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毎月１回発行

医科組合員� 4,183人

歯科組合員� 3,103人

合計� 7,286人

（2017年２月20日現在）
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セミナー案内

掛　康孝
（前事務局長）

第47回通常総代会 記念講演のご案内

多くの関係者がお祝いに駆けつけました。

　この新会館を足掛かりに、2007年７月からイン

ターネットによる共同購入利用（Web共同購入）

の開始、2008年７月からは完全配送宅配に移行、

商品企画に専念する事務局を増やしました。

　2009年５月に第39回通常総代会にて現中村厚理

目、東日本大震災が発生。協同組合では、M&Dネ

ットワークのシステムの強みを生かし、被災地３

県への医療物資の供給について保団連を窓口にし

ておこなうことができました。

　今年は協同組合設立から45年、保険医まつり40

周年の節目を迎え、共同購入、保険共済、生活関

連などの各事業をさらに発展させるため、協同組

合ニュース復活を手始めに保険医協会としっかり

力を合わせ、全国的な展開も視野に事業を拡大し

ようと進めています。� （Ｋ）

� おわり

事長が就任、新しい標語「安心・信

頼・満足を届けたい」を決定。理事

・事務局の１泊学習セミナーも19

年ぶりに開催しました。その間、他

府県への販売「M&Dネットワーク事

業」を未参加の保険医協会に働き

かけ、その後全国30以上の保険医

協会会員に共同購入の案内をし、

商品供給することになります。

　新体制２年目の2011年３月11

日、阪神・淡路大震災から16年

目、その間多くの先生方・先輩事務局から

生き方、保険医運動などを学び、医療・健

康・生き方についての認識が養われたと思

っています。山あり谷ありの40年でした

　３月15日付けで定年

退職いたします。長い

間お世話になりまし

た。1977年に入局して

以来、 ちょうど40年

が、この経験を生か

し、定年後も新たな

スタートとしていろ

いろな活動への参加

と人間的成長に努力

していきたいと思い

ます。

　大阪府保険医協同組合の通常総代会が、今年47回目

を迎えます。その記念講演として、「政治・経済・憲

法と暮らし～おばちゃんの目線から～」と題して、大

阪国際大学准教授の谷口真由美先生を招いて、下記の

日程で講演をして頂きます。

　谷口先生は大学教員のかたわら、“庶民目線の政

治”を訴えるために「全日本おばちゃ ん党」 を

FaceBookで立ち上げられました。目的は、おばちゃん

たちの底上げと、オッサン社会に愛とシャレでツッコ

ミをいれること。おばちゃん目線で、オッサン政治を

チェックしながら問題提起

を続けられ、現在党員は世

界各地で5,500人を超えて

います。世界のメディアか

らの注目が高く、仏紙リベ

ラシオンのポートレイト欄

に紹介されたほどです。

　今回はオッサン社会に対し、どのように愛とシャレ

でツッコミをいれていただけるのか大変楽しみな記念

講演になると思います。

　1991年は国際的には節目の

年、1986年から始まったバブル

経済は1991年３月に崩壊、その

後の経済不況が始まった年でし

た。また世界の政治の動きで

は、それまで世界を二分してい

た冷戦体制の一方の大国ソ連

が、12月にゴルバチョフ首相の

退陣と同時に崩壊しました。

　そういった国際的な変化に影

響されながら、日本経済は低迷

し、不良債権問題などによる金

融危機の時代を迎えます。また

社会保障・医療は自民党政権の

「臨調行革」路線によって総額削

減の方向に進んでいきました。

　保険医協同組合も患者受診抑制、診療報酬削減

など、医院経営の厳しさと協同組合自体の経営も

かならずしも順風満帆とはいかない状況で、経営

改革が急務でした。

　そんな中1995年１月17日に阪神・淡路大震災が

発生。阪神地域は甚大な被害を受けましたが、協

同組合では医薬品・医療材料・水など、全国から

送られてきた支援物資の配送を、全事務局が一丸

となっておこないました。２月には、当時の木村

弥太郎理事長・宇恵専務理事が海上ルートで兵庫

県保険医協会を訪問。激励と支援金の手渡しをお

こないました。

　その後協同組合販売システムの改革を何度か繰

り返し、経営の安定に努力しました。

　2004年に、それまでも温めてきた課題として独

自会館建設が浮上し、その具体化に努力する中、

隣接地の売却による土地の確保が実現し、まもな

く建設が始まりました。2005年２月28日に協同組

合会館が完成。３月19日に落成披露宴を開催し、

ドクター向け相続セミナー

「知らないと損する上手な財産継承ノウハウ」

日　時：４月９日（日）　10：00～12：00

会　場：阪急ターミナルビル17階

　　　　�（大阪市北区芝田１－１－４）

講　師：寺西　雅行　先生

　　　　�（株式会社相続ステーション®代表取締

役・税理士・行政書士・FP）

参加費：無料（60名様限定）

問合せ：保険共済部　TEL 06-6568-2230

担　当：渡邊

個別相談あり

①４月15日（土）PM　　②４月16日（日）AM

③４月16日（日）PM　　④その他・平日等

お問合せは06-6568-2230

保険共済部　内原・寺内まで

協同組合会館完成祝賀会

第38回保険医まつりのイベントで、大盛り上がりの客席

協同組合会館建設、
さらなる事業の発展をめざす

1991年～2017年春

シリーズ　協同組合とはなにか？　Vol.４

保険医協同組合
４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。

定年退職に
あたって　

日程　2017年５月20日（土）14：00～15：30
場所　大阪府保険医協同組合会館　５階M&Dホール
※お申込みにつきましては、後日FAX等でご案内させて頂きます。
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おでん　おぐら
　今回は、昨年12

月にオープンし

た、北区堂島にあ

る「おぐら」を訪

問しました。おで

んと、美味しいお

酒、そして粋な肴

を楽しめる素敵な

お店です。入口を

入るとカウンター

が８席あり、その

奥にゆったりとテ

烹のよう。

　メインのおでんは、

トマト、レタスの入っ

た、だしたっぷりのヘ

ルシーおでん。色鮮や

かで食欲をそそりま

す。トマトに黒こしょ

うがふってあったり、

ーブルが３台（13席）あります（少人数の宴会な

どに重宝しそう）。

　オーナーの小椋さんは、和食一筋に経験を積ん

だ方です。西天満の有名店で料理長を６年も務め

られたそうで、お店の雰囲気も静けさの中に技の

ある感じです。話を聞きながら、まずは１杯と出

されたのが、ヱビスマイスターの生ビール。同時

に出された突出しは、目にも楽しく器に４品も並

んでいます。飾と間違えた「食用ほおずき」は、

別名ストロベリートマトというらしく、小椋さん

にミニ知識を授かりながら食しました（甘酸っぱ

く、未経験な味）。続けて、お造り盛り合わせ。

本マグロ、でんすけあなごのあぶり焼きなど、一

品一品が丁寧で、おでん屋さんというよりは、割

レタスにゴマがのっていて、とても美味。また、

大阪でここにしかないおでんのネタ「南部せんべ

い」は、せんべい鍋からヒントを得た、おぐらオ

リジナル。食感をのこしつつ出汁に浸かった懐か

しい味で「食べるべき一品」です。

　この日は、他に鹿児島産の牛ヒレ肉や、今が旬

の山菜の天ぷら、帆立と筍の木の芽和えなどいた

だきました。お勘定が気になるところですが、基

本のお任せコースはお料理だけなら5000円くらい

からとのことで、それに酒代がプラスされるだけ

なので、新地にありながら、リーズナブルと言え

るのではないでしょうか（予約で鍋料理も可能）。

　この日はビールの他、オーナー厳選の廣戸川と

いう日本酒もいただきました。吟醸香を感じなが

らしっかりとしたコクも楽しめ、特注グラスもと

ても素敵でした。日本酒の他に、焼酎やワインも

ありますので、その日の気分で

オーナーにご相談ください。

part.4

　今号で「大阪府保険医協同組合」の連載記事は

終了です。今後、継続的に発展していく協同組合

の活動に対し、全国の先生方のご指導をよろしく

お願い致します。

　また、３月15日に定年退職された掛さん、40年

間お疲れ様でした。あとに残る我々も掛さんから

学んだ事を忘れず、保険医運動と共に協同組合を

着実に伸ばしていく事を誓います。� ま

編編 集集 後後 記記

運営経費の見直しの
ポイント〈地代家賃〉vol.6

　開業から長期間が経過している医院では、

現在の相場・適正価格とかけ離れた金額の地

代・家賃を払い続けているケースがありま

す。

　経費削減策の中でも、賃料削減には経営に

悪影響を与えるデメリットがありませんの

で、積極的に交渉を行いましょう。

　交渉の際には路線価や公示地価、周辺のマ

ーケット賃料などの具体的な資料を提示する

と効果的です。周辺のマーケット賃料につい

ては、対象不動産の近隣の不動産屋に確認を

することができます。また、不動産価値の大

きな物件の場合には、不動産鑑定士に相談す

る方法もあります。

〈地代家賃の前払いによる節税〉

　翌年にサービスを受ける費用を今年中に支

払った場合には、前払費用として今年の経費

　酒販利用の組合員

参加企画の一環とし

て、ワインディナー

を開催しました。

　インターコンチネ

ンタルホテルという

こともあり、お申込

みが多く、あっという間に定員一杯となりまし

た。今回は「フランス対アメリカ」というテーマ

で、日本未輸入ワインが自由に飲める試飲会から

始まり、T&Cサービス渡邉ソムリエ（11月号呑み

食べある記で紹介）の解説付きフレンチディナー

まで、密度の濃い２時間をたっぷり堪能していた

だきました。

　王道フランスワインは上品な香りと旨み、人気

上昇のカリフォルニアワインは率直に美味しくコ

ストパフォーマンスが抜群でした。両者とも良い

持ち味があり、なんとも甲乙つけがたし。

　「ワインは楽しく♪」今回の対決に勝ち負けは

ありませんでした。次回も乞うご期待。

　前回ご案内させていただきました旅行プランを、再度紹介いたします。どのプランもご予約

が難しいゴールデンウィーク中の国内旅行で、ご満足いただける内容になっています。詳細は

協同組合ニュース２月号、または協同組合ホームページ、チラシをご覧ください。ぜひご夫婦

で、ご家族で、または気の合った仲間とお楽しみください。

から除外するのが原則ですが、一定の条件を

満たすものについてはその支払時に経費処理

することが認められています。

　したがって、たとえば家賃を１年分前払い

した場合には、賃貸借契約が「継続的」な契

約で、「１年以内」の前払い分で、「継続的に

経費処理する」という条件を満たせば、一括

して今年の経費に算入することが認められま

す。

条件

①�一定の契約に基づき継続的に役務を受ける

こととなっているものであること

②�その支払った日から１年以内に提供を受け

る役務にかかるものであること

③�継続的に支払事業年度において経費処理し

ていること

④�収益の計上と対応させる必要があるもので

ないこと

税理士法人第一会計　税理士　　大島　裕

おぐら

大阪市北区堂島1-3-9

日宝堂島センタービル

Ｂ１

定休日　日・祝

電　話　06-6147-6654

呑み食べある記
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“花嫁のれん号”と「加賀屋別邸松乃碧」
「加賀屋雪月花特選階」３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　大人／２名１室
加賀屋別邸　松乃碧　　１名218,000円
加賀屋　雪月花特選階　１名238,000円
募集人員12名　添乗員同行

湯量溢れる上林ホテル仙壽閣と
2016年オープンの
軽井沢マリオットホテルに泊まる３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　大人／２名１室　１名188,000円
募集人員12名　添乗員同行

充実のテーマパーク
「ハウステンボス」３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　別途　お問い合わせください。
募集人員14名　添乗員なし

富士桜カントリー倶楽部と
富士クラシックにてプレー３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　大人／２名１室　１名138,000円（プレー費別途要）
募集人員16名　添乗員同行

MDCプレミアムツアー（GW特集）

お問い合わせ・お申し込み先は
株式会社トラベル日本　大阪支店
TEL 06-6271-0388　FAX 06-6271-1020
担当　津崎靖弘／磯田幸子
申し込み期限については、お問い合わせ下さい。

歴史の新潟路と
世界遺産「日光の社寺」の３日間
日程　５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）
旅行代金　大人／２名１室　１名228,000円
募集人員14名　添乗員同行
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新 規
事 業

ワインは楽しく
プレミアムワインディナーに45人が参加2・18

　尚、2017年４月末日まで、ご

来店いただき「組合ニュースを

見た」と申請くださると、生ビ

ールを１杯サービスします。
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