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大阪府保険医協同組合
ＴＥＬ　06-6568-2741
ＦＡＸ　0120-02-9381
ＵＲＬ　http://e-mdc.jp

医科組合員� 4,104人

歯科組合員� 3,073人

合計� 7,177人

（2019年12月20日現在）

協同組合ニュースのバックナンバーは、ホームペ
ージで見ることができます。ぜひご覧ください。

セミナー案内

保険医協同組合
２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。

「税務大改革を生き抜く為のドクターが知
っ得、究極の節税と資産形成」
第一部
『医療法人だけが法人ではない！　法人を
活用した節税対策の第一人者が語る、最新
のドクターの㊙資産運用術』
講　師：税理士法人ネイチャー

　　　　税理士　渡邊　浩子　先生

第二部
『全損商品はなくなった！？だからこそドク
ター必見！　ここでしか聞けないこれから
の保険活用大公開』
講　師：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　　谷　敦　先生

日　時：２月15日（土）

　　　　14：00～16：00（開場　13：30）

　　　　�（セミナー終了後の個別相談あり

（事前予約先着順））

参加費：無料

対　象：�大阪府保険医協同組合の組合員、

組合員のご家族

会　場：�大阪府大阪市北区梅田2-5-25

　　　　（ハービスPLAZA６階　５・６号室）

問合せ：保険共済部　℡06-6568－2230

　　　　（担当：内原）

�

行事案内　「春の住まいと医院の相談会」
～新築・リフォーム・売却　なんでもご相談ください～
日　時：３月22日（日）

　　　　10:00～16:30（入場は16:00まで）

会　場：大阪市浪速区幸町1-2-34

　　　　大阪府保険医協同組合会館

　　　　５階M＆Dホール

内　容：�当日は、提携企業が多数出展して

おり、医院・ご自宅の新築、増改

築、お持ちの不動産の売買に関す

るご相談を承ります。

問合せ：℡06-6568－2741

　　　　（担当：白山（しらやま））

送料規定改定のお知らせ
　平素は協同組合をご利用くださり誠にありがとうございます。
　一昨年から宅配料金の値上げが幾度か実施され、私どもの内部
努力だけでは現状を維持することが困難になってまいりました。
　つね日頃よりご利用いただいております組合員・会員の皆様に
はご迷惑をお掛けしますが、2020年２月１日より右記のとおり共
同購入の送料規定を改定させていただくことになりました。何卒
ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

送料無料注文金額（税別）の改訂
従来（2020年１月末まで） 改定後（2020年２月１日から）

大阪府内 １回の注文金額が 3,000円 以上 １回の注文金額が 5,000円 以上
大阪府外 １回の注文金額が 5,000円 以上 １回の注文金額が 7,000円 以上

※北海道・沖縄県及び離島については従来通り（改訂無し）
※金パラ１個のみのご注文は対象外となり、別途送料がかかります。
　金パラ２個以上または１個＋材料等（規定金額以上）の場合送料無料。

送料負担金額（税別）の改訂（上記に満たない場合、下記送料をご負担頂きます）
従来（2020年１月末まで） 改定後（2020年２月１日から）

500円 700円
大阪府保険医協同組合
TEL  06-6568-2741（代表）

2020年最初の

新商品

セール期間

感謝セール

品 質

価 格

数ある新商品から担当者が厳選

一度使うと手放せない商品

いつもの商品をお買い得に

振動体温計 CTEB718V
G２TAMαプラス 300mlスプレー平常価格　　￥3,980（税別）

セール価格　￥3,480（税別） 平常価格　　￥1,300（税別）

セール価格　　￥910（税別）

２月３日～28日

３月２日～27日

医科

歯科

３月１日、FAXでのご注文が一時的にできなくなります
電気設備法定点検による停電のお知らせ

　３月１日（日）当会館が電気設備法定点検の為、一時的に停電となりFaxでのご注文がお受けで

きなくなります。FAXをご利用の先生におかれましては、下記の時間をさけて、ご注文下さいます

ようお願いいたします。また、インターネットでのご注文につきましては、支障ございません。

３月１日（日）  13時から18時頃まで停電

お知らせ

　ネット通販が増えている昨今ですが、保険医協同組合は追従

するのではなく原点に立ち返り、本当に良い商品を適正価格で

案内することが組合員の医院経営の助けになると信じて共同購

入事業を行っています。

をコンセプトに商品選定をしました。

　さらにWEB注文なら１万円以上のご注文でプレゼント進呈。

ぜひWEB共同購入ページをご覧ください。

★カタログの中から特におすすめの商品は

　音だけでなく振動でもお知らせするので聴力の低下

した患者さんでも検温終了が分かりやすくなっていま

す。高齢の患者さんが多い医院におすすめです。

　大型機器は医療機器総合カタログをご覧ください。

　お手元にカタログがない場合はご連絡ください。

　歯科の先生には２月末頃にお届けします。

　インフルエンザや

ノロウイルスの不活

性化に。感染症が流

行するこの季節にぜ

ひ。大豆由来成分な

ので安心して使用で

きます。

優しさにあふれた新機能 医院の
感染症予防に

（1963年7月9日第三種郵便物認可）大　阪　保　険　医　新　聞（９） 第2002号2 0 2 0 年 2 月５日号　（毎月5、15、25日発行）



ワイン会のポイントはストーリーを描くこと

した。こちらのショップは国産ワインを多数取

り扱っておられるので、先生方と別室にあるワ

インセラーで色々と選ばせて頂きました。

　ワイン会をするときに注意する点は、参加者

のワインの飲み手レベルがどの程度なのか、参

加者みんなが楽しめるワインポイントをおさえ

られるかが重要となります。

　よく陥ってしまう失敗はワインが好きすぎる

が故にマニアックになりすぎたり、高価になり

すぎてしまうことです。参加者皆さんが高いレ

ベルの飲み手ですと問題ないと思いますが、高

価になりすぎてもその価値が伝わらなければ満

足度は低くなってしまうのです。

　ポイントとしては参加者みんなが喜ぶ全体の

ストーリーを描くことと会場選びです。

　特に初心者には高価すぎるワインより、地域

性やバックボーンのあるワインを選ぶことが楽

しむ秘訣で、軸になるワインを選ぶことでそこ

からストーリーを広げてもらえれば良いと思い

ます。

　例えば、軸とするテーマは「ユネスコ世界遺

産」とすると、フランスやイタリアの有名ワイ

ン産地の世界遺産でいろいろなワインが出てく

ると思います。世界遺産をテーマにしているの

で、参加者の方々はワインのお話と同時に国内

外の旅行の話や、行ってみたい場所など話題も

広く出てきて楽しみ方も良い感じに広がりを見

せると思います。

　他にはレストランやワインバー、ワインショ

ップ主催のワイン生産者のイベントに相乗りす

楽々楽々
Vol.6Vol.6

酒々酒々
楽々楽々
酒々酒々

株式会社T&Cサービス
取締役営業統括　渡邉圭一

ソムリエ、利酒師

る形も生産者の生の声が聞けると臨場感が増し

ますし、ソムリエやシェフ主催のワイン会でし

たら、サービスする側からの視点だったり、お料

理を作る方からの視点のお話だったり、いつも

と違うワイン会になることは間違いありません。

　ちょうどこのミニワイン会の後に心斎橋大丸

の世界酒BAR�セカサケでフランスワインの生産

者が来てくれていたので２軒目に生産者を交え

てワイン談義をさせて頂きました。

　この日はソムリエ目線のワイン会と生産者を

交えてのワイン会と一粒で二度美味しいワイン

会のはしご酒となり大いに盛り上がりました。

　ワイン会のテーマは自由で皆が楽しめるもの

が良いと思います。これから季節は春を迎えま

すから春をイメージしたワイン会や、オリンピ

ック開催に合せた世界各国のワインをテーマに

したりと、色んな楽しみ方があります。

　さあ、皆さんで楽しいワイン会を開催しまし

ょう！

　今回は先日行

ったミニワイン

会のお話をさせ

て頂きたいと思

います。

　心斎橋にある

ワインショップ

兼ダイニングの

お店での会に参

加させて頂きま

　心斎橋大丸　世界酒BAR

　この新聞持参でグラスワインor日本酒サービス。

（無料サービスのみ利用は不可。２月末まで）

保険料が　　　　　
１％～３％割安に！

お米
プレゼント

　有名な大阪城。その隣の豊臣秀吉を祭

神とした豊国神社をご存知の方は多いは

ず。その豊国神社に石庭があることはご

存知ですか？作庭は庭園史家であり作庭

家であった重森三玲（しげもりみれ

い）。東福寺や瑞峰院の作庭で有名で

す。そんな重森三玲自身が秘蔵にしてい

た阿波の緑泥片岩（りょくしょくへんが

　「どんな場所にも歴史や物語がある
－」。散歩ついでに、ちょっと足を延ばし
て楽しめる、近畿の穴場名跡・名庭を歴史
・庭園探訪コラムサイト「Niwasora」
主宰の池田祥子さんに紹介してもらいま
す。

ん）を使用しているのがこの「秀石庭（しゅうせきてい）」。

　神道では神が坐す岩として岩や石を信仰する「磐座信仰（いわくら

しんこう）」があり、そこから着想を得て石庭にしたそうです。また

古来より陽の数として奇数は縁起が良いとされてきました。奇数の代

表的な数字である七・五・三に石を配置する石組みを「七五三石組

（しちごさんいしぐみ）」といいます。こんなに大きな石を使った七

五三の石組が見られるのはとても珍しく、また地割模様が瓢箪型にな

っています。

　瓢箪は豊臣秀吉の馬印としても有名。重森三玲の秘蔵の石、巨石に

よる縁起の良い石組み、天下人の地割模様。とても見ごたえのある

「秀石庭」！おすすめです。

※見学には事前予約が必要

大阪城�豊國神社－大阪市中央区大阪城２－１　TEL：06-6941-0229

池田祥子（shoko ikeda）
歴史コラムと庭園探訪史サイトNiwasora主宰。日本庭園文化×音楽のコラ

ボイベントなどのオーガナイズも手掛ける。

Ｑ．生命保険団体扱いってどんな制度？

Ａ．組合員の先生方が生命保険会社とご契約されている生命保険の保険料

を、当組合でとりまとめて保険会社へ支払う制度です。保険会社から団体割

引が適用され、保険料が１％～３％割安になります。

Ｑ．どうやって手続きするの？

Ａ．各保険会社の「生命保険料控除証明書」等で、まだ協同組合の団体扱い

となっていないご契約かどうかをお調べすることが可能です。まずはお気軽

に保険共済部（℡06-6568-2230　担当：吉岡）までお問い合わせください。

（※保険会社、保険の種類によって割引されない契約もございます）

秘蔵の石と天下人モチーフ。縁起が良すぎる「秀石庭」

京都産の
感動の

「どうしたら旨いお米ができるのだろう！」を
追求した超こだわり栽培米です。

生命保険団体扱いのご案内

プレゼント米

　「保険医まつり」に出店された、無農薬野菜生産グループ「アグリー

ト京都山城」辻農園からおいしいお米のお試しパックプレゼントです。

　農薬はもちろんラウンドアップなどの除草剤も一切使用しない安心な

お米です。

①�土の微生物を自力で元気にするため

化学肥料は一切使わない。収穫では

コンバインは使わず団粒菌を壊さな

い土の耕運をします。

②�田植えは、どの稲もしっかり光合成

をさせるため稲の間隔を慣行栽培よ

りゆったり間をあけ苗を植えます。

③�真夏でも水の温度を上げないよう

に、しかもキレイな水が十分行き渡

るように稲の間に溝を切る工夫をし

ます。大変重労働の真夏の作業です。

④�旨いお米は乾燥にあります。昔の天日干しと同じようにゆっくりと時間を

かけた究極の乾燥にこだわります。

　すべては旨いお米のための徹底したこだわりで栽培した京都のお米です。

食味鑑定米「石清水」（ひのひかり）
お試し２合（300g）パック

辻農園　辻典彦さん

日本生命・大樹生命・明治安田生命・フコク生命・

住友生命・メットライフ生命・プルデンシャル生命

・アフラック生命・エヌエヌ生命・三井住友海上あいおい生命・ジブラルタ生命

� 　以上11社、順不同

取扱い保険会社

京都プレミアム米
コンテスト金賞受賞米

お米番付連続
金賞受賞

　Ａ４サイズ用紙に『「石清水」お試しパック希望』とお書きいた

だき、医院名・電話番号・住所を記入して２月20日までに下記FAX

に送信してください。抽選で20名の方にお届けします。

※抽選結果は、お試しパックの発送をもって代えさせていただきます。

【応募先】 大阪府保険医協同組合

　　　　　フリーダイヤルFAX�0120－02－9381　安藤

【応募方法】

知ればもっと面白い
庭と歴史のハナシ

ニワガク（連載１）
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