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医科組合員 4,087人

歯科組合員 3,080人

合計 7,167人

（2020年８月20日現在）

保険医協同組合
10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。

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。

　組合員感謝セールを開催いたしますので価格で還元していきたいと考えております。

　現在もアルコールやグローブ・体温計など多くの商品が欠品・品薄の状況にありますが、その中でも

協同組合独自に商品を発掘し、案内できるようメーカー・取引企業と交渉を進めております。

　10月の組合員感謝セールでは安定供給できる商品をピックアップし、感染症対策商品特集として掲載

しています。さらにオンライン注文なら１万円以上のご注文でプレゼントを進呈しますので、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。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年10月に開催し

ていました「保険医まつり」は先生方の健康と安全を第一に考え

た結果中止することとなりました。「保険医まつり」開催時は恒

例の「まつりセール」を実施し、みなさまにご利用いただいてお

りました。今回、同様に「セール」を実施しますのでぜひご利用

ください。

　厚生労働省の感染拡大防止支援事業の影響で関連商品は注文が殺到して

おります。中にはすでに滅菌機など、来年３月に納品が間に合わないもの

も出ております。今からでも間に合うおすすめ商品をご案内させていただ

きます。但し納期は各商品とも流動的です。お早めにご注文ください。

「「保険医まつり保険医まつり」」はは中止ですが、セール中止ですが、セールはは開催します開催します
注文期間  10月５日（月）～10月17日（土） 10月５日（月）～10月17日（土）
発送期間  10月26日（月）から順次発送 10月26日（月）から順次発送
   （２～３週間程度）   （２～３週間程度）
　　　　　※ 注文からお届けまでに時間がかかります　　　　　※ 注文からお届けまでに時間がかかります

オンライン共同購入が便利！
　ご利用には専用ID・パスワードが必要です。
　新規ID・パスワードの発行、再発行は【オン
ライン共同購入】ページの申し込みフォームか
らお願い致します。

セミナー案内
「法人化するなら今がチャンス！ドクター
の可処分所得を最大化する医療法人活用セ
ミナー～財務分析から考える所得税・法人
税・相続税の最新節税法～」
講　師：税理士法人ゆびすい

　　　　税理士　土屋　英則　先生

　　　　株式会社　JUST　FOR　YOU

　　　　代表取締役　谷　敦　先生

日　時：10月４日（日）14：00～16：00

　　　　（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

人　数：20人

会　場：大阪府保険医協会５階会議室

　　　　（大阪市浪速区幸町1-2-33）

問合せ：保険共済部　℡06-6568-2230

　　　　（担当：内原）

※ 感染症対策の上、人数を限定して開催いた

します。

 

「（株）相続ステーション 代表税理士
　寺西雅行先生の相続・遺言個別相談会」
日　時：10月24日（土）①14：00～

　　　　　②15：30～　③17：00～

　　　　10月31日（土）①14：00～

　　　　　②15：30～　③17：00～

　　　　（要事前予約・先着順）

　　　　（別日でも可能です。ご相談下さい）

相談料：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・申込：保険共済部

 ℡06-6568-2230（担当：内原・森田）

商品
おすすめ
間に合う
今からでも

感謝セールで

価格還元！
感謝セールで

価格還元！ プレゼントプレゼント１万円以上の
　　ご注文で
１万円以上の
　　ご注文で
オンラインならオンラインなら協同組合の

感染対策特集！
協同組合の

感染対策特集！

組合おすすめの空気清浄機

組合おすすめ体温測定顔認証リーダー

組合おすすめ機器洗浄機

組合おすすめ口腔外バキューム

HIKVISION－アイリスオーヤマ
AI機能搭載
体表面対応顔認証リーダー

ホシザキ
ウォッシャーディズインフェクター

チームフォーチューン
ジェットアーム

組合員価格はお問い合わせください

組合員価格はお問い合わせください

お問い合わせ先：06－6568－2741（代表）田辺まで

ハイブリッド光触媒
ユニットでウイルス
を不活化！

来院された際のセルフチェックを手軽に瞬時に！

洗浄消毒最短
25分！
人件費と水の
ムダも抑えて
手洗いよりも
経済的です！

安心の日本製
高性能HEPAフィル
ター搭載により微小
サイズの切削粉塵・
飛沫をキャッチ

感染防止対策商品の購入はお早めに感染防止対策商品の購入はお早めに

WiSM
サークルPRO
空気清浄機

組合員価格 188,000円（税抜）

組合員価格はお問い合わせください
定価 500,000円（税抜）

（1963年7月9日第三種郵便物認可）大　阪　保　険　医　新　聞（７） 第2023号2 0 2 0 年 9 月 2 5 日　（毎月5、15、25日発行）



2020年10月1日保険医のための
オリジナル酒販サイトがOPEN！

　遺言は大きく「公正証書遺言」と「自筆遺

言」の２つに分けられます。今回は、民法の改

正により少し楽に安全に、身近にできるように

なった「自筆遺言」について取り上げてみたい

と思います。

　2019年の民法改正により、①自筆遺言がやり

易く、②自筆遺言を法務局で保管してくれる、

ようになりました。まず①について、今までは

財産目録もすべて自筆でなければいけませんで

したが、改正によりワープロ作成した財産目録

や、不動産については登記簿謄本を添付すれば

　大阪府保険医協同組合主催の相続セミナーで講師をしていただいております（株）相続ス

テーションの代表税理士・寺西雅行先生に５回シリーズで『相続』をテーマに寄稿頂きまし

た。誰にでもいつか訪れる『相続』を考えるきっかけにしていただければと思います。

ありました。

　それが自筆遺言を法務局に保管してもらえれ

ば、紛失・のぞき見・改ざんのリスクがなく、

検認も不要になります。そもそも検認は遺言の

有効・無効を見るわけではなく、遺言内容を気

に入らない人による書き換えや遺言書を破るリ

スクを防ぐためのものです。

　保管申請は、遺言者の住所地、本籍地、所有

不動産所在地の法務局に事前予約の上、提出し

ます。申請料は3,900円。法務局へは本人出頭

義務を課していますので、家族の付き添いはあ

ってもいいですが代理申請はできませんので自

分自身で行けるうちに申請しないといけませ

ん。

　保管申請をすれば、法務局の遺言保管官が本

人確認と遺言形式を外形的に確認し、遺言書を

画像情報化して保存します。もちろん原本も保

存します。保管後、遺言者本人が法務局に行け

ば、保管した遺言内容を確認、修正、撤回など

は自由に何度でもできます。

　では、相続がおきてからどうなるのかという

と、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に

対して遺言原本の閲覧と「遺言書情報証明書」

（内容の写し）を請求することができ、それで

全ての相続手続きができるようになります。

　公正証書・自筆にかかわらず、財産配分や内

容で相続税額は著しく増減しますので、“相続

専門税理士を交えた相談をオススメします”。

よくなり、本人の字を書く負担が随分減りまし

た。

　ただ、今回の民法改正はこれが目玉ではな

く、②の2020年７月10日から自筆遺言を法務局

で保管してくれるようになったことです。

　今までの自筆遺言は、遺言の第一発見者は封

を切らずそのまま家庭裁判所に提出し、家庭裁

判所から全相続人へ遺言の検認の申立があった

旨の連絡があり、指定日時に検認の申立者は必

ず、そのほかの相続人も出頭できる人は検認に

立ち会ってくださいと案内が届きます。この手

続きが結構面倒で、検認の場では家裁の事務官

から出席した相続人全員にこの自筆遺言は亡く

なった方（遺言者）の自筆ですか？遺言者の印

ですか？と尋ねられるのですが、同居しておら

れない他の相続人にしてみれば遺言者の字と断

定でき難く、印鑑も認印の場合は遺言者の認印

かどうか分かりませんと、紛糾することが多く

第１回　自筆遺言を法務局で保管してもらえるようになりました！

相続申告累計2200件以上　遺言作成700件以上　調査省略率98%以上  の近畿№１の実
績を有している（株）相続ステーションへのご相談等は、大阪府保険医協同組合・保険共済部
までご連絡いただきましたら、すぐにおつなぎ致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

大阪府保険医協同組合・保険共済部
☎06（6568）2230
 スマホからのお問い合わせはコチラ▶

ドクター・コンチ

大保協商事株式会社（大阪府保険医協同組合の100％出資子会社）
TEL：06-6568-2741（代表）　FAX：0120-562-038
大阪市浪速区幸町1-2-34　企画事業部酒販担当：白山（しらやま）・新飯田（にいだ）

https://dr-conti.com/
Dr.CONTIのサイトへは大阪府保険医協同組合オフィシャルサイトからもアクセス可能

サイトのご利用は会員専用ID・PASSが必要です　ID・PASSの発行はサイトからご登録頂けます

10年にわたり、保険医会員へ多彩な酒販情報をお届けしてきた
協同組合酒販事業ですが、新たにお酒の販売サイトをOPENしま
す。単なるワイン通販サイトではなく、保険医協同組合だからこ
そのラインナップ、企画等でコストパフォーマンス抜群の１本を
お届けいたします。

オープニングキャンペーン
（10月１日～10月31日）

それとも『相続』は 『争族？（家族で争う）』『想族？（家族を想う）』

いつか訪れる
誰にでも『相続のス・ス・メ』

税理士・行政書士・FPなど、８種類も
の資格を有する相続・遺言・不動産など
財産に関する総合エキスパート。

（株）相続ステーション
代表税理士　寺西 雅行

説明不要の超有名ワイン「オー説明不要の超有名ワイン「オー
パスワン」限定100本を、驚きパスワン」限定100本を、驚き
のオープニング記念価格で。早のオープニング記念価格で。早
いもの勝ちです。いもの勝ちです。

協同組合専属ソムリエおす協同組合専属ソムリエおす
すめシャンパーニュをプレすめシャンパーニュをプレ
ゼント。ゼント。

あのオーパスワン2015あのオーパスワン2015
を驚きの価格で！を驚きの価格で！

オープニング記念価格オープニング記念価格39,80039,800円円
限定限定100100  本（お一人様１本限り）本（お一人様１本限り）
※この商品には３万円以上の特典はつきません※この商品には３万円以上の特典はつきません

DRCやペトリュスといっDRCやペトリュスといっ
た希少ワインをオープニンた希少ワインをオープニン
グ期間だけの大特価で！グ期間だけの大特価で！

なんとも不思議、なんとも不思議、
落として殻を割る落として殻を割る
というマカダミアというマカダミア
ナッツをワインとナッツをワインと
共に同送します。共に同送します。

お買い上げの方へお買い上げの方へ
もれなくプレゼントもれなくプレゼント

オープニング記念オープニング記念
目玉ワインが大特価目玉ワインが大特価

さらにさらに３万円以上３万円以上
お買い上げの方へお買い上げの方へ

（1963年7月9日第三種郵便物認可） 大　阪　保　険　医　新　聞第2023号 （８）2 0 2 0 年 9 月 2 5 日　（毎月5、15、25日発行）

さあ、再び秋の天空の城へ

竹田城　　 　　　　　　
城下町ホテルENで過ごす
特別な休日（GoToトラベル事業適用）　

時期：2020年11月7日（土）～11月8日（日）（１泊２日）
最大定員：21名様　　宿泊：竹田城　城下町ホテルEN
集合：14時半～JR大阪駅（西梅田暫定バス駐車場）
　　　15時半～JR三ノ宮駅（移動は最新式の３列バスでゆったり）
◆条件旅行代金（２名様１室）
●ツアー価格（GoTo事業助成適用価格） 97,000円～（税別）【１名様】
GoTo事業助成により14,000円の助成と地域共通クーポン6,000円が付与されます。
※感染症対策の上、開催いたします。
※お部屋の種類が各種ございます。お部屋により宿泊額が変わります。
※３名様以上の場合は見積もりご対応致します。
　旅行企画の詳細は協同組合オフィシャルHPをご覧ください。
お問い合わせいただいた方には詳細な資料・お見積りをお送りいたします。

●お問い合わせ・お申し込みは 06‒6568‒2741
　（担当：岸本・沖田）迄

　昨年、大好評を頂いた予約困難なお宿と

して有名な、約400年続く酒蔵を改築した

城下町ホテルEN（国有形登録文化財）に宿

泊するツアーの第２段！

　昨年のツアーでは、その年一番の雲海が

発生し、荘厳な竹田城をたっぷり堪能する

ことができました。コロナ禍の中で最前線

で日々診療に当たられているお忙しい先生

方にもご参加いただけるように、土曜の午

前診終了後の出発となっております。但馬

地方の秋の味覚と、ENで過ごすゆったりと

した時間を、心ゆくまでお愉しみくださ

い。また、ツアーではできる限りの感染対

策をとった上で、安心な旅を楽しんで頂け

るよう努力を致します。


