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感謝祭
組合員
４回

第

会場

大阪府保険医協同組合会館５Ｆ M&Dホール／３Ｆ 会議室

協同組合では、この間ご好評をいただいていた「組合員感謝祭」を開催します。
今回の感謝祭では、医科・歯科の気になる医療機器を一斉展示。また、各種セミ
ナーや白衣・マッサージチェア・化粧品等の展示即売会も行います。
組合員の先生方はもちろん、ご家族、スタッフの方もぜひご参加ください。
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毎月１回発行

2017
医科組合員 4,160人
歯科組合員 3,087人
合計
7,247人
（2017年６月20日現在）

同時開催

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

各定員60名

セミナー（無料）

出展業者一覧

会場

医科
・石黒メディカル

●14：00～15：00

・セコム医療システム
・ダイナミクス

保険医協会５Ｆ

AED講習

（株）エム・イー・サイエンス

・テクノリンク
・ニチレイバイオ

呼吸や心臓が止まっ た、 いざという時のため

・日立製作所ヘルスケア

に、AEDの使い方を実際に体験して学んでいただ

・ミヤコ在宅医療サービス

けます。ご来場者〝限定特売会″
あり！

・メディクラーク

●15：20～16：20

・ユヤマ
歯科

iPad活用術＆医療事例のご紹介

・スマートプラクティス
・デンタルシステムズ

仕事で使えるiPad活用術と医療現場における事

・デンタルテクニカ

例をご紹介します。

・チームフォーチューン

●16：40～17：40

・日本アイ・エス・ケイ

これからの在宅医療について

共通
・ICHIインターナショナル

セコム医療サービス（株）

・エム・イー・サイエンス

お問い合わせ

・カシオ
・公益社
・小山メディカル
・フジ医療器

TEL 06-6568-2741

担当：新垣

セミナーは事
前に予約が必
要です。

日本で最初の本格的な在宅医療サービスで得た
ノウハウを活かし、今後のクリニックの運営がど
うあるべきかをお話します。

資産のこと、誰に相談？

コ ラ ム

資産防衛

iPadセミナー

＜１＞

資産防衛コンサルティング

ライフマネジメント株式会社

各種企業顧問 弁護士事務所・司法書士事務所・住宅会社等
・お客様のプライバシー厳守
・先着３件まで無料相談対応（2017年８月末まで）

相続のこと、借入金のこと、税金のこと…。

携わっ ている相続や事業承継に関わる現場で

地主家族の皆様は、この様な多岐に渡るいくつ

は、この様なことが頻繁に起きているのです。

ものお悩みを抱えていませんか？

しかも残念なことに、この様な貴重な情報は、

最近、あるご家庭の現状分析をした結果、私
どもと金融機関が算出した相続税額の数字に、

代表取締役

松本隆宏

一般の方々の耳に入ることは、なかなかないの

同じ様に感じていた、資産家を取り囲む「おか

が現状なのです。

しな現実」
。

7000万円以上の開きが生じました。同じご家庭

私自身も地主家庭に育ち、不動産業界、建築

世相が激変を遂げている中で、この現実だけ

の財産状況なのに、この差はどういうことなの

業界等で経験を積み、それまで世の中に存在し

は時を経ても未だ何も変わることなく、 また

でしょうか？

なかっ た「地主専門の資産防衛コンサルタン

「信頼できるアドバイザーが不在」ということ

皆様は「金融機関から提示された数字であれ

ト」として起業し、今年で11年目を迎えたとこ

に気付かれていない方もいるのではないでしょ

ば間違いがない」と、つい信じていませんか？

ろです。しばらくは東京・神奈川など関東を中

うか。

しかし金融機関は、その数字の算出を間違え

心に対応させていただいていたのですが、現在

こちらのコラムでは、相続や事業承継に携わ

たわけではなく、決して悪意があったわけでも

では北海道・兵庫・大阪など、全国各地より資

るプロの独自の目線から、日々の取り組みや過

ないのです。

産家（地主・開業医）の方々から多数のご依頼

去の事例などを交え
「資産の守り方」
について気

では何故…なのでしょう？

を受けております。そして、お会いする方々が

を付ける点や、どの様なポイントで判断するべ

ただ言えるのは「専門性の差が数字に表れ

共通して仰るのは「誰に相談をしていいのかわ

きか…等、他では決して聞く事が出来ない貴重

た」ということなのです。実は、日々私どもが

からない」ということと、自身の経験の中でも

な情報を、１年に渡り皆様へお届け致します。
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保険共済部

呑み食べある記

開業医の経営とくらしを守る

part.8

韓菜焼肉
保険医協同組合は協同組合
員の生活を守るため、また相
互扶助の精神を広めるために
様々な事業を行っています。
組合員が増えれば、相互扶
助の効果は大きくなり、組合
員の先生方のメリットも増加
します。
保険医協同組合では、開業
医に不可欠なスケールメリッ
トを活かした、団体割引制度
で運営しております。
①万が一（死亡・後遺障害）
のときの備えに→グループ
保険・新グループ保険
②病気・怪我で休業された時
の備えに→所得補償保険
③将来の老後資金等の備えに→積立厚生プラン
また組合員の為の団体割引を活かした保険をご案内してい
ます。
損害保険
火災・自動車・医師賠償責任保険・所得補償保険・
ゴルファー保険 等
生命保険
グループ保険・総合医療保険 等

（８）

双天

今回は第37回保険医まつりにも出展してい
ただいた焼肉屋双天さんをご紹介します。
まつりではお弁当をだしていただき、今回
はオーナーの吉本相憲代表にお話を伺いまし
た。
こちらではオーナー自らすべての食材を目
利きし、付き合いの長い業者から一番いいも
のを仕入れます。さらにお肉が一番おいしく
食べられるお店独自のカットをしています。
すべて最上級のA5ランクで、お肉本来の味を
味わってほしいというオーナーのこだわりが
活きています。

おすすめメニュー
・塩タン

バラの形に美しく盛り付けされたタンは、
根本のいいところのみを使用しています。玉
ねぎみじん切りとオリーブオイル、白髪ねぎ
をタンでまいていただきます。霜降がたくさ
んありますが、さっぱりいただけました。
・カルビ

詳細はパンフレット・ホームページをご確認ください。
お問い合わせは保険共済部
（TEL 06-6568-2230）
まで

一番人気のカルビは三角バラのみを使用し
ています。 タレはポン酢ジュレ、 わさびダ
レ、ヒマラヤ岩塩の３種類でいただきます。
炙っただけで食べられるというお肉は食べ
てみると旨味があり、自家製のタレと合わせ
て食べると本当によく合っています。
・バラヤマ

送料規定変更のお知らせ（2017年９月１日から変更）
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。

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
※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

保険医協同組合
８月休業日の
お知らせ
日曜・祝日
第２・第４土曜日
お盆休み
14、15、 16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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一頭から少ししかとれない希少部位です。
肉に細かく切れ目を入れることで火が通りや
すくなっています。一本丸ごと網において焼
き、ハサミで切っていただきます。しっかり
とした味わいで、タレにつけこんである旨味
が大変おいしかったです。
ぜひ、一度お立ち寄りください。
※
ご来店時「組合ニュースを見た」とお伝えいただくと、デザ
ートをサービスいたします。
韓菜焼肉 双天
大阪府大阪市住吉区苅田
7-4-23
TEL 06-6698-3222
営業時間
月～日 11：00～23：00
土曜日のみ17：00から営
業
定休日 元日
地下鉄御堂筋線あびこ駅
徒歩２分
JR阪和線我孫子駅
徒歩８分

※本紙８月号は休刊致します。次号は９月号です。
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