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毎月１回発行

医科組合員� 4,178人

歯科組合員� 3,104人

合計� 7,282人

（2017年４月20日現在）

発行責任者・ライフマネジメント　松本氏より

ライフマネジメント株式会社代表取締役
地主専門の資産防衛コンサルタント

松本隆宏

「すまいん」関連雑誌　　　
「ZAISAN」創刊のお知らせ

　まだ、一度もご覧になられたことがないという

方は、７月にお送りするのでご覧ください。マン

ション物件情報や、戸建・医院建築の事例などの

紹介、お得な特典について掲載しています。

　例えばマンション購入時、事前に当組合にご

連絡いただき、当方発行の紹介状を提出する

と、１％の値引きが受けられます（物件により

率は変わる場合もございます）。5,000万円のマ

ンションだと、50万円もの値引きです。

注）�特典を受けるには、事前に保険医協同組合の

白山（しらやま）まで紹介状発行をご依頼下

さい（TEL 06-6568-2741）。

　組合員向け不動産情報誌「すまいん」（住まい

＋医院）の定期発行を始めて10年が経過しまし

た。情報誌は年３回、共同購入のセール号と一緒

にお送りしておりますが、ご存じでしょうか？

　相続や土地活用のための不動産建築など、人生においてもっとも大きな資産を動かすとき
に必要になるのは、資産の全体像の把握と、法律や建築、税金などの専門知識。それらを取
りまとめて、我が家の事情に合わせた最良の解決策の選択をすること。そしてなにより欠か
せないのは、粘り強い交渉力と確実な実行力です。
　公平中立な立場からのサポートを受けたことで、最良の答えを導き出すことに成功したご
家族の事例を定期的に発信して参ります。
　代々引き継いできた資産を手放すことなく活かし、次世代に引き渡すには、資産防衛のプ
ロ、戦略を立案・実行できる参謀が欠かせません。言い換えれば、有能な参謀を得ることさ
えできれば、長年頭を悩ませてきた土地問題も、金融機関に取り合ってもらえなかった交渉
も、難なく解決することができるのです。
　最良の方向へ進み始めたご家族たちの事例から、あなたの真の味方となるのは誰なのか、
気づいていただけたら幸いです。

　不動産を購入したり売却したりするときに合わせて考える事…、「資産運用」は勿論

ですが、それは「資産防衛」ではないでしょうか。これは大げさな表現ではありません。

　土地は、所有しているだけで税金を取られ、譲渡や相続の際にも課税されます。何も

手を打たなければ、三代の相続で失われてしまう危うい資産です。

　そこで、すまいん相談会で、過去に開催した人気セミナーの講師陣が、先生方の資産

防衛の観点から、アドバイスになるような記事を掲載した雑誌「ZAISAN」を７月より発

行致します。どうぞお楽しみに…。

保険共済部セミナー

「今までなかった新手法！民事信託で叶える円満・円

滑な医業承継と相続対策」

講　師：杉谷　範子　先生

　　　　（司法書士法人ソレイユ　代表司法書士）

「もめない医業承継・相続を助ける生命保険の使い方

と財産をふやす方法」

講　師：谷　敦　先生

　　　　（NPO法人役立つ税理士協議会　理事長・

　　　　　株式会社JUST�FOR�YOU　代表取締役）

日　時：６月10日（土）　14：00～16：00

会　場：ハービスPLAZA５階　会議室２号室

　　　　（大阪市北区梅田２丁目５番25号）

対　象：�大阪府保険医協同組合の組合員様と、そのご

家族

参加費：2,000円（一院所）

問合せ：保険共済部　TEL 06-6568-2230

担　当：渡邊・大前

すまいんセミナー

「マンション考察（価額構造・賃貸収益・相続）」

～タワーマンションのメリット・デメリットを考えて

いきます～

講　師：小谷　精二　氏

　　　　（�近鉄不動産株式会社　部長・不動産鑑定士）

時　間：６月25日（日）　10：00～12：00

会　場：大阪府保険医協同組合会館３階

　　　　（大阪市浪速区幸町１－２－34）

参加費：無料（限定24名）

問合せ：TEL 06-6568-2741

担　当：白山

保険医協同組合
６月休業日の
お知らせ

日曜・祝日
第２・第４土曜日

◆尚、業務時間は
平日９：00～17：00
土曜９：00～12：00
です。

割引特典で不動産購入が可能な

をご存じですか？すまいん

先生も、ご家族も、スタッフの方々も利用可能です
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馬肉ダイニング　天馬

　今回は、地下鉄

御堂筋線淀屋橋駅

から徒歩約10分の

場所にある馬肉ダ

イニング「天馬」へ

お伺いしました。

　お店が大阪法務

局の近くの路地裏

にあり、立て看板

を見逃すと路地を

通り過ぎてしまい

で馬刺しや桜ステーキ等が

食べられます。

　また、お店の２階ではエ

ステサロン「Salon de 黒

蜥蜴（くろとかげ）」のオーナ

ー黒田小百合さんが、「天馬」

から譲り受けた馬油を使用

したフェイシャルトリート

メントをされています。

　ぜひ、両方のお店に一度

お立ち寄りください。

ました。久保さんの人柄は愛嬌がありとても喋りや

すく、料理の腕前も一流ならマジックもプロ級で、

常連のお客さんの中にはマジックショーが見たくて

来られる人も‼

　馬肉は毎日熊本県から直送され、大変希少な部位

もいただけます。その中でオーナーのお奨め料理は、

桜にぎり・馬刺し・溶岩焼き等、どの馬肉も厚みがあ

ります。甘味も抜群で、お醤油も熊本のお母様手作

りの自家製で、馬肉の甘味が増して美味しいです。

　お酒も熊本県こだわりの日本酒や米焼酎からワイ

ンまで、日本酒好きの事務局もオーナーお奨めの瑞

鷹（ずいよう）を飲んで「うまい」と顔がほころん

そうな場所に、馬肉ダイニング「天馬」がありま

す。店構えは和風で御洒落な雰囲気です。大都会の

真ん中にありながら、どこか異空間に来たようで、

まさしく隠れ家的なお店です。入口を入るとカウン

ターは８席あり、２階は座敷８席で少人数の宴会に

も最適です（２階は要予約）。

　オーナーの久保さ

んは京都の料理旅館

で修業し、2012年３

月に馬肉「勝馬」を

オープンして、2014

年６月に現在の「天

馬」をオープンされ

　開業医でよく使用される医療機器の取り扱いを幅広く行っ

ております。医薬品や消耗品と違い、長年使用する医療機器

はメーカーによって定価設定にバラつきがあり、「適正価格

で購入できているのか？」との声もよく聞きます。

　保険医協同組合では数多くの販売実績を元に、先生の立場

に立ってメーカーと価格交渉を行い適正価格での販売に努め

ています。

でいました。

　コース料理は6,800

円～12,000円、アラカ

ルトも色々あります。

夜の10時から翌朝５時

までは、バータイムに

なります。バータイム

はリーズナブルな価格

大型機器の
お問合せ、お見積りはお気軽に
大阪府保険医協同組合へどうぞ

お問合せは、
大阪府保険医協同組合
T E  L 06-6568-2741
FAX 0120-02-9381
担当：田辺・安場まで

心電図

歯科チェア

MRI オートクレープ

AED

エコー

　今回は、「すまい

ん」のご紹介をいた

しました。戸建・マ

ンション等住宅のこ

とはなんでもご相談

ください。セミナー

・相談会等も開催し

ております。

　また、次号では５

月20日の第47回通常

総代会の報告をさせ

て頂きます。宜しく

お願いします。 安

馬肉ダイニング「天馬」

大阪市北区西天満3-11-3

平　日　ディナータイム

　　　　18：00～22：00

　　　　バータイム

　　　　22：00～翌朝5：00

日祝日　18：00～22：00

（２名様以上、ホリデーコ

ースのみ）

電　話　06-6130-7776

※�消費税８％、サービス料

10％が別途かかります。

　�バータイムはチャージ料

が30分500円かかります。

※�尚、ご来店時「組合ニュースを見た」とお伝えいただくと、馬肉

ダイニング「天馬」のみ会計時に20％OFFとさせて頂きます。

　期間は５月25日～８月31日まで。

大阪高等裁判所

大阪市
中央公会堂

堂島川

ファミリーマート
大阪西天満郵便局

大阪辯護士會館

大阪市立西天満小学校

京阪中之島線

地下鉄谷町線

地下
鉄堺
筋線

阪
神
高
速

ココ

なにわ橋

夏のMDC
プレミアムツアーご案内

【旅行企画・実施】
株式会社トラベル日本　大阪支店
〒541-0054　大阪市中央区南本町1-8-14　堺筋本町ビル９階
TEL：06-6271-0388　FAX：06-6271-1020
観光庁長官登録旅行業　第67号
営業時間：月～金　9：30～18：00
総合旅行業務取扱管理者　中井　貴朗
担当　津崎・礒田（いそだ）

新 規
事 業

鳥海山を望む「桑ノ木台湿原」トレッキングと
雲上のお花畑「月山」を散策３日間
日　　時：平成29年７月15日（土）～17日（月・祝）
代　　金：１名178,000円（２名様１室利用）
募集人員：14名　　最少催行人員：10名
添 乗 員：現地添乗員が同行（秋田空港到着～山形空港出発）　　集合場所：伊丹空港

旅のポイント
　鳥海山の３合目付近にある「桑ノ木台湿原」。鳥海山を望みながらのトレッキングが楽
しめます。天気が良いと鳥海山が湿原の水面に映り、逆さ鳥海を見ることができます。
月山の八合目にある弥陀ヶ原湿原。夏には百数十種の高山植物で埋め尽くされます。

その他、同窓会、

グループ旅行、

個人旅行も承り
ます

part.６

呑み食べある記

旅のポイント
　西には霊峰御岳、東には駒ケ岳。他では決して見ることのできない、すばらしい眺望
を誇る中部を代表するリゾートコース「木曽駒高原カントリークラブ」とホテルから歩
いてすぐの木曽駒高原宇山カントリークラブでのプレーをお楽しみ下さい。

標高1000ｍ　さわやかな高原ゴルフ
木曽駒高原CCと木曽駒高原宇山CCで２プレー３日間
日　　時：平成29年７月15日（土）～17日（月・祝）
代　　金：１名97,000円（プレー費別途）
募集人員：16名　　　　最少催行人員：10名　　添乗員：同行致します
集合場所：新大阪駅　　交通機関：JRはゆとりの【グリーン車・禁煙席】

戦略経費の見直しのポイント
〈広告宣伝費〉vol.7

戦略経費は、使い方次第で
医院の利益に直結
　医院における戦略経費は、広告宣伝

費、賃借料の一部（診療用機器やレセコ

ンのリース代等）、教育研修費が主なも

のになります。

広告宣伝費

開業当初からの契約を
更新し続けていませんか
　多くの医院が、問診票に「来院のきっ

かけとなった広告媒体」を選択する欄を

もうけているかと思います。ただ、それ

を集計した、という方は少ないかもしれ

ません。一度集計してみて、「効果が少

なそうなものは契約更新を再検討」して

よいかと思います。

　患者さんが、「医院を認知し」、「興味

をもち」、「新患として行ってみる」、と

いう行動の中に広告媒体は複合的に関わ

ってきます。

　まず認知してもらうためには、道路上

の看板や医院近くの看板の設置を検討す

る必要があり、興味をもち、調べてもら

うためにはWebページの作成・更新を検

討する必要があり、実際に新患として来

院してもらうためにはWebページ上の予

約フォームや予約専用サイトの活用など

を検討する必要があります。

　広告宣伝費は一媒体あたりの金額が大

きいので、不必要なもの、効果測定が不

可能なものなどは再検討の対象にいれ、

定期的に見直すようにしましょう。

　特に医院の少ない地域ですと、立地次

第では自然と患者さんが来院することも

あり広告宣伝費不用な医院もあります。

しかし、競合ひしめく地域では広告宣伝

費はなくてならないものです。より効果

的な広告宣伝を考えていきましょう。

税理士法人第一会計　税理士　　大島　裕

編編 集集 後後 記記
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エステサロンオーナー
の黒田さん　　　　　
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