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毎月１回発行

医科組合員� 4,177人

歯科組合員� 3,104人

合計� 7,281人

（2017年５月20日現在）

元林新理事から一言

谷口真由美氏の講演に
100人が聞き入る

きました。長時間になりましたが、全議案に対し

て賛成多数で無事終了しました。

　役員改選では、留任理事16人と新たに平野区で

産婦人科内科を開業されている元林和彦先生が新

理事に選出されました。

　2017年度も事務局一同、協同組合事業を発展さ

せ先生方のお役に立てるよう、よりいっそう尽力

致しますのでご指導のほど、よろしくお願い申し

上げます。

した。

　今年は役員改

選と定款変更の

議案もあり議事

も多く、事業報

告に対して総代

員からの厳しい

ご意見もいただ

　今年度理事に選出されま

した。兵庫医科大学卒業、

現在平野区で産婦人科内科

を開業しております。趣味

はワインです。これからも

よろしくお願い致します。

　５月20日（土）、協同組合会館５階Ｍ＆Ｄホール

にて第47回通常総代会が開催されました。

　開催前に「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

谷口真由美先生の記念講演が行われました。さす

がに全日本おばちゃん党代表代行だけあり、歯に

衣着せぬ絶妙な講演に100人を超える参加者が聞

き入りました。講演終了後には来場者との記念撮

影も快くお受けされていました。

　その後、第47回通常総代会に移り康勲先生が議

長に選出されました。総代の先生36人のご出席を

いただき、書面議決書47部と委任状18部のご提出

を受け、康勲議長が第47回通常総代会の成立を宣

言されました。

　当協同組合の中村厚理事長の挨拶に続いて物故

者黙祷。来賓の大阪府保険医協会 高本英司理事長

と大阪府歯科保険医協会 小澤力理事長のご挨拶

を頂戴しました。組合利用と協同組合ニュースに

も触れていただき協同組合として最高のご挨拶で

保険共済部セミナー

第一部

「規定は作成していますか？　退職金是認のため

に整えるべき要件とそのメリットの全てを公開」

講　師：矢部　恭章　先生

　　　　（税理士法人ゆびすい　社員税理士）

第二部

「退職金積立を節税しながらできるのは生命保険

しかない！　全額費用化することのできる新商品

の解説」

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：７月９日（日）　14：00～16：00

会　場：大阪市浪速区幸町1－2－34

　　　　（大阪府保険医協同組合３階会議室）

対　象：�大阪府保険医協同組合の組合員と、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

保険共済部セミナー

「知らないと損する上手な財産継承ノウハウ」

～ドクター向け相続対策～

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）

日　時：７月９日（日）　10：00～12：00　

会　場：兵庫県神戸市中央区琴ノ緒５－4－8

　　　　 TKP三宮ビジネスセンター2階（三宮駅

から徒歩2分）

参加費：無料（60名様限定）

個別相談あり（予約制）

日　時：①７月22日（土）PM　②７月23日（日）AM

　　　　③７月23日（日）PM　④その他・平日等

会　場：大阪市北区芝田1－1－4

　　　　 阪急ターミナルビル8階「相続ステーシ

ョン」

問合せ：保険共済部　TEL　06-6568-2230

担　当：岸本
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保険医協同組合
７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。

第47回通常総代会開催
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鶏料理　せせり

第４回 夏の特売会

組合員感謝祭
開催日時
開催場所

医科組合員感謝セール
日程変更のお知らせ

送料規定変更のお知らせ（2017年９月１日から変更）

※大阪府下の組合員は１回の注文金額合計が3,000円以上（税別）は無料

８月31日まで大阪府下の組合員は2,500円未満（税別）の場合、500円（税別）のご負担

９月１日より3,000円未満（税別）の場合、500円（税別）をご負担いただきます

医科組合員感謝セール日程
（医科、歯科同時開催）

７月１日（土）～７月31日（月）の１か月間

８月５日（土）
保険医協同組合会館
５Ｆ M&Dホール／３Ｆ 会議室
〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-34
※駐車場はありませんので、公共交通機関のご利用を
　お願いいたします。

13：00～18：00

いつもの消耗品から、気になる診療機器まで一斉に展示！！

夏のMDCプレミアムツアーご案内

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）

　例年６月に「医科組合員感謝セール」を開催し
ておりましたが、今年度は諸般の事情により７
月に医科・歯科同時にセールを開催致します。
　組合員、M&D会員のみなさまにはご不便を
おかけ致しますがご理解ご協力の程よろしくお
願い致します。

　運送費の値上げにより、下記のとおり2017年９月１日から送料規定を変更せざるをえなくなりました。誠に申し訳ご
ざいませんが、新しい送料規定は下記のようになります。

その他、同窓会、
グループ旅行、

個人旅行も承ります

見舘さん曰く

「こだわらな

いことが、こ

だわり」と。

　この日のコ

ースで頂いた

鶏肉も和歌

山、岡山、熊

　今回は、北新地にある鶏料理の有名店「せ

せり」さんへお伺いしました。店内は10席程

で、まさに大人の隠れ家といった雰囲気。

　開業は12年前。コース料理が基本ですが、

内容はその日の食材の仕入れ具合によって変

わります（他に焼き鳥のみのコースも有）。

　鶏の美味しさはもちろん、オーナーの見舘

さんが産地に直接赴き仕入れてきた野菜が絶

品。決まった仕入れ先をあえてつくらず、その

時期によって仕入れ先を変えているそうです。

本などの鶏。翌日からは淡路島の鶏を出すと

のこと。コースの内容も多種多彩。前菜では

無色透明で一口飲めば濃厚なトマトジュース

にびっくり。野菜を中心にした独創的なメニ

ューが続きます。鶏肉は噛めば程よい弾力が

あり、旨みが詰まった絶妙な焼加減。〆には

鶏ガラスープに塩胡椒のみで味付けされたラ

ーメン。すっきりと

した味わいで、最後

まで、「せせり」さ

んの鶏料理に魅了さ

れました。お店自慢

の品数豊富なワイン

も料理を一層引き立

てます。

　ぜひ一度お立ち寄

りください。

part.7

　今年の通常総代会は２年に１度の役員改選と定

款改正もあり長丁場でした。

　永年表彰では、大阪市北区の辻一郎理事が30年

表彰、寝屋川の真野史郎副理事長を始め、５人の

理事・監事の先生方が10年表彰されました。永い

間ありがとうございます。今後ともよろしくお願

い致します。� ま

編編 集集 後後 記記

せせり

住　所

大阪市北区堂島1-5-35

大阪屋堂島ビル１Ｆ奥

TEL　 06-6342-6617

店長　見舘　尚史

営業日

［月～金］18：00～翌２：00

［土］  　18：00～22：00

夜10時以降入店可

定休日　日曜・祝日

※�予約で席が埋まることが多いので、事前にご予約をお奨めし

ます。

呑み食べある記

大阪駅前第１ビル

地
下
鉄
四
つ
橋
線

大阪駅前第３ビル

JR東西線

ファミリーマート

堂島アバンザ

ホテル
エルセラーン大阪

堂島グランドビル

ANAクラウンプラザホテル大阪

ココ

北新地

　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。

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
旅行期間：７月15日（土）～17日（月・祝）
旅行代金：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：現地添乗員が同行します
　　　　　（秋田空港到着～山形空港出発）
集合場所：伊丹空港

　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木曽駒高原宇山CCで
２プレー３日間
旅行期間：７月15日（土）～17日（月・祝）
旅行代金：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】

　尾瀬では盛夏でも日中の最高気温が25℃を超えるこ
とがほとんどありません。
　尾瀬沼周遊はほぼ平坦な道で湿原と林道が交互にあ
り、それぞれ違った花・雰囲気を楽しめます。

※最少催行人員に満たない場合は、中止の可能性もございます。また、旅行代金は、それぞれ１名様の代金です。

夏がくれば思い出す♪
爽やか尾瀬沼ハイキング３日間
旅行期間：８月11日（金・祝）～13日（日）
旅行代金：168,000円（２名様１室利用）
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：伊丹空港
交通機関：往路：航空機
　　　　　復路：東北新幹線・東海道新幹線
※�東北新幹線は指定席・東海道新幹線はグリーン車
利用

１

２

３

新 規
事 業

　夏山展望リフト「スカイライナー」と「スカイパノ
ラマ」の２本のリフトを乗り継いで1925ｍの車山山頂
まで約15分。上りは高原の風景を楽しみながら、下り
は眼下の白樺湖・蓼科山などを見渡す雄大なパノラマ
をご満喫頂けます。

天然クーラーの中で過ごす夏休み
標高1500ｍの
車山スカイパークホテルに泊まる３日間
旅行期間：８月13日（日）～15日（火）
旅行代金：158,000円
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】

　北アルプスの美しい自然に抱かれたヨーロピアンテ
イストの正統派山岳リゾート。豊かな自然、優雅な時
間、温かなおもてなしの心と共にハイグレードなリゾ
ートライフをご満喫いただけます。
　「グルメ」「温泉」「大自然」のアクティビティをお
楽しみください。

～シンボリックな赤大屋根の正統派山岳リゾート～
『白馬東急ホテル』で過ごす
贅沢なリゾートステイ３日間
旅行期間：８月11日（金・祝）～13日（日）
旅行代金：
138,000円（JRグリーン席／２名様１室利用）
130,000円（JR普通席利用／２名様１室利用）
※３～４名利用をご希望の方はお問い合わせください
募集人員：14名　　最少催行人員：２名
添 乗 員：同行致しません
交通機関：JR【新幹線＋特急】
※松本～白馬は在来線利用となります

４

５

お申し込み
・

お問い合せ
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