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ここは貴重な交流の場
回 保険医まつり
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毎月１回発行

2016
医科組合員 4,185人
歯科組合員 3,101人
合計
7,286人
（2016年 9 月20日現在）

前年を超える
10月１日（土）・ ２日（日）に大阪市中央区のマイドーム
おおさかで「第39回保険医まつり」が開催されました。
両日で組合員 ・ ご家族 ・ スタッフの方など総勢2,860人に
ご参加いただき、終始賑やかな保険医まつりとなりました。

総勢

2,860

ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＵＲＬ

06-6568-2741
0120-02-9381
http://e-mdc.jp

！

お楽しみ大抽選会
毎年楽しみに参加しています。抽選・材料コ

・衛生材料等の展示や販売

ーナーをメインに参加しています。

はもちろん、昭和通りと銘

協同組合
中村厚理事長

大阪府保険医協同組合

あたったよ

人参加

今年は、医療機器・白衣

月号

打ってブラウン管テレビや

抽選では、今回のコーヒーメーカーだけでな

丸い卓袱台を置いて昭和の

く、旅行やリンゴの詰め合わせが当たったこと

茶の間を再現。射的やヨー

があります。
抽選のくじ運はあると思います
（笑）
。

ヨー釣りなど縁日コーナー



平野区

山内

信和

先生

を設けるなど和やかな雰囲
気を醸し出し、子ども達だ
けでなく先生方も懐かしい

気持ちになれたと好評でした。
生活ブースでは、今年４月に起こった熊本地震

の立ち見が出て、観客席が少なすぎたかなと反省

の復興支援として熊本物産展を開催。駅弁・空弁

しました。漫才終了後に会場を練り歩いていただ

・有名串カツ店や海鮮丼の実演販売など今年は食

き参加者の先生方と直接、楽しい会話をされてお

が充実し、予想を上回る反響がありました。

られました。

イベントステージにおいては、１日に熊本のPR

各種セミナーでは、医療や生活に役立つセミナ

のためにくまモンが登場。こども達がくまモンと

ーを多数行い、大勢の先生・スタッフの方にご参

一緒にくまモン体操をするなど大喜びする姿が見

加いただきました。

られました。２日はかつみ♥さゆりの漫才。大勢

ご参加の先生方のお話を伺うと「保険医まつ
り」は、お世話になった先生や同

ここ10年くらいは毎年、家族で参加をしてい
ます。材料・Ciメディカルの商品コーナー、お
酒のコーナー、食べ物コーナーを楽しみに参加
しています。

級の先生方と会える貴重な場でも

10年前の保険医ま

あるとのことです。兵庫県からご

つりは材料・機器関

参加されたＭ先生が帰り際に運営

連の業者が多く出展

本部にお立ち寄りいただき、
「医

していましたが、こ

者の世界でこんな充実した催しは

こ最近のまつりはイ

見た事がない」と熱く語られ、運

ベントも充実してい

営事務局としてうれしい限りでし

て家族も連れて来や

た。

すくなりました。ま
た来年も参加したい
と思います。

会員と家族のまつり
浪速区
今年の保険医まつりは文字通り「祭り」 一
色。３階のステージの右側には鮮やかな朱色の

守田由雄先生

のテーブル席を大幅に増やしたが、１時半には
６割方埋まっていた。盛況である。

鳥居が２つ並び、その間が懐かしい昭和の祭り

出店にも新規が多い。淀屋橋の老舗、石原時

の夜店。射的、ヨーヨー釣り、ドラえもん、鉄

計店、 毛皮の専門店もある。 それにメインの

腕アトムのお面の店。

「くまモンコーナー」熊本の名産がずらりと並

オープニングが祭り気分を盛り上げる。有名

ぶ。大阪の特産野菜店、系図の店。

な岸和田だんじり祭りの囃し方５名が揃いの紺

終活関係のブースも２店。２階も盛況。早速

の法被で登場。スクリーンには祭りのクライマ

注文表を書いておられる先生がたも居られた。

ックスが大写しされ、 場面に合わせて演奏す

１階はゴージャスなスポーツカーの勢揃いで

る。 鐘、 太鼓、 横笛が華やかに広がり、 掛け

車好きにはたまらない。中に車椅子対応のワゴ

声、歓声も入るので会場は祭り気分一色に盛り

ン車が交じり時勢を感じる。

上がった。来場者も多い。医師、歯科医師だけ

総じて今年の保険医まつりは「会員と家族の

でなく、家族ぐるみの来場が目立ち、中には３

祭典」
。明日、日曜の多くの来場を期待し、夕

世代８人家族の方も交じる。今年はステージ前

暮れの会場を背にした。
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八尾市
福良

健一朗

先生

セミナー案内
持分有り医療法人の相続・事業承継対策
日
時：11月12日
（土） 14：00～16：00
会
場：大阪府保険医会館 ２階第１会議室
大阪市浪速区幸町1-2-33
問い合せ・申込みは電話番号06-6568-2230、渡邊
まで
実践的不動産相続セミナー
日
時：11月20日
（日） 10：00～
会
場：阪急ターミナルビル17階 ふじの間
問い合せ・申込みは電話番号06-6568-2741、白山
まで

保険医協同組合
11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。
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接みられる貴重な機会になりました。

保険医まつり
「みてある記」

みんなで予防、ロコモ診断
ロコモ診断コーナーでは２日間で約80人のご参
加がありました。
幅広い年齢の方々にテストをして頂き、とりわ
け歯科の会員やご家族、スタッフの皆様が大変興
味を持たれました。

３Ｆ

今回のように気軽に診断できる機会はなかなか

住まいと医院のコーナー

ないので、ロコモを予防していく良いきっかけに
なったと喜んでいただきました。

いつも組合をご利用いただいているＫ診療所の
スタッフの皆さんが、
「住まいと医院の相談コー

１Ｆ

ナー」に来られました。
ご自宅のリフォームや新築について、それぞれ

毎年好評カーフェスタ

保険医まつり１階会場にて、毎年好評のカーフ

相談されたあと、すまいんコーナー内の抽選会で

ェスタを今年も開催致しました。

盛り上がり、とても楽しんでいただいている様子

アウディ、BMW等お馴染みの輸入車からホンダ

で、担当事務局としてとてもうれしかったです。

の福祉車両を含めて、８メーカー15台が揃いまし

住宅に関しては、ドクターだけでなく、スタッ

た。 また、 今年初めて電気自動車テスラを出展

フの皆様も安心して相談できますので、
「すまい

し、その近未来的な仕様に多くの来場者の注目が

ん」＝住まいと医院のコーナーに、来年もどうぞ

景を見せていただきました。

集まりました。かつみ♥さゆりのお二方にも会場

新たな交友関係が生まれたエピソードは、まだ

を練り歩いていただき、写真撮影をされるなど、

まだあります。たとえお一人で参加されても、保

盛り上がっていました。みなさん、写真撮影され

険医まつり会場はとても温かい交友関係が生まれ

たり、各自動車の運転席に座られるなど、終始な

る場所です。来年もどうぞお越しください。

ごやかな雰囲気でした。

お立ち寄りください。

食がアツい！駅弁・空弁コーナー
駅弁・空弁コーナーは担当事務局が企画・選定
から販売までとすべて行い、理事の先生方のご意
見も頂戴しながら『食がアツい！』のコピーに応
えるために素人ながら奮闘しました。早々に完売
という予想をはるかに上回る結果になり、担当事

お酒が結んだ、新たな交友

務局としては日頃とは違った達成感を味わうこと

今回、お酒の試飲販売コーナーで生まれた交友

い気持ちで一杯です。また、日頃なかなかお会い

が出来ました。買えなかった先生方には申し訳な

Ｔ先生とＫ先生は、ふたりともお酒を飲まれま

が、美味しかったですよ』
『これどこの駅弁？』

す。事務局は、両方の先生を知っていますが、先

『○○駅です。珍しいですよ』とか、会話をしな

生同士は見知らぬ仲。そんなＴ先生とＫ先生が、

がら販売ができて楽しかったです。

同じ時間帯にお酒のコーナーに来られました。日

来年は保険医まつり40周年の節目なので「来年

本酒の試飲ブース前で、売り子の軽快な話術に乗

も駅弁・空弁コーナーを！」と、思っていただけ

せられ、次々と試飲しながら、和気合いあいとし

る先生方がいらっしゃれば、組合へご意見いただ

た雰囲気に…。

けたらうれしいです！

その後、試飲コーナーを出られ、立飲みバーコ

２Ｆ

ーナーにそれぞれが立たれました。最初こそ離れ

杯」とＫ先生にお酒をプレゼントされ、いつの間

生を講師に招き、
「周術期医療 ・ 医科歯科連携に

今年の保険医まつりでは２階の特売会場にてさ

おける歯内 ・ 歯周治療」 と題した講演会を行な
い、当日は48人の方にご参加いただき、盛況のう

けるコーナーをつくりました。

ちにセミナーは終了しました。

頃価格の白衣や各種消耗品がセールになっていた

今回、
薬品では二つのセミナーを開催しました。

事務局冥利につき

でいい機会になったようです。また恒例の歯科検

る、ほほえましい光

診コーナーでは、お子様にも参加していただきま
した。

のでスタッフの皆様にも見ていただきました。医

「感染管理セミナー～なくしたい消毒剤のムリ

科では現金即売コーナー、歯科では来場者特典の

とムダ～」には67人、
「歯科で必要な救急医薬品の

持ち帰り商品が大変好評でした。組合コーナーで

知識」
には80人の先生方に参加していただきました。

は血圧計や携帯型エコー、音声入力ソフトその他
商品を特別価格でご案内したほか、人気商品を直

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！！
す！
詳しい内容については、パンフレット「ゴル
ファー保険のご案内」をご請求ください。
まずは、大保協商事株式会社（大阪府保険医

たら…。
そんな不安を少しでも解消して、ゴルフを楽

い。

しみませんか？
そんな時は、大阪府保険医協同組合のゴルフ
組合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
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三井住友海上火災保険株式会社
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対象とした展示会は皆無であった
と聞いておりますので、当まつり
がその先駆けだと思います。

「第39回保険医まつり」にご参

今回の協同組合ニュースを発行

加いただきましてありがとうござ

するにあたり、まつり会場でイン

います。

タビューやお写真を提供していた

お陰様で、大盛況で終えること
ができました。
保険医まつりは、39年前に「協

TEL 06-6568-2741【担当：森田】
引受保険会社：

ァー保険!!!

協同組合ニュース10月号_02.indd

協同組合・保険共済部内）まで、ご連絡くださ

どちらも好評で、セミナー後の質疑応答も盛ん
に行われました。

編 集 後 記

趣味でゴルフをされている皆さまへ

大切なゴルフクラブがゴルフ場で盗難にあっ

薬品

特に盛況だったのは白衣の即売会でした。お手

「感染管理セミナー～なくし
たい消毒剤のムリとムダ～」
「歯科で必要な救急医薬品の
知識（救急医薬品販売）」

健康チェックコーナーではたくさんの先生にお
越しいただきました。普段はチェックできないの

てケガをさせたら…。

大阪歯科大学口腔治療学講座教授の前田博史先

特売会場で人気商品チェック

の知り合いのように…。お酒の企画担当として、

万一、ご自身が打ったボールが他人に当たっ

保険医まつり歯科特別セミナーとして協同組合
歯科部会主催のセミナーが行われました。

にか隣で仲良く酌み交わされていました。昔から

ゴルファー保険

「周術期医療・医科歯科連携
における歯内・歯周治療」

まざまな商品を展示し、来場者に楽しんでいただ

た場所におられましたが…。
Ｔ 先 生 が 店 員 に 頼 ん で、
「あちらの先生に一

セミナー報告

歯科

できない先生方と、
『どれがおススメ？』
『これ

関係のエピソードを紹介します。

同組合まつり」
（第35回から「保

だこうと決めたのはいいのです
が、当日は大忙しでインタビュー
で失礼は無かったかと心配してお
ります。

険医まつり」に名称変更）として

今回、ご協力いただきました組

第１回が開催され、今日に至るま

合員の先生・ご家族・スタッフ・

で毎年開催され続け39回目になり

関係者の方々に心より感謝申し上

ました。当初の大阪は医療機関を

げます。

ま
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