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医科組合員� 4,097人

歯科組合員� 3,071人

合計� 7,168人

（2020年１月20日現在）

保険共済部（TEL 06-6568-2230　担当：川島）

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
３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。

「元国税長官が税務調査の裏側を語る 
Part３～調査の実態と対策を大暴露!?～」

講　師：税理士法人KAJIグループ

　　　　山田　健児　先生

　　　　�株式会社　JUST�FOR�YOU

　　　　代表取締役　谷　敦　先生

日　時：３月21日（土）

　　　　14：00～16：00（開場　13：30）

　　　　�セミナー終了後に個別相談あり

　　　　（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：OMMビル２階202・203会議室

� （大阪府大阪市中央区大手前1-7-31）

問合せ：保険共済部　℡06-6568－2230

　　　　（担当：内原）

�

〈行事中止のお知らせ〉

　組合ニュース２月５日号の行事案内で、

「春の住まいと医院の相談会」を３月22日

（日）でご案内致しましたが、諸般の事情

により中止させていただくことになりまし

た。深くお詫び申し上げますと共に何卒ご

理解、ご了承のほど宜しくお願い申し上げ

ます。

　尚、不動産に関するあらゆるお問い合わ

せは

TEL 06-6568-2741

白山（しらやま）

までお願いします。

なにはともあれ

他にも 防犯対策って
何をすれば
いいの？

いつもと
違った旅行が
したいな　　

医院の改装を
どこに
頼もうかな

　診察券の
デザインを
新しくしたい

　保険医協同組合といえば薬品・消耗品や機器の共同購入というイメージがあると思

いますが、他にもいろいろな事業をしています。

　先生から「医院の清掃を大家さんに紹介してもらった業者に頼んだが、診療のこと

をわかっていない業者で困った」「待合室のイスの張替えをどこに頼めばいいかわか

らない」などの声をいただきます。

　協同組合では医院での実績のある業者をご紹介しますので、安心してご依頼いただ

けます。

こんなお困りごとも協同組合がお手伝いします。

医院やご家庭での「困った」があればまずは保険医協同組合へご連絡ください。

TEL 06-6568-2741まで� 裏面の記事も合わせてご参照ください

2020年４月募集スタート
歯科セール

家族のきずな 介護保険
（生活介護保険特約（親型）・年金払特約付団体介護保険）

保険に関する疑問・質問などありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

親子 で 介護 に備える保険

協同組合の新しい保険

　高齢化社会の中、今や「介護」は誰もが身近に抱える
不安のひとつ。家族のきずな保険はそんな不安の声にお
応えする、組合員のための新しい保険です！

■家族のきずな 介護保険の特徴
・�公的介護保険制度の「要介護２以上」の認定で保険金
の受取可能
・お手頃な掛金で、最高2,000万円の保障を備えられます
・�ご本人、配偶者だけでなくご両親（最高300万円）も
加入対象
・�医師の審査ではなく、健康状態などの告知のみでお手
続き可能

➡医院の立地
　や条件に応
　じてご提案

➡デザインか
　ら印刷まで
　可能な業者
　をご紹介

➡改装箇所に
　応じて業者
　をセレクト。
　合い見積も
　りも可能

➡予約困難な宿や食事を
　堪能できるプレミアム
　ツアー

３月２日（月）
� ～27日（金）
　2020年最初の組合員感謝セー

ルが開催中！

　納得のコストパフォーマンス

特集として、いつもの商材をよ

り安く、新規商品案内も行って

います。

　WEBからの注文は１万円（税

抜）以上のご注文でプレゼント

進呈。

　便利でお得なオンライン共同

購入をぜひご利用ください。

　カタログがお手元にない場合

はご連絡ください。
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注目度が高まっている北海道のお酒
売店で扱うにはコストのハードルが問題となっ

ているからです。

　百貨店の催しの時には一部の商材も関西に入

ってくるようになり、ときおり珍しい銘柄もあ

るのですがだいたいパターンが決まっており、

これぞというものに出会えません。

　そこで今回はチャンスがあれば飲んでおきた

いワインをご紹介します。

　まずは日本ワイナリーアワードで五つ星を獲

得した「ドメーヌ・タカヒコ」。もともと長野

県のトップワイナリー「小布施ワイナリー」の

次男である「曽我貴彦氏」が開いたワイナリー

で、ピノ・ノワールから繊細で広がりのあるワ

インを生み出しています。ネットでも非常に人

気で定価の数倍で取引されています。

　私が個人的にかなり気に入ったワイナリーで

は「平川ワイナリー」です。実はこちらのワイ

ンは人気ドラマ「グランメゾン東京」でも使わ

れていたのです。

　主人公の尾花シェフが「真鱈の白子のポッシ

ェ・ショー・フロア」という料理をこのワイン

に合せるために作りました。劇中では山梨のワ

イナリーということだったのですが、グランメ

ゾン東京の尾花シェフの料理を監修していた三

つ星レストラン「カンテサンス」のシェフが公

楽々楽々
Vol.7Vol.7

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

にしています。

　私は運良く手に入れることができましたので

飲んだのですが、非常にクオリティが高く、凜

とした味わいと透明感の中にミネラルが感じら

れる素晴らしい白ワインでした。

　今後、平川ワイナリーのワインを大丸心斎橋

店Ｂ２フードホール世界酒BARで飲めるようし

ていきたいと思います。ちなみに平川ワイナリ

ーのワインは小売店・ネットでは販売していな

い、飲食店限定の販売となります。

　皆様に良いワイン・ライフを！

　やっと春の目

覚めが感じられ

る季節になって

きました。

　最近はコロナ

ウイルスやイン

フルエンザなど

先生方にとって

は多忙な日々が

続いていらっし

ゃるかと思います。

　お休みの日は旨い料理とワインや日本酒で英

気を養ってください。

　さて今回のテーマは北海道です。

　現在、お酒の話題について北海道は非常に熱

い場所です。というのもニッカウヰスキーの余

市があったり、人気の国産ワインメーカーも増

え、さらにフランスのトップ生産者「モンティ

ーユ」が北海道でワインを作ることを決定した

のです。他にも日本酒の蔵も道内には11蔵あ

り、2016年に開いた蔵「上川大雪」は現在東京

で人気となり入手困難な銘柄となりました。

　もともと関西には北海道のお酒はあまり入っ

てきていませんでした。やはり離島ということ

もあり送料の負担が大きく、一般に飲食店や小
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自然災害に
� 強い味方！

枯山水庭園
「長者の庭」

市中の閑静に心満たし、
剣豪の猛々しさに触れる
「観智院」

知ればもっと面白い
庭と歴史のハナシ

ニワガク（連載２）

　京都駅から徒歩10分程の観光でも人気の東寺。その東寺の塔頭

（たっちゅう）である観智院（かんちいん）。真言密教の経典が多

数所蔵された真言宗の勧学院で、大学の研究室のような立ち位置で

した。そんな観智院には２つの庭園が。無限の宇宙観と涅槃静寂

（ねはんせいじゃく）の境地を表す「長者の庭」は2017年に作庭さ

れた枯山水庭園。

　真っ白の白砂の中央に伸びあがる見事な松。きりりと美しい庭園

です。

　桃山時代の作庭と言われる「四方正面の庭」は植栽がこんもり、

ボリュームがあり瑞々しさでいっぱいのお庭。

　観智院は剣豪・宮本武蔵が「一乗寺下り松の決闘」の後、一時的

に身を隠した事でも知られています。客殿には宮本武蔵が描いた水

墨画が遺されています。襖画「竹林の図」は交差する二本の竹が描

かれています。

　交差する剣を連想させ、緊張感と気迫を感じさせます。

　京都駅の近くにありながら、静けさ漂う庭園と剣豪の筆致も楽し

める観智院。ぜひ訪れてみてください！

文：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。

見かけたら飲んでみたい平川ワイナリー

セレクション

今月の
組合
今月の
組合

今回は、もしもの時の
防災グッズをご案内

医療関連商品だけじゃない！
組合員の暮らしに「＋プラス」

　そんな生活商品・サービスを今後も発掘してまいります。

お問い合わせ　生活関連担当　TEL 06-6568-2741（安藤）

自動車のシガーソケットに挿すだけ、防災＆チャージャー！

ヘルメットに収まる防災セット

●携帯の充電ができる！
●緊急時脱出用ハンマーとして
●いざという時シートベルトを切れます
●SOSライト、SOSアラームが使えます

LEDライト
（白）
強：18時間
弱：24時間

SOSライト
（赤点滅）
最長36時間

セーフティカーチャージャー

防災ヘルメットセット

ホワイト
SC-5083Ｗ

ブラック
SC-5083B

YHS-７

●幅22.7×奥行28.0×高さ13.5cm税込 3,278円

（
税
別
）

税込 各4,378円

（
税
別
）各3,980円

2,980円

●ヘルメット ●手袋 ●マスク
●ホイッスル付ライト ●ブランケット
●ナップサック ●ボディタオル

7点
セット
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