︵会員限定︶
持参物 ﹃カルテ記載を中心とした指導テキスト﹄
︵２０１７年８月版︶

女性医師・歯科医師の会

おおさかウォッチング
周辺

古地図で辿る大阪城

日時 ６月２日︵土︶ 午後２時 分〜４時 分
集合 午後２時 分にＪＲ環状線﹁大阪城公園﹂駅
改札前
案内人 西俣稔氏︵大阪案内人︶
コース 砲兵工廠碑 旧第４師団司令部 教育塔
摂津国府跡など
解散 地下鉄・京阪﹁天満橋﹂駅
※終了後︑希望者で懇親会を開催します︵会費４千
円程度︶

⇒

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︒

⇒

無料個別相談

法律 ５月７日︵月︶午後２時〜４時
税務 ５月 日︵水︶午後２時〜５時
雇用 ５月 日︵木︶午後２時〜４時
会場 保険医会館
※事前予約制です︒１週間前までにお申し込みくだ
さい︒１回 分︒

⇒

在の駅舎は︑当時として

17,100円

男性

末﹂に引き上げられた︱

します︒

はモダンなデザインで注

24,260円
12,100円

︱などを報告︒子ども医

︻最寄駅︼地下鉄御堂筋
︻面積︼１４２・

５０︱８０４１︵ワキデ

一方︑道頓堀川の南に

目されたと思われる︒や

16,600円

9,760円

域の医療行政改善④住民

歳までに引

を求める意見書﹂など３
線﹁新金岡﹂駅徒歩２分
︻その他︼大阪労災病院

ンタルクリニック・脇知

は︑かつて桜川という小

旧桜川にもたくさんの

や改造されたものの︑窓

12,100円

5,660円

健診・健康教室の開催︱
療費助成を

つの意見書が採択された
︻金額︼応相談
まで徒歩５分︒横断歩道

邦︶

もともとこの駅名は︑

さな川が並行して流れて

橋があって︑その名は幸

の形などに往時の姿がし

90

︱などを確認した︒
き上げるため︑行政や議

テナント募集

②地区内の全市町村で子
︻設備︼ 現在は土地の

を渡っ たところに小学

﹁汐見小橋﹂駅だった︑

道頓堀川に架かる汐見橋

いた︒ＪＲ難波駅付近で

小橋や汐見小橋など︑道

道頓堀川にかかる汐見橋

ということになるが︑そ
れは笑い話だろう︒
いまでは静かな汐見橋
駅だが︑昭和 年︵１９
３６︶以降は貨物駅とし
ても利用され︑鉄鋼︑木
材︑繊維類︑食料品など

に由来する︒潮の干満が

道頓堀川から分岐し︑千

頓堀川の橋名と対応する

のばれる︒周辺は︑かつ

死亡

２０１７年度

各地区総会
総会後は︑新点数説明
会へ要請を強めるなどの

た︒

︻住所︼堺市北区新金岡

人が参加し

林 市 議 会 で︑﹁ さ ら な る

町１︱３︱

た︒

会を開き︑

総会後は︑新点数説明

方針を確認した︒

会を開き︑ 人が参加し

住民健診を
旺盛に実施
富田林市で
３ 意見書が採択
南河内地区
南河内地区は︑７日︑
河内長野ノバティホール

患者負担増で受診抑制が

で総会を開いた︒①富田

おきないよう慎重な審議

ども医療費助成制度の対
み︒建物は︑成約後にご

れたあと︑現在の御堂筋

︻連絡先︼℡０７２︱２

象 が﹁ 中 学 校 卒 業 年 度

およそ四百年前の元禄

そのせいで︑汐見橋駅
より西には住吉橋︑幸橋︑

㎡

けの孤立した路線になっ

といってもどこにあるの

汐見橋︑日吉橋といった

時代に道頓堀川が開削さ

か分からない方が多いか

橋が架けられた︒これら

てしまった︒

も知れない︒地下鉄千日

の橋は︑架け替えられな

見えるため︑この橋名が

日前通のあたりを東から

ては材木問屋などが立ち

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

東大阪・八尾・柏原地区
東大阪・八尾・柏原地
区は８日︑八尾プリズム
ホールで総会を開き︑
年度活動のまとめと 年
度方針︑ 年度決算と
年度予算を承認した︒
活動のまとめでは︑講
習会を３回開いたほか︑
住民健診を４回取り組
み︑合計３７０人が受診
したことなどを報告︒方
針では︑①地区会員間の
交流②医科歯科連携③地

汐見橋は︑南海高野線
の駅名である︒それも途
中駅ではなく︑大阪方の
ターミナルが汐見橋駅な

前線の桜川駅の脇という

付 い た と い う︒ 汐 見 橋

西へと流れ︑木津川に注

ものもあった︒現在の汐

並んでいたが︑いまでは

と︑ピンとくるだろうか︒ がら現在も残っている︒

は︑道頓堀川の橋といっ

見橋駅がある場所付近に

その姿も少なくなり︑時

の物資が出入りしてい

ても︑にぎやかな戎橋周

い で い た 川 で あ る︒ 実

は汐見小橋が架かってい

30

9,000万

グループ保険

30

60

30

のである︒ところが︑い
ま高野線の列車はすべて
難波始発で︑汐見橋︱岸
里玉出間は枝線となり︑
各駅停車を往復させるだ

辺とは異なり︑御堂筋を

は︑この川の名が地下鉄

た の で︑ 正 確 に い う と

た︒昭和初期にできた現

西へ越えた︑ひっそりと

桜川駅の駅名の由来とな
っている︒

10

大阪保険医ゴルフコンペ開催

した場所に架橋されてい
る︒

代の移ろいが感じられ
る︒

15

がん
50代

保険種類

13

20

26

17 16

30

9,220円

5,000万円

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。

※１億円加入は新Ｇ保険と第２Ｇ保険合わせての場合になります。詳しくは保険共済部まで

保険に関するお問合せ・ご相談は、
保険共済部担当：寺内・小野
（TEL 06 6568 2230）
まで。

死亡（高度障害）原因
死亡

50代

女性
１億円

最大１億円の高額保障（現在上限 9,000万円）
昨年の確定保険料より保険料が安くなる

保険金請求理由
9,000万

・開業医・勤務医に必要な三大共済の一つであるグループ保険（死亡・所定の高度障がいを保障）
・保険医協同組合だからできるスケールメリットを活かした団体契約割引保険料適用
・共済制度だから安い掛け金、手厚い保障、簡単な告知による申込
・ライフプランに合わせて増額、70歳まで新規加入が可能

保険金額と月額保険料
掛金
※ただし、健康状態等によっては新規加入・増額ができない場合があります。

保険金（万円）

40代
年齢

18

63

52

栄枯盛衰を見てきた橋

船越幹央︶

︵大阪市博物館協会
学芸員

2018年８月１日

男性

35歳まで（保険年齢） 36歳から40歳まで 41歳から45歳まで 46歳から50歳まで

さらに今ご加入いただくと、
抽選で７名様に
素敵な商品をプレゼント！
Ｐｏｉｎｔ 2018年８月１日より何が変わる？

支払事例

加入 募集開始！
保険医協同組合の
グループ保険（団体生命保険）

だから
選ばれる

大阪保険医ゴルフコンペが８日、秋津原ゴルフクラブ
（奈良県御所市）で開かれ、29 人が参加した（写真）。
中田正之氏（歯科・枚方市）が優勝し、アウディよりゴ
ルフバッグが贈呈された。同コンペは、医科・歯科協会
の会員と家族、スタッフ、協同組合取引会社の懇親を目
的に開催している。
11

96

17
18

18

汐見橋
第10回

31

17

浪 八百八橋物語
花
〜駅名となった橋〜

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４月２５日

