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第40回保険医まつりを、10月28日（土）
・29日（日）の２日間、中央区の「マイド

2017

ームおおさか」で開催しました。今年は台
風22号が接近する中での開催となりました

医科組合員 4,176人
歯科組合員 3,108人
合計
7,284人
（2017年10月20日現在）

が、 足下が悪いにも関わらず、2,550人超
（昨年2,860人）の会員、ご家族、従業員
の方々が参加しました。
今年は節目となる保険
医まつり40周年というこ
ともあり、いつも以上に
多彩なプログラムが企画
されました。
初日、３階ステージの
オープニングは書道家の
稲垣尚毅さんによる書道
開会あいさつを行う
協同組合中村厚理事長

パフォ ーマンスで幕開
け。1.8ｍ×3.5ｍのキャ
ンバスに見事な「つなが

り」の文字が浮かびました。
キャンバスは２日間会場に飾られ、来場者から
思い思いのメッセージの書き込みがされました。
歌手のAsamiさんによる歌のステージ、
「きりん」

味も好評で、 担当した事務局の努力も実りまし

のソロ演奏などが披露されました。２日目のオー

た。他に「熊本物産展」
、全国協同組合コーナー

プニングは２日連続の出演となるAsamiさんの歌

など各地の物産展も賑わいました。さらに忍者コ

のステージからはじまり、ソプラノ歌手の周防彩

ーナーでは忍者衣装に着替えて手裏剣投げを体験

子さんの独唱、 元気いっ ぱいの「えびしゅ うま

できるコーナーを設け、多くの方が楽しみながら

い」のJr漫才が披露された後は、たくさんの観客

体験しました。

稲垣早希さんによるトークショー、月亭八光

さんによる漫談が行われました。
毎年お楽しみいただいている大抽選会では、１

今年は多くの特別セミナーが開催されたことも
特徴でした。８階セミナールームでは、２日間で
15テーマを企画。どのセミナー会場も盛況のうち
に終わりました。

等が特選和牛のセット40名様、特別賞がよしもと

また、２階ミニセミナー会場では緑のワークシ

新喜劇の観劇券40組など、40周年にちなんだ景品

ョップ、家系図セミナーなど２日間で８テーマの

を多数ご用意し、当選した方々からは喜びの声が

セミナー・ワークショップが開催され、
いずれも参

聞かれました。また、今年は40周年ということも

加者の方々に喜んでいただける企画となりました。

名の方々が参加しました。
３階会場では生活関連出展、すまいと医院のエ
リア相談会、毎年好評のプロ厳選試飲販売会では
高級ワインを購入する姿も見られ、ワイン好きの
先生同士の交流も行われていました。弁当飲食物

保険医まつりは
家族と共に楽しむ「大会」
浪速区

守田由雄先生

ものまねの小福山雅治が回した
皿回しの白い皿が舞台の５人の幼
児の持つ棒の上に次々と移り回り
続ける。その度に観客席からは拍
手が沸き起こった。激しい雨、足
許の悪さにも関わらず大勢の来場
者に会場、マイドームおおさかは
大賑いであった。
３階のステージ前の席はほぼ満席に近い。右側の縁
日コーナーは珍しい手裏剣や忍者衣装も体験できる。
私も試してみたが３回のうち一度だけ的に突き刺さっ
た。手首のスナップがコツらしい。

協同組合ニュース11月号_01.indd

1

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

だくさん！

豪華景品もり

お楽しみ大抽選会
雨の中、第40回保険医まつりにお越しいただきありが
とうございました。抽選会場ではよしもと新喜劇観劇チ
ケット・黒毛和牛セットやくまモングッズなどをご用意
させていただきました。お目当ての景品が当たった方も
当たらなかった方も楽しんでいただけたのではと思って
おります。今回初めての試みとして開催したビンゴ大会
では多くの方にご参加いただき、予想以上の盛況になり
ました。今後もより喜んでいただける企画・景品を考え
てまいりますので、来年以降の保険医まつりもぜひお越
しください。

★★★★★ 特等当選者の声 ★★★★★
抽選会を目的に来ました。
「商品
券が当たればいいな」と思って引い
たら、 もっ といいのが当たりまし

あり、29日（日）の15時30分から国産うなぎセッ
トが10名様に当たるビンゴ大会を開催し、約400

ＴＥＬ
ＦＡＸ
ＵＲＬ

40周年を彩った
保険医まつり！！
販売では、用意したお弁当が２日とも見事完売。

桜

大阪府保険医協同組合

どのコーナーも大賑わい

土曜日は他にも、ものまねステージやマジック、

で会場いっぱいになった中で、関西でお馴染みの

月号

今後はお寄せいただいたアンケートのご意見を参考
に、来年の第41回保険医まつりをさらに喜んでいただ
ける内容にするため組合一同努力してまいります。
ご意見、ご要望等ありましたらHPか事務局まで直
接お寄せください。
TEL 06-6568-2741
（代）
、FAX 0120-02-9381

利き酒は待ち客が出るほどの盛況。隣の駅弁コーナ
ーは海鮮弁当やひっぱり蛸弁当などの定番のほかに可
愛いキティ弁当も並ぶ。珍しいトルコアイスの店も軒
を並べ、いずれも会員の足を止めていた。この階には
質流れ大バザールやすまいんコーナー、ご存知「熊本
物産展」も揃う。
２階も大賑わい。種々の新鋭医療機器、歯科機器に
加え、 このまつりのみの特売品が目白押し。 可愛い
「変わり消しゴム」が幼児の人気を集め、アルミ製の
車椅子も次代の需要を先取りして並んでいた。気の早
い会員の方が注文書を書いておられる。
１階は11台の車の集う「カーフェスタ」
。ベンツ ・
ボルボなどの高級車に混じり、２台の車椅子対応の福
祉車が中央を占める。側面と天井が左右に分かれ跳ね
上がるテスラに見学者が集まっていた。
記念すべき第40回保険医まつり。回を重ねてこの会
が単に廉売の場ではなく、会員家族の相集い共に楽し
む「まつりの大会」として確立したとの感を深くし嬉
しく思った。

た！ 雨の中、来てよかったです。
まつりをこれから楽しみたいと思い
ます。 松浦友子さん（スタッフ）
奥さんと一緒に、よしもと新喜劇
を観に行きたいと思います。保険医
まつりは、いつも楽しいまつりだと
思います。ステージや特売場を楽し
んできます。

矢田進先生

セミナー案内
保険共済部セミナー
第一部
「土地や建物を会社で保有するメリットとその手法」
講 師：矢部 恭章 先生
（税理士法人ゆびすい
社員税理士・医業経営コンサルタント）
第二部
「不動産法人を設立して生命保険を活用し、
財を守る
～確実な保険＋民事信託を活用した贈与対策～」
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：12月９日（土） 14：00～16：00
会 場：大阪府保険医協同組合会館 ３階会議室
（大阪市浪速区幸町１－２－34）
対 象：
大阪府保険医協同組合の組合員、組合員
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（泉）・大前
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どこも盛況 どこでも満足
保険医まつりコーナーぴっくあっぷ
３Ｆ

不安な時は、すぐ相談
住まいと医院のコーナー

おすすめを食べて
「美味しかったよ」

毎年恒例の住まいと医院のコーナー。今年も天

駅弁コーナー

候の悪い中、60 組以上の方が相談に来られまし

昨年大盛況の駅弁コーナー

た。今年特徴的だったのが他の展示場や不動産業

は、今年も引き続き事務局が

者に行く前にこの相談会にお越しいただくケース

企画から販売まで行いました。

が多かった点です。

選ぶ楽しさも味わっていた

住まい探しは、何かと不安がつきもの。特に住

だけるよう昨年の売れ筋に加

宅や医院の建築や購入に関しては、大きなお金が

え、新たな駅弁もバラエティ

動く話になりますので心配になります。業者のペ

ー豊かに取り揃えました。

ースで話が進んだり、他社比較がしにくい状況に

台風の影響で、売れ残って
しまうのではないかと心配していましたが、たく

歯科検診コーナーでは検診だけでなく、インプ

そんな中、住まいと医院の相談会に最初に相談

さんの方に購入いただき、めでたく完売となりま

ラントや歯列矯正などの歯科に関する相談も行

に来ていただけたということが、事務局として何

した。
また、
おすすめした駅弁を会場内で召し上が

い、小さなお子様連れの方なども多数相談に来ら

よりも嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいになりま

った後、
「美味しかったよ」と声を掛けていただく

れました。

した。来年もどうぞ皆様でお越しください。

こともあり、
とても嬉しくやりがいがありました。

もなりがちです。

来年に向けて
『知る人ぞ知るおススメ駅弁』
があ

厳選試飲販売コーナー

れば、
ぜひ組合へご提案いただければと思います。

お酒のコーナーでは、毎年人気の日本酒メーカ

たでも気軽に簡単なテストをするだけで診断がで
きるので、幅広い年代の方々が参加されました。

１Ｆ

ワインをじっくり…

ロコモ
（運動器症候群）
診断コーナーでは、どな

高級輸入車から介護福祉車まで
カーフェスタ

ー山本本家の前に人だかりが絶えませんでした。
関空でトップセールスを誇る営業の笹江さんのト

毎年好評のカーフェスタも今年で５回目を迎え

ークに引き込まれるように
（別名：笹江囲い）
次々

ました。アウディ、ベンツ等の輸入車から電気自

と人が集まり、
お酒も飛ぶように売れていました。

動車テスラ、ホンダ福祉自動車、合わせて６メー

また、昨年に引き続き、座ってゆっくりできる

カー11台が揃いました。今年はヤナセがロボット

コーナーを設置し、たくさんの方々が利用されま

のペッパー君で来場者を出迎え、また、テスラが

した。このコーナーでは、ワインを試飲しながら

音楽に合わせてライトを照らす等、各社特色のあ

チーズの試食もできるため、ゆっくりされている

る展示がされました。

セミナー報告

方が多かったです。
大阪でも屈指のソムリエが数名待機していたの
があちらこちらに…。
また、ひとりでご参加の先生が、お酒の力です

２Ｆ

で、相談しながら好みのワインをじっくり選ぶ姿

（当日行われた代表的なセミナーを報告します。）

実際に触って試して
特売コーナー

ぐに仲良くなり、見知らぬもの同士でワイン談義
が始まるのも恒例になりました。

毎年、より多くの来場者に楽しんでいただくた
めに、特売場には今年もさまざまな商品・医療機
器の展示、サンプルをご用意させていただきまし

今回、
薬品では２つのセミナーを開催しました。

展し、 普段はなかなか見られない大型医療機器

「日常診療における感染対策について」には42

や、日常診療で使う商材など、実際に触ってお試

人、
「歯科で必要な救急医薬品の知識」には 70 人

しいただきました。

の先生方が参加されました。

今回初めての取り組みとなった医療機器のデモ

縁日コーナー
まつりと言えば縁日！今年は忍者の衣装に着替
えて記念撮影と手裏剣体験を企画。衣装に着替え

「日常診療における感染対策について」
「歯科で必要な救急医薬品の知識（救急
医薬品販売）」

た。医科・歯科合わせて60社以上のメーカーが出

やお見積りもできる医療機器相談コーナーでは、

忍者衣装で手裏剣体験！

薬品

多くの先生方がお越しくださいました。
毎年好評の現金即売会では、訳あり商品につき
通常価格の半額でご提供できるため、あっという
間に用意していた商品が無くなってしまいました。

どちらのセミナーも好評で、セミナー後の質疑
応答も盛んに行われました。

歯科
「PMTCから口腔ケアを通して医院の
総合力を磨く（スタッフとともに）」

たかわいいちびっこ忍者や本物顔負けノリノリ忍

健康相談コーナー

者のみなさんは、先輩忍者から丁寧に手裏剣の投

今回は健康相談コーナーとして、歯科検診・ロ

り内山茂先生をお招きしました。106 人の歯科医

げ方を教わり、的にめがけて投げます。投げる手

コモ診断を両日行い、２日間で約 120 人の方々に

師・スタッフの方が参加し、盛況のなか終了しま

裏剣はゴム製ですが、本物の手裏剣の展示もあり

お越しいただきました。

した。

今年の歯科セミナーでは、東京医科歯科大学よ

ました。
縁日は昔懐かしい型ぬきや駄菓子屋さん。射的
は、大人も子どもも思わずやってみたい！という
衝動に駆られるのか、毎回大人気です。

12月休業日の
お知らせ
日曜・祝日
第２土曜日
年末年始
12月29日（金）～
１月５日（金）
◆尚、業務時間は
平日９：00～17：00
土曜９：00～12：00
です。
※12月25日付号は休刊致します。次号は１月25日付号です。
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