めに改憲が必要と言って

中国の脅威に対処するた

︱︱首相らは︑北朝鮮や

るために核武装してい

そうした米国から身を守

金正恩労働党委員長は︑

朝対話に向けた動きが進
撃できるよう影武者を置

米国に攻撃されても反

る︒

んでいる︒こうした状況
いたり︑複数の住宅やベ

いた︒しかし︑最近は米

をどう見るか︒
ンツを保有したり︑地下
トンネルを掘ったりして
いるといわれている︒ピ

対北朝鮮
北朝鮮の核ミサイルを

国に出て行って戦えばど

だ︒そんな国と一緒に外

そんなことが想定され

戦ったフランス︑スペイ
テナント募集

うことになる︒せっかく

々を敵に回して恨みを買

っても︑イスラム教の国

み︒建物は︑成約後に希

︻設備︼ 現在は土地の

︻金額︼応相談

線﹁新金岡﹂駅徒歩２分

︻最寄駅︼地下鉄御堂筋

合は︑協会新聞部までお
問い合わせください︒
℡ ︱６５６８︱７７３
１

物件案内やリサイクル
欄への掲載をご希望の場

歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る
研修会

日時
講師

会場

会費
内容

６月 日︵土︶午後６時 分〜８時 分
中原寛和氏︵大阪市立大学歯科口腔外科病院
教授︶
阿倍野区民センター︵地下鉄谷町線
﹁阿倍野﹂
駅︶
３千円
定員 ６００人
①偶発症に対する緊急時の対応︑②医療事故
対策・対応等の医療安全対策︑③院内感染防
止対策︵初診料の注１︶

総会・市民講座

日時 ６月 日︵日︶午後１時〜４時
会場 保険医会館５階
定員
人︵先着順︶※１院所２人まで
講師 歯科臨床・学術部講師団
会費 会員院所歯科衛生士５千円︒
※申込者には︑開催要項と正式申込書などを後日Ｆ
ＡＸします

﹁シャープニングセミナー﹂よりよいスケー
リングのために

会費

日時 ６月 日︵日︶午前 時〜午後 時 分︵
時から 分間は︑連絡会総会︶
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 帖佐悦男氏︵宮崎大学医学部附属病院副病院
長︶
無料
定員 １００人

子どもの運動器が危ない！︱子どもからのロ
コモ対策

﹁保険でよい歯科医療を﹂大阪連絡会

30

なる︒

るなんていうのは冗談の
ン︑英国はテロの標的に
︻住所︼堺市北区新金岡

うなるか︒米国とともに

類い︒日米中は経済的に
された︒

るのに︑中国が攻めてく

も密接な関係にあり︑戦

﹁日本は憲法９条があ

望にそった設計で着工し

町１︱３︱

から︑中国は放っておけ

る︑感じのいい国﹂とな

いくら後方支援だとい

ばいい︒

っているのに︑米国の二

争なんてできない︒だか

安倍さんは︑日本を守

ます︒

︻その他︼大阪労災病院

︵おわり︶

30

30

米国追随

るために米国と仲良くす
軍となって戦うなど愚か

︻面積︼１４２・

米国の二軍でいる限

の猛禽類や環境省のレッ

駐車場もある︒日々の診

前にお子さんと一緒に︑

12

ンポイントでせん滅させ
ることなんてできない︒

べきと言っている︒こん
なことだ︒

米国はイスラム教の国

㎡

なものはうそ︒

辺は新金岡団地です︒

まで徒歩５分︒横断歩道

中朝脅威論に基づく９

︻連絡先︼

り︑武器を買わされ︑経

条改憲は政策的に間違い

℡０７２︱２５０︱８０

々で人々を殺りくしてい

があり︑キリスト教徒の

であり︑経済的に破綻を

４１︵ワキデンタルクリ

を渡っ たところに小学

国々の指導者は﹁アッラ

もたらす道で︑二重に間

ニック・脇知邦︶

済破綻を招くだけだ︒

ーの神を信じている者は

違っている︒専守防衛に

る︒背景には宗教の違い

悪魔の手先だ﹂くらいに

徹することこそ︑安全で

くなっ ているのが現状

ドデータブックで絶滅危

校︑幼稚園︑保育園︒周

思っているから︑人が殺

安価な道なのだと言いた

せる︒
その米国はあっちこっ

・５㌶の緑地に分かれ︑

おり︑木漏れ日が心地よ

療の疲れを癒せることは

開園時間は︑午前９時

またはご夫婦で出かけて

10

どう見るか︒開発の目的

米朝はお互いに攻撃しに

日本にとっては︑北朝

は日本への攻撃ではな

鮮は放っておけば何ら脅

く︑現体制の維持に向け

米国はこれまでも他国

くいのが現状だ︒

に攻め入り︑または反政
威ではない︒にもかかわ

たアピールだ︒

府勢力を支援して︑イラ
らず首相らは﹁圧力をか

対中国
中国はどうか︒仮に日
本の領土である尖閣諸島
に攻めてくれば︑明らか
な侵略行為だから︑国連

四季折々の野鳥をはじめ

い︒

であった湿地帯を野鳥園

ちで戦争し︑足が抜けな

として開設するに至っ

安保理が動くし︑日米安

ろに大阪南港野鳥園が見

惧種にしていされている

保条約も発動することに

えてくる︒

とする小動物などが観察

な種が飛来している︒

﹁ツクシガモ﹂など貴重

た︒そのため︑古来から周

大阪南港周辺は︑かつ

大阪南港野鳥園

せる展望台があり︑望遠

い散歩コースになってい

園内には︑干潟を見渡

でき︑市民の野鳥観察会

鏡も完備されており︑野

る︒

台程度だが︑無料
辺に渡来していたシギ・

や学校の環境教育の場と

鳥観察ができる︒また︑

料︒
日本屈指の存

チドリ類の居場所が確保

して利用されている︒特

園内は市内にあるとは思

えないほど自然に溢れて

在だ︒１９８

できる様になった︒園内

に鳥類では︑オオタカ等

から午後５時で︑休園日

みてもいいのでは︒

間違いなし︒梅雨に入る
３年﹁南港の

・８㌶の湿地と６

絶滅危惧種も飛来

閲覧・申し込みはこちら

︵新聞部・三木正弘︶

院内感染防止対策︵初診料の注１︶に係る研
修会

日時 ７月７日︵土︶午後３時〜５時
講師 竹内憲民氏︵松原徳洲会病院歯科口腔外科部
長︶
会場 河内長野駅前・ノバティながの南館３階﹁ノ
バ テ ィ ー ホ ー ル﹂
︵近鉄長野線 ・ 南海高野線
﹁河内長野﹂駅徒歩３分︶
会費 千円
定員 １００人
内容 歯科初診料の注１に係る院内感染防止対策

７月度生涯研修

歯・口腔の健康に矯正歯科はどのように貢献
できるか

日時 ７月８日︵日︶午前 時〜午後１時
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
講師 小椋幹記氏︵社会医療法人敬和会大分岡病院
口腔顎顔面外科・矯正歯科 矯正歯科部長︶
会員３千円︑未入会者１万円
１００人

会費
定員

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

16

17

30

17

クのフセイン︑リビアの

分のとこ

レードセンター前駅を下
車し︑徒歩約
て住吉浦とい
う自然豊かな

た︒現在は人

工干潟となっ

たものの︑多
くの渡り鳥の

▷ネットで簡単申込み
▷掲載料は３カ月間で１万円

は︑

飛来地として

協会のホームページに歯科医院求人情報を掲載中。
は毎週水曜と年末年始と
な っ て い る︒ 入 園 は 無

15

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564
電
話
ファクス
お申し込みは

31

検索
大阪府歯科保険医協会
http://osk-net.org/job/

自然豊かな散歩道（園内）

96

毎月15日更新
歯科医院求人情報
06

20

けろ﹂と騒ぐばかりだ︒

㊦

カダフィをやっつけた︒

記念日

南港ポートタウン線ト

憲 法 ５・３

小林節
慶應義塾大学名誉教授

野鳥を守る
会﹂の熱望に
より当時埋め
立てて造成中

296

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。

中朝脅威論による改憲は誤り
12

10

土地であっ

展望塔から絶滅危惧種の貴重な野鳥も時折
飛来する人工干潟が一望できる（園内）

特別
インタビュー
15

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５月２５日

