府内全域への拡大と︑事
た︒

兵庫県川西市にリレーし

から生野区役所まで雨の

自院の田島診療所歯科前

あなたの根管治療はここが間違っている

８月度生涯研修講座

事業では︑子ども食堂を

ていくことを強調︒新規

む︑全１１９項目を進め

きい︒引き続き府民の実

接報告を受ける意義は大

について︶担当者から直

ット理事は︑﹁︵対策計画

柚木健一子ども貧困ネ
阪市内のコースを４日︑

中︑元気に行進した︒

業に対する補助金の創設

府内全域で推進していく

態を伝え︑施策の改善を

進は︑５月６日に東京を

戸井逸美副理事長が大

府は︑子どもの貧困対策

事業を総点検するとして

ことが位置づけられたほ

求めていきたい﹂と訴え

回目を迎える

出発︑８月４日広島に到

海地震による津波の被害

フ巨大地震や東南海・南

ードマップでも南海トラ

静ではいられない︒だか

波が起きれば︑誰でも冷

難しい︒突然の震災や津

を正確に予測することは

雇用管理対策セミナー

10

第１回９月８日︵土︶午後６時〜８時
内容︻初・再診料︑医学管理︑訪問診療︼
第２回 月 日︵土︶午後６時〜８時
内容︻検査・画像診断・投薬︑処置︑歯周疾患︼
第３回 月 日︵土︶午後６時〜８時
内容︻手術︑歯冠修復ブリッジ︑有床義歯︼
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
定員 １００人
講師 社保研究部講師団
※﹃歯科保険診療の研究︵２０ １８年 ４月版︶﹄ を
テキストとします︒ご持参ください
会費 会員無料

社保講習会

日時 １日目 ８月 日︵土︶午後２時 分〜５時
２日目 ８月 日︵日︶午前 時〜午後４時
会場 保険医会館５階会議室
講師 堀口正二氏︵社会保険労務士︶
費用 ５千円︵２日分 ※初回に受領いたします︶
※２日目の昼食は各自ご用意下さい︒

２日でマスター 募集・採用︑労働条件通知書
作成のポイント

医科・歯科経税部共催

日時 ８月５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 鶴町保氏︵日本大学歯学部前教授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円
定員 １００人

の強化を図るとし︑新規

きた︒

か︑門真市が取り組んで

に取り組むとした︒

貧困を考える学習会﹂を

子育て支援課は︑実態

いる子どもの未来応援ネ

項目を含

保険医会館で開き︑大阪

調査をもとに︑▽ひとり

今年で
原水爆禁止国民平和大行

着する︒
６月
日に奈良
県から大

怖 を︑ 間 近 に 体 感 で き

地域に指定されており︑

らこそ災害が起こる事を

ることが大切だと思う︒

想定し︑事前の準備をす

大きな被害が予測され
る︒
東日本大震災では︑特

少しでも慌てず行動でき
るよう事前に近くの避難

ておくことが大事ではな

場所や避難経路を確認し
に津波による被害が大き

入館無料なので防災意

いだろうか︒

識を高めるため気軽に立

かった︒また大阪北部地
震が全く予測出来なかっ

30

・ 充実事業

協会が加盟する子ども

府が取り組む子どもの貧

親世帯の困窮▽社会資源

できないこと︑子どもに

教育環境の整備︑孤立防

阪へ入っ
た 行 進

る︒人の力だけでは抗い

私が勤めるわかば歯科

たように︑突発的な自然

10

子ども食堂など 項目を推進

の貧困問題大阪ネットワ

困対策の進捗

た︒

してあげられないことが

止の取り組みなどを含む

て︑ジオラマや３分程度

きれない自然災害の怖さ

診療所は︑大正区の木津

ち寄られてはいかがでし

19 18

府担当職員が報告

ー ク は ６ 日︑﹁ 子 ど も の

について府子
ットワークモデル事業の

大阪府は︑

多い▽困窮世帯の子ども

どもの生活に

７つの視点で従来の子ど

戸井副理事長が
雨の中を元気に

を利用していない困窮世

２０１３年に

ほど生活環境や教育環境

その親の貧困と施策的課

関する実態調

は︑今月

この見直しにより大阪

の映像説明等で分かりや

ー﹂では︑前面︑左右︑

川と尻無川に挟まれた場

詳しい内容については、パンフット『ゴルファー保険のご案内』をご請求ください。
まず、大保協商事株式会社（大阪府保険医協同組合・保険共済部内）までご連絡下さい。
℡06−6568−2741【担当：森田】引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社

災害は︑いつ起こるのか

ょうか︒

日時 ９月 日︵土︶午後６時〜８時
講師 足立了平氏︵神戸常盤大学短期大学部口腔保
健学科教授︶
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
会費 ３千円︵会員限定︶
定員 １００人
内容 ①高齢者の心身の特性︵認知症に関する内容
を含む︶
︑口腔機能の管理︑緊急時の対応
②歯科疾患の重症化予防に資する継続的管理
︵口腔機能管理を含む︶
※修了証の発行は通しでの参加者のみに限ります︒
※﹁か強診の施設基準に定める要件の一部﹂とは︑
か強診の施設基準に規定する要件のうち歯科疾患
の重症化予防に資する継続管理に関する研修︵口
腔機能の管理を含む︶︑ 高齢者の身心の特性およ
び緊急時対応等に関する研修︻必須要件︼
︒ 同要
件のうち在宅医療又は介護に関する研修︑同要件
のうち認知症に関する研修︻選択要件︼をいう︒
※か強診の施設基準の届出には︑本研修に加え外来
環の施設基準に係る研修の受講が必要です︒

在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修会
︱か強診の施設基準に定める要件の一部を含む︱

20

育て支援課が

子どもの貧困

に困難を抱え︑孤立して

題を説明︒困窮世帯への

査﹂ を実施
もの貧困対策事業を見直

ションに行ってきた︒大

すく説明されている︒

下面の巨大スクリーンに

きた︒

迫力ある映像が迫るよう

﹁津波災害体験シアタ

展示棟では︑①海より

そんな時は、大阪府保険医協同組合のゴルファー保険!!!
組合員・賛助会員の先生だけでなく、配偶者・お子様など、ご家族も団体割引
（25％）が適用された「ゴルファー保険」にご加入することができます！

︵新聞部・南端理伸︶

17

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは

帯の存在▽困窮世帯ほど

対策法が制定

子ども総合計

経済的な支援や子どもの

し︑調査結果

もの貧困対策

阪府の施設で︑大阪メト

７日に池

だったが︑以前から南海

ロ阿波座駅を出てすぐの

してきたとした︒

トラフ巨大地震と津波に

をもとに子ど

先日︑震度６弱という

ついて︑今後 年の間に

30

防災意識を高め災害に備える

津波・高潮ステーション

の一端を感じることがで

田市から

大阪観測史上初の大地震

の津波高潮防御

特にダイナキュ ーブ

にみまわれた︒また畳み

この機会に少しでも防

施設の管理をし

潮堤や水門など

災意識を高めようと︑大

て い る﹁ 防 災

われている︒

ところにあり︑大阪の防

％の確率で起こると言

が あ っ た︒ 大 阪 北 部 地

あわれた方々にお見舞い

阪で津波の恐怖について

震︑西日本豪雨の被害に

申し上げます︒

棟﹂と府民の防
災意識の向上を

目的とした﹁展示棟﹂を

低いまち大阪②着実な高

所にあり︑大阪市のハザ

万一、ご自身が打ったボールが他人に当たってケガをさせたら…。
大切なゴルフクラブがゴルフ場で盗難にあったら…。
そんな不安を少しでも解消して、ゴルフを楽しみませんか？

27

に映し出され︑津波の恐
波災害から生命を守る知
恵︱︱の４つのテーマで

10

平和行進

報告した︒

されたことを
いる︱︱などの子どもと

年には﹁子

画を策定︒翌

受け︑

年に

経済・教育など、119項目の子ども貧困対策推進を
強調する府担当者＝６日、保険医会館

学べる津波・高潮ステー

大阪北部地震は直下型

ゴルフを安心して楽しむ為に

大阪府
かけるように西日本豪雨

核廃絶求めて歩く戸井副理事
長（２列目左）と参加者ら＝
４日、大阪市内

60

潮対策③津波の脅威④津

併せ持つ施設だ︒

ゴルファー保険

こども貧困
ネ ッ ト

コーナー を展開してい

11

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︒

15

15

展示棟は、起・承・転・結の
４つのテーマに分けられる＝
津波・高潮ステーション

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。

16

30

大阪府保険医協同組合の組合員だけでなくご家族も
ご加入頂けます!!

297

70

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７月２５日

