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政治・経済・憲法と暮らし
～おばちゃんの目線から～

大阪府保険医協同組合 第47回通常総代会 記念講演が決定！
前号まで「大阪府保険医協同組合」の歴史を連
載致しましたが、その通常総代会が今年47回目を
迎えます。

［総代員の先生方へ］
通常総代会は、今期の活動報告・財務状況・来
期の活動方針や予算等を承認・決定する協同組合

通常総代会開催前に、
「政治 ・ 経済 ・ 憲法と暮

総代員の先生方には、５月初旬までに「議案書

国際大学准教授の谷口真由美先生を招いて記念講

・ご出席確認・書面議決書・委任状など」の書類

演をしていただくことになりました。

をお送り致しますので、必ずお目通しくださいま

谷口先生は大学教員のかたわら、“庶民目線の

2017

として、一番大切な会議となります。

らし～おばちゃんの目線から～」と題して、大阪

すよう、お願い申し上げます。
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毎月１回発行

医科組合員 4,184人
歯科組合員 3,104人
合計
7,288人
（2017年３月20日現在）

月号

大阪府保険医協同組合
ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＵＲＬ

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

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

セミナー案内

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

保険共済部セミナー
「資産を残すために今、何をすべきか？～キーワ
ードは資産の法人化～」
講 師：柴田 昇 先生
（
税理士法人 SBCパートナーズ 代表社員
税理士）
「資産を増やし、資産を多く残す方法～キーワー
ドは生命保険活用～」
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：５月28日
（日） 14：00～16：00
会 場：OMM２階 貸会議室203
（大阪市中央区大手前１－７－31）
参加費：無料
問合せ：保険共済部 TEL 06-6568-2230
担 当：渡邊

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。
また、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。もちろん、日本のメディアにも数多く出演
されており、憲法・政治・人権・秘密保護法など
について、各新聞で有識者としてコメントを求め
られることが多くあります。
大学では授業遅刻防止のために始めた「DJマユ
ミ」が好評で、出席カードの裏に書かれた恋愛相
談に答える講義が名物となり、大阪大学共通教育
賞を４度も受賞されました。
今回は、どのような形で「オッサン社会」に愛
のこもったシャレでツッコミをいれていただける
のか？…たのしみです。

行事案内

谷口真由美先生

第47回通常総代会記念講演
「政治・経済・憲法と暮らし」
～おばちゃんの目線から～
日 時：５月20日
（土） 14：00～15：30
講 師：谷口 真由美 先生
会 場：大阪府保険医協同組合会館５階
Ｍ＆Ｄホール
問合せ：06-6568-2741
担 当：清水・村上

（大阪国際大学准教授・大阪大学非常勤講師・
全日本おばちゃん党代表代行）

［経歴］
1975年

大阪生まれ。
父は元近鉄ラグビー部コーチで、
母が寮母だったため、近鉄花園ラグビー場内
で育つ。

1997年

大阪国際大学政経学部卒業（国際人権法）

1999年

和歌山大学大学院経済学研究科修了修士（経

第47回通常総代会
日 時：５月20日
（土） 15：45～17：15
会 場：大阪府保険医協同組合会館５階
Ｍ＆Ｄホール
問合せ：06-6568-2741
担 当：清水・村上

済学）

2004年

大阪大学大学院国際公共政策研究科修了博士
（国際公共政策）


2013年

保険医協同組合
５月休業日のお知らせ

法政大学現代社会法研究所客員研究員

第46回通常総代会の様子

日程 2017年５月20日（土）14：00～15：30

ゴールデンウィークはカレンダー通りです。
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。

場所 大阪府保険医協同組合会館 ５階M&Dホール

※記念講演のお申込みにつきましては、郵送・FAX等でご案内させていただきます。講演会終了後、
「第47回通常総
代会」を15：45から開催いたします。

の為に
大切なご家族
んか？
考えてみませ

グループ保険（団体定期保険）

開業医に必要な三大共済の一つであるグループ保険（万が一の場合
の死亡・所定の高度障がい保障）についてご案内します。

・共済制度だから安い掛け金、手厚い保障
・70歳まで新規加入可能
・配偶者・子供（22歳まで）もあわせて加入できる
・医師の診査ではなく、健康状態等の告知による書面での申し
込み手続き
・最大9,000万円の高額保障
・ライフプランに合わせて毎年保障額の見直し可能

お支払事例
年齢

大阪

過去

２年

支払件数

14件

保険金（万円）

保険金請求理由

死亡（高度障害）原因

40代

9,000万

死亡

がん

50代

9,000万

死亡

がん

60代

保険種類

5,000万

死亡

がん

5,000万

高度障害

脳出血

60代

2,000万

死亡

脳梗塞

70代

1,600万

死亡

がん

60代

掛金

グループ保険

保険金額と月額保険料
35歳まで

36～40歳

41～45歳

46～50歳

男性

8,960円

12,130円

16,700円

24,800円

女性

5,340円

9,230円

11,540円

16,020円

男性

3,760円

5,080円

7,000円

10,400円

女性

2,240円

3,880円

4,840円

6,720円

男性

1,880円

2,540円

3,500円

5,200円

保険のお問合せ・ご相談は

女性

1,120円

1,940円

2,420円

3,360円

大阪府保険医協同組合・保険共済部（TEL 06-6568-2230）まで、ぜひお問合

男性

940円

1,270円

1,750円

2,600円

女性

560円

970円

1,210円

1,680円

※ただし、健康状態等によっては保障額を増額できない場合があります。

9,000万円
4,000万円
2,000万円

せお願い致します。
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電力小売りの完全自由化から４月で

電力小売完全自 由 化 か ら １ 年
新電力のキーワードは 簡単 手軽

１年を迎えます。
一般家庭向けの新規参入が可能にな
っ たことで、 消費者が「電気を選べ
る」時代になりました。しかし、いざ
切り替えとなっても「既存電力との違
い」が分かりにくく、様子見をする向
きがほとんどです。コスト削減につな
がる新電力とは――。
協同組合が昨年の保険医まつりより
提携し、案内をしている「Ci電たる」
は、 株式会社エネット（NTTファシリ
ティーズ、東京ガス、大阪ガスが2000
年に設立）より供給を受けており、送
電網は既存の電力会社のものを使用。
万が一エネットの発電所が停止した場
合も、電力会社が不足分を補填する契
約を交わしており、停電することはあ
りません。
安定供給の強みを生かし、エネット
は15年連続で新電力シェアNo.1となっ
ています。
また、Ci電たるの特徴として、100V
だけではなく動力向けの200Vにも対応
している点です。切り替えを検討する
際に懸念材料とされている契約期間の
しばりや、解約違約金なども一切発生
しません。現在、歯科医院の契約件数

協同組合を
ぜひご利用ください！
協同組合では日々の診療に必要な医薬品、医科
・歯科材料、医療機器、生活関連商品、保険共済
など医院経営に必要な商材をワンストップで取り
扱っております。
保険医協会会員で組合未加入の方は１口１万円
の出資金が必要（ただし、出資金は退会時にお返
しします）です。まだ組合にご加入されていない
先生は加入されてからのご利用をお願いします。
同組合歯科部会の先生方の中でも既に

ぜひ一度ご連絡ください。

切り替えを行なわれた医院もあり、

連絡先 TEL 06-6568-2741（代表）。

「電気料金が安くなった」と喜んでい
ただいています。

ご利用方法

新電力への関心を持ちながらも、切

電話、FAX、 インターネットで注文を受け付

り替えに踏み切れていない方も、この

けております。詳細は共同購入案内をご覧くださ

機会に一度、無料シュミレーションを

い。

されることをおすすめします。
現在、協同組合より無料シュミレー

※医薬品共同購入案内は毎月発行しております。

ションにお申し込みいただき、ご成約

組合員かわからない場合は上記の番号までお問

いただくと、もれなく金沢ご当地デザ

い合わせください。詳しい内容はホームページ

インのスターバックスギフトカード

にも記載しております。

（2000円相当）をプレゼント（６月末

は４万件に達しています。

役に立つセミナーなど、随時情報を更新してお

迄）いたします。

協同組合でも昨年来、医科・歯科問

りますので、ぜひご覧ください。

わず、無料シュミレーションのお申し

大阪府保険医協同組合

お申し込みはFAX 0120-02-9381迄

込みをたくさんいただいています。協

検索

お電話でもお気軽にお問い合わせく
ださい（06-6568-2741

呑み食べある記
part.５

鉄板鍋 瓦焼

（わろん）

事 業

す。牡牛と比べて脂が溶ける沸点が違うので、しつ
こくなくさっぱりとした脂の旨みが味わえます。ま
た、お肉は全て部位ごとの特徴を存分に味わってい
ただくため、注文してからオーナー自らが、一枚一
枚丁寧にカットしていくので、少々時間を要します
が、お楽しみに。
和侖は、味はもちろんですが、お値段も納得でき
て何度も行きたくなること間違いなし！ 取材をさ
せていただいた事務局が自信をもっておすすめ致し
ます！ 年に数回、チャンピオン牛（品評会で１位
の栄誉に輝いた牛）を仕入れることがあるという。
運が良ければ食べるチャンスがあるかも？
鉄板鍋と瓦焼
和侖（わろん）WARONG
大阪市平野区喜連2-5-90
２Ｆ（１Ｆサーフショップ
が目印）
営業時間：17：30～25：00
（ラストオーダー 24：00）
定休日：火曜・第３水曜
電話 06-6705-3860
（事前にご予約ください）
喜連瓜破駅から徒歩４分

大阪市立喜連中学校

ライフ

ジョリーパスタ

洋服の青山

喜連瓜破
イオン喜連瓜破
ショッピングセンター

※
尚、ご来店時「組合ニュースを見た」とお伝えいただくと、お一
人につき食後のアイスクリームをサービス！

編 集 後 記

夏のMDCプレミアムツアーご案内

桜舞う新年度は、協同

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

Ａ

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。
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ココ
（1Fサーフショップ）

地下鉄谷町線

新 規

わり抜いた新鮮な素材
は、日によって仕入れる
部位が違うとのことで、
本日のおすすめコースを
いただきました。和侖で
は「○○円でお願い」と
金額を伝えると、それに
合わせたおすすめコース
をオーナーがチョイス（4,000円位～）
。
本日コースのメインは瓦の上でお肉や野菜を焼く
というこだわりの瓦焼でした。出てきてビックリ、
写真では伝わりきらないほどのボリュームです。低
温でじっくり焼くことによってうまみが凝縮され、
お肉本来の味がしっかりと楽しめます。特製のタレ
でいただくのも美味しいですが、わさびと塩の相性
も抜群です！ そのほかにも黒タン元（黒毛和牛の
タン元）の薄造り、黒毛和牛三角バラの炙り、出汁
がきいた鉄板鍋、締めの
ちゃんぽん麺までおいし
くいただきました。これ
は文句なし、大満足のコ
ースでした。
こだわりの秘訣とし
て、和侖で取り扱ってい
るほとんどが牝牛なんで

阪神高速

今回は、地下鉄谷町線喜
連瓜破駅から徒歩約４分の
場 所 に あ る「 和 侖（ わ ろ
ん）WARONG」へお伺いさせ
ていただきました。もとも
と精肉問屋で修業を積んだ
オーナーの松村さんが10年
程前に開いたお店で、鉄板
鍋と瓦の上でお肉を焼くと
いう珍しい瓦焼のお店で
す。店内は全席44席からな
り、座敷、掘りこたつ、テ
ーブルから構成されていま
す（大小宴会も可）
。
一切の妥協がない、こだ

担当：沖田）

2

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

Ｂ

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】
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。

、
その他、同窓会
、
グループ旅行
す
ま
り
承
も
行
個人旅
【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）

組合でも人事異動があ
り、新体制で出発するこ
とになりました。今年度
もご利用していただく組
合員にとっ て、
「協同組
合があってよかった」と
思っ ていただけるよう
に、組合事務局一丸とな
って努力していきます。
その一端として、今号
では電気事業のご紹介を
させていただきました。
ぜひ、
無料シュミレーショ
ンをご利用ください。沖
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