
少子化社会と少子化社会と
その背景にある意識その背景にある意識
　厚生労働省が発表した人口動態統計によ
ると、2020年の出生数は約84万人で、1
人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合
計特殊出生率は1.34でした。コロナ禍の
影響も重なり、2021年にはさらに低下す
ることが見込まれています。
　少子化は先進諸国において共通する問題
ですが、子育て支援策の充実や仕事と育児
の両立支援策など、長期間にわたり継続的
かつ総合的な取組を進めてきたことにより、
フランス、ドイツ、スウェーデンなどでは
近年出生率の回復がみられ始めています。
　内閣府による、日本、フランス、ドイ
ツ、スウェーデンの4か国の20～ 49歳の
男女を対象に行った結婚・子育て等の意識
に関する調査において、子どもを生み育て
やすい国だと思うかを聞いたところ、「そ
う思う」と答えた人は、日本以外の3か国
は77.0～ 97.1％だったのに対し、日本は
38.3％と最も低い結果となりました。そ
の他の質問においても、結婚・出産・子育
ての当事者よりも当事者以外の人から否定
的回答の割合が高い傾向が見られ、その背
景には若い世代は将来の見通しが立たず、
その不安が前向きなイメージを持つことが
できない要因になっているのではないかと
内閣府は分析しています。

社会保障 Topic

何かを「あきらめる」と言うと、どんなイ
メージがありますか？私はというと、どこか後
ろめたい気持ちになることがあります。「自分
の頑張りが足りないんじゃないか」「もうちょっ
と踏ん張るべきなんじゃないか」こんな考えが
頭をよぎるのです。粘り強く努力を続けること
が美徳とされる場合も多く、何だか逃げてい
るようで、あきらめることへのハードルは高く
なりがちです。
心理学の研究でも、「あきらめる」ことは、

自責感を抱えることにつながり、落ち込みを強
めるため心身の健康に良くない、などのネガ
ティブな効果が指摘されています。こうなると
ますます「ほらもっと頑張って！もっと耐え
て」と追い詰められるような気分になりますが、
ネガティブな面がある一方で、実はポジティ
ブな効果があるとする研究結果もあります。
ポジティブな効果に注目した研究では、「あ

きらめる」ことを「割り切る」と呼んでいます。
どうでしょう、「割り切る」と捉えなおすと、
少し見え方が変わってきませんか。「あきらめ
ちゃダメだ」と頑張っていても思うような成果
が出せず、心身ばかりが疲弊していくようなと
き、その現実を受け入れて前に進む決断をし
た方がいいこともあります。割り切ることで、

エネルギーが湧いてき
たり、問題への見え方
が変わって思わぬ解決策が浮かんだりするこ
とだってあるのです。
　そう簡単に割り切るなんてできないという方
がいるかもしれませんが、研究の結果、上手
に「あきらめる（割り切る）」コツは、新たな
目標をたてることだということが明らかになっ
ています。もともと目指していたゴールを手放
す代わりに、別の新しい目標を決めるのです。
そうすることで、そこに至るまでに必要とされ
るものは何なのか、自分の能力や労力としっか
り向き合い、次の目標に向かって前向きに歩む
ことができます。
　もんもんと考えて動けなくなったときには、
「よし、割り切ってみよう！」と一歩踏み出して
みてはいかがでしょうか。あきらめたからこそ、
開ける道もありますよ。

「あきらめる」って悪いこと？ 

記事提供：社会保険出版社

臨床心理士、心理学博士関屋 裕希

せきや　ゆき●東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野客員研究員。早稲田大学第一文学部心理学専修卒業、筑波大学大学
院人間総合科学研究科発達臨床心理学分野博士課程修了後、2012年より現所属にて特任研究員として勤務。専門は産業精神保健
（職場のメンタルヘルス）。業種や企業規模を問わず、ストレスマネジメントに関する講演、コンサルティング他、執筆活動を行っている。
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今月号の
topics

ご家族と一緒に「共済だより」をご覧ください

個性的な形をした個性的な形をした

町のシンボル「ひまわ
り大橋」

町のシンボル「ひまわ
り大橋」

ライフシーンと　　　 共済組合
交通事故などにあったとき
交通事故など、他人（第

三者）の行為によってケ
ガをし治療を受けた場合、
その治療費用などは加害
者が負担することになりますが、公務外であると
きは治療費を一時的に立て替える方法として、組
合員証を使って受診することができます。
この場合はすぐに共済組合に連絡し、損害賠償
申告書を提出してください。

海田町

薬師禅寺（やくしぜんじ） ひまわり観音

海田観音免（かんのんめん）のクスノキ

詳しくはHPをご覧ください
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遺族厚生年金をもらえるのはらえええらえええるのはるののはるのえるのえるえるえ はははのはるのはは年年年年生年年金年金をもら金ををも金を金を年金年金年 もらもらもらをも金をもららららえ遺遺遺遺遺遺遺族厚生族厚厚生族厚遺族遺族遺族遺 生年厚生生年厚生族厚生年年年年遺遺遺遺
どんな人？人？人？？？人？どんなどんんどんどんどど なななんなんななんな人な人な人なんなな人年 金医 療

遺族厚生年金は、次のいずれかに該当したときに、被保険者または被保険者で
あった方によって生計を維持されていた遺族に支給されます。

遺族厚生年金を受給することができる遺族となれるのは、被保険者または被保
険者であった方の死亡当時、その方によって生計を維持されていた年間の収入が
850万円未満の方で、次のとおり、支給される順位も決められています。

直接支払制度を利用し、出産費用が420,000円未満の場合

毎月15日が提出の締切日（土日、祝日の場合はこれらの前日）です。書類に不備
がなければ、その月の末日に届出口座へ送金します。

共済組合では、組合員や被扶養者のみなさんが病院などを受診したとき「医療費及び　共済組合では 組合員や被扶扶養養者のみなさんが病院などを受診したたとき 医療費及び
送金のお知らせ」を送付し、医療機関から請求のあった医療費の内訳をお知らせしてい送金のお知らせ をを送送付し、医療機関から請求のあったた医医療費の内訳をお知らせしてい
ます。内容をご確認いただき不明な点があれば共済組合までご連絡ください。ます。内容をご確認いただきき不不明な点があれば共済組合まででごご連絡ください

直接支払制度を利用しない場合

知っておきたい　健康保険のこと険ののこととことのここ険の とたいい　 康保健健康健康健い　い　たい 保康保保康健康保康保険保保険康保険の知知 おってておって知っ知っ知っ きおおておおきおきたききたおきた

出産費・家族出産費族家族族出族出産費費産費産費出産出産族 費費・出産産費出産出 ・家費・家家産費出産 家族家族

出産したときの給付きの給の給給付給給の給の給きの給付付給付付給付給付給給付付付産し産ししたたたした産しし産 たときたたとたたしたときとききのたとたときの出出出産出産出産出出産

♦次号では、仕事を休んだときの給付シリーズ
育児休業手当金について掲載します。

・「出産費等内払金支払依頼書兼差額請求書」
・医療機関等と取り交わした合意文書の控え
・医療機関等から交付される出産費用の明細書の写し

・「出産費・家族出産費請求書」※医師又は助産師の証明が必要です。
・医療機関と取り交わした合意文書の控え
・医療機関等から交付される出産費用の明細書の写し

420,000円との差額分を共済組合から組合員へ給付します。

420,000円を共済組合から組合員へ給付します。

提出書類

提出書類

　組合員又は被扶養者が出産したとき、出産費・家族出産費として1児につき
420,000円の給付が受けられます。(産科医療補償制度に加入していない医療機関
等で出産した場合等は404,000円 ※2022年1月1日の出産からは408,000円）
　出産費・家族出産費は、共済組合から直接医療機関等へ審査支払機関を経由して
支払う「直接支払制度」を利用する方法と、組合員が医療機関等へ支払った後、共済
組合へ給付申請する方法があります。
　「直接支払制度」を利用するかどうかについては出産予定日の５か月前頃になると
医療機関から説明があり、事前に医療機関等と組合員の間で「合意文書」を取り交わ
して、出産費用の精算方法を確認します。「合意文書」は共済組合への請求手続きが
必要な際に必要となるので、大切に保管してください。

❶被保険者が在職中に死亡したとき
❷退職後に被保険者であった間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以
内に死亡したとき
❸障がい等級1級または2級の障害厚生年金等の受給権者が死亡したとき
❹老齢厚生年金等（被保険者期間等が25年以上ある方に限る。）の受給権者
または被保険者期間等が25年以上ある方が死亡したとき

（注）❶❷の場合、死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間
（厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む）と保険料免除期間を合わせた
期間が3分の2以上必要です。

遺族厚生年金の支給要件

遺族とは？

共済組合への請求手続きが必要な場合

支給される順位

配偶者（夫の場合）
父・母　祖父・祖母 55歳以上に限る。

子・孫
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある未婚の方、または20歳未満で障がい等級1級ま
たは2級の障がいの状態にある未婚の方に限る。

※数字の小さい順
　先順位者がいる場合、次順位に該当する方は受給権を得られません。

祖父4

父2 母2

祖母4

組合員

祖父4 祖母4

配偶者1

子1

孫3

　　　 山口育子（やまぐち　いくこ）●認定NPO法人ささえあい医療人権センター COML（コムル）理事長　認定NPO法人ささえあい医療人権センター COML：「賢
い患者になりましょう」を合言葉に、患者が自立・成熟し、主体的に医療に取り組むことを目指して1990年に設立。患者と医療者が協働する医療の実現を目的に、電話
相談やセミナーなど、さまざまな活動を展開。

修　　　　

患者の心得

「医療費及び送金のお知らせ」が
届いたら確認をお願いします

記事提供：社会保険出版社

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医
薬品）の特許期間終了後、製造・販売される薬です。
新薬と主成分や効果は同じですが、開発費が低く抑え
られる分、種類によっては3～7割程度の価格で販売さ
れています。最近は、新薬と原料や添加物、製造方法
が全く同じである「オーソライズド・ジェネリック」も登
場しています。
　ジェネリック医薬品を使ってみたいと思ったら、医師に
「ジェネリックはありますか？」と尋ねてみてください。
　ただし、全ての薬にジェネリック医薬品があるわけで
はありませんし、薬局により品ぞろえも異なります。新
薬と主成分が同じでも、薬の色や形状、添加物などが

異なるものもあります。薬の効果、アレルギーや副作
用など、不安な点はしっかりと確認することが大切です。
それぞれの薬の特徴を聞き、薬剤師と相談して選ぶよ
うにしましょう。
　また、「お試し調剤」といって、短い期間だけジェネ
リック医薬品を調剤してもらい、そのまま使用し続ける
かどうかを判断する方法もあります。試した結果、問題
がある場合は、新薬への変更も可能です。
　いずれにせよ、どちらの薬を使用するかは患者が決
めるもの。納得した上で選べば、安心して薬を使うこと
につながります。

「お試し調剤」（分割調剤）とは、短
期間だけ、ジェネリック医薬品を
試せる制度のことです。処方箋を
提出する際に、薬剤師に「お試し
調剤」を希望する旨を伝えます。

“お試し調剤”を
試してみよう！

よく相談し、納得した上で賢く選ぶ！

ジェネリック医薬品を
使ってみたいけど、
不安もある…

知って
おきたい

不安や疑問があるのなら

薬剤師に
相談しましょう

問題がなければ 問題があれば
2回目の調剤 2回目の調剤

1回目の調剤

指定日までに薬局へ。
保管していた処方箋の提出をの提出管して

うう
短期間ジェネリック医薬品を調剤

引き続き
ジェネリック
医薬品を調剤

変更前の
新薬を調剤

処方箋が返却されます。2回目に箋が返
も必要となります。大切に保管を

（体調の変化、副作用、
アレルギー反応など）

Hiroshima kyosai 2021 November No.555 (2)



健康や育児・介護などについて相談できます。少しでも
気にかかることがあれば、お気軽にご利用ください。

●ファミリー健康相談

Pick up

●貯金の払い戻しスケジュール
払戻依頼書の提出締切日（共済組合必着） 送金日
一部払戻 11月 5日（金） 11月15日（月）

一部払戻・解約 11月19日（金） 11月30日（火）
一部払戻 12月 7日（火） 12月15日（水）

一部払戻・解約 12月16日（木） 12月24日（金）

http://www.hiroshimakyosai.jp共済組合のホームページ 本紙内のQRを読み取ると共済組合HP上の関連ページへアクセスできます。

会場 相談日 面接時間・相談方法

広島市 11月13日（土）
11月27日（土）

12月11日（土）
12月25日（土）

13:30～ 16:30
面談・電話相談

福山市 11月 9日（火）
11月30日（火）

12月14日（火）
12月21日（火）

13:30～ 14:30
面談

庄原市 11月16日（火）
11月30日（火）

12月 7日（火）
12月21日（火）

12:30～ 14:30
面談・電話相談

●心の健康相談（予約制）

相談日の前日までに、☎082-236-1234（専用電話）へ
直接申し込んでください。
受付…月曜日から金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00

些細な悩み事でも、お電話ください。専門医が電話また
は面談により相談に応じます。

申込方法

年利率0.8％
（2021年11月1日現在）

相談日の5日前までに、☎082-545-8118（共済互助会
事業課）へ直接申し込んでください。
受付…月曜日から金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00

会場 相談日 面接時間・相談方法
竹原市 11月17日（水） 13:00～

面談   　広島市 12月15日（水）

会場 相談日 面接時間・相談方法

共済組合事務局
11月18日（木） 13:00～

面談   12月16日（木）

●法律相談・税務相談

法律の諸問題について弁護士がお答えします。

税の諸問題について税理士がお答えします。

※相談会場の詳細は、申込者に直接お知らせします。
※相談日は予告なく変更となる場合があります。

申込方法

法律相談

税務相談

湯田温泉 ゆだおんせん
肌がすべすべになる白

びゃっ

狐
こ

の湯

☎083-920-3000（湯田温泉旅館協同組合）※平日9:00～ 17:00　 山口県山口市湯田温泉5-2-20

泉　質 適応症アルカリ性単純泉
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、
うちみ、くじき、慢性消化器病、ぢ疾、冷え性、病後回復期、
疲労回復、健康増進　など

　 ご注文は　 こちら

　約800年前に白狐が見つけたという伝説が残る温泉。豊富な湯量と県内一の高温、
そして無色透明でなめらかなアルカリ性の泉質が特徴で、美肌効果が期待できること
で人気が高い。

宿泊プランには共済組合が発行する宿泊利用助成券がご利用いただけます

山口県山口市

　　 あんどう りす●アウトドア防災ガイド　自身の被災体験とアウトドアの知識・経験を生かし、全国で年100回以上の講演活動を展開。おとなから子どもまで、毎日の生活から楽しく取り入れられる防災・非常時の実践的な知恵や
提案などが口コミで人気に。webマガジン「リスク対策.com」にて好評連載中。著書に『りすの四季だより』（新建新聞社）。
監 修　　　　

※普通貸付のほか、住宅貸付、修学貸付等ライフステージにあわせ、いろいろな種類の貸付が
あります。詳しくは所属所の共済事務担当課または共済組合福祉課へお問い合わせください。
※貸付金利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基
準利率の区分に応じた変動利率となりますので、年利率は変更になる場合があります。

共済組合の貸付は低金利
なので断然お得です！

返済は、給与
からの控除

繰上返済の
手数料が不要

抵当権の設定が
不要（住宅貸付）

車、家電の購入は共済組合の
普通貸付をご利用ください！

福祉課　☎082-545-8886お問い合わせ先

借入額 毎月償還額（償還回数） 期末手当等償還額（償還回数）
50万円 9,138円（ 42回） 18,276円（ 7回）
100万円 12,913円（ 60回） 25,826円（10回）
150万円 13,116円（ 90回） 26,232円（15回）
200万円 13,320円（120回） 26,640円（20回）
※借入月によって、最終返済額や返済回数が変わる場合があります。

返済例

貸付の限度額

貸付金利率

申込締切日：毎月10日　貸付金送金日：月末

共済組合貸付のメリット

給料月額の6か月分（上限200万円）

年 1.26%

山口県市町村職員共済組合の宿泊施設「防長苑」

● 防長苑で旬のぜいたくふくを味わう

● ご家庭で防長苑のふくを味わう

ふくフルコースプラン
1泊2食
18,000円（税込）

【ご注文方法】ネットでらくらくご注文
BOCHOEN ONLINE SHOP https://bochoen.stores.jp

TEL 083-922-3555
ふくフレンチプラン
1泊2食　
12,500円（税込）

などご用意

電話予約専用組合員様限定プラン

危険から身を守るには？ 災害時に備えて家具の固定を

在宅避難ができるよう自宅を安全な場所にする

家具の固定で事故防止と避難経路の確保を

自宅で災害にあったときに家具が避難を妨げることのないよう、あらかじめ固定しておく必要があります。
事前の対策で自宅を安全な場所にしておきましょう。

災害が起きたとき、自宅の被害が少なければ、避難所ではなく慣れ親しんだ自宅で過ごす在宅
避難ができます。在宅避難をするには、災害時のための生活必需品を備えておくことだけでなく、
家の中の安全性を高めておくことも重要です。
実際に発生したケースには、地震で転倒した家具の下敷きになる、避難しようとして割れたガ

ラスで足にケガを負う、水害により家具が浮かんでしまって避難ができないなどがあり、事前に対
策をしておかなかったばかりに事故につながっています。

普段は持てないような重い家電や家具も地震や水害で簡単に移動・落下・転倒します。冷蔵庫を
しっかりと固定し倒れないようにすることができれば、いざというとき扉を開けて中の食料を取り出
せます。寝室では下敷きにならないよう配置を考えておけば、寝ているときに地震が来ても安心です。
自宅の安全を考えるとき、物を減らすことと転倒の可能性がある家具が本当に必要か検討しま

す。例えば高層マンションでは揺れが大きくなるため、家具自体を置かない工夫が必要です。そして
家具を置くなら転倒防止器具で固定をし、もし転倒してしまっても避難経路を妨げない配置にしま
す。器具の取り付けは、賃貸物件なら貸主に確認をしてから行いましょう。公営の賃貸物件の場合、転

転倒
家
具

ドアが開かない ドアが開く

転倒 家
具

冷蔵庫は壁に
しっかり固定

寝室には家具を置かない、また
は低い家具

避難経路を妨げないように置く

キ
ャ
ス
タ
ー

を
固
定

▶炊飯器やテレビなどの家電も強い揺れで飛ばされます。
　固定グッズや粘着マットで対策を。

転倒・移動防止策

緊急地震速報は
守ってくれるよい音
緊急地震速報※にピロリンなどの名
前を子どもにつけてもらい、ぬいぐる
みやイラストを使い「ピロリンはみん
なの命を守ってくれる音だよ」と繰り
返し伝えます。すると、速
報音が鳴っても怖がらず
に安全行動ができます。

知恵袋

知恵袋

すぐに役立つすぐに役立つ
暮らしの防災

倒防止器具の取り付けのためのネジ止めに対する原状回復義務を免除している自治体もあります。
物が落ちないよう収納・整理をしておく、窓などガラスに飛散防止フィルムを貼っておくなどの対策
も◎。事前の備えが自分や家族の身を守ります。

※緊急地震速報行動訓練用の動画が気象庁の
ホームページにあります。

具にする

湯田温泉街に
ある防長苑

「ロイトン札幌」は、10月1日から契約する予定としていましたが、契約を取り
止めましたので、お知らせします。

指定宿泊施設情報

和 洋

年中無休・24時間サービス

電話番号またはURLは配付しております
「共済だより」をご覧ください。

ほっこり
健康に
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海田警察署
海田市駅前交番

JA安芸
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ひまわり大橋

三宅家住宅
旧千葉家
住宅

織田幹雄スクエア
（海田公民館・
織田幹雄記念館）

海田中店
郵便局 海田町役場海田町役場
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呉
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瀬野川

海田観音免のクスノキ
かん のん めん

Start
&
Goal

日本人初のオリンピック金メダリストである
織田幹雄はなんと海田町の出身！
1928年に開催されたアムステルダム
オリンピックの三段跳びで優勝したよ。
織田幹雄を顕彰する施設・
織田幹雄スクエアにもぜひ立ち寄りたい♪

日
織
19
オ

急な階段なので
気を付けて

北口から出る

観音様をめざして
細い道を進む。
途中から階段に

海田町ふるさと館
  

大師寺
だい   し     じ

熊野神社
くま　の 薬師禅寺

やく　し　ぜん　じ

3
2

1

4

❶梅干しはようじで全体に数梅梅干干 はし よよは うじでじ 体全で 体に数に数梅梅干 はよはよし干 う で全全で 体じじ 体 数数に
か所穴をあける。かかかか け所穴所所穴 あをを穴所 けあをあをあ穴 るけるるける。

❷ささ身は筋を除き、一口大ささささ 身 筋はは筋ささ 筋身は筋身さ はさ 除ききをを き除除き、除 大大大大口口
のそぎ切りにする。ののののそそぎ切ぎ にり切そそぎ切ぎ にり切 にすするるにすするる

❸大根はすりおろして、ザル大大大大大根 すすりりは根根根根 ししてろろおお ザルザルザザ
にあげて水気をきる。ににににあ 気て水げげて水あ て水水て 気げあげ 気をきるきを る気を る。きるきを

❹鍋に4等分に割った豆腐を入鍋鍋鍋鍋 にに4にに4 分等等4等に に分分分4等 豆腐割割割 豆たたっ割 豆腐豆たたっ を腐を入入を入腐を入
れ、だし汁、れれれれ しし汁汁だだだ 汁、しし汁だ ❶を入れて中を入入れれをを入入 中中てれ 中中れて
火にかける。味が染みやす火火にに けか るるけ 味が味 み染が染みやすやす火火に けるけるかに が染染が み味味 み すすや
いように菜箸などで豆腐をいいいい 菜箸よよよ 菜ににうよ 菜菜ににう 豆な箸な でどどな箸 豆でどでどな 腐豆腐をを腐を豆腐を
数か所刺す。沸騰したら弱数数数数 所 す刺刺すかか す。刺す所か所刺か所 沸 た騰騰した騰し沸沸騰沸 弱弱たた 弱弱らら
火にして7～ 8分煮る。火火にに てし ～7て7 88分煮分 。る煮火火に て77しし 8 煮る煮分8分

❺中火にして中中中中火にしててに火に火 てし火 してに ❷を加え、ささ身さを加ええ、さ加をを加えを え加 さ身さ身ささ 身ささ身
に火が通ったらにににに火 た通っがが通っ火 通っ通 たがが たららたらら❸を加えて軽加えを加をを加を加ええ 軽て軽てえ 軽て軽て
く煮立たせてから火を止める。くくくく煮立た立 てせせ煮立た立 てせせ かか 火ら 止を火をかか 火ら 止を火を止めめる止めめ 。る
❻器に盛り、貝割れ菜を添える。器器器器 り 貝貝盛盛に盛 貝り、貝に盛 菜菜をを添れ割れ割れ 添菜菜をを割割れ るえ添える。添ええ
梅干しを崩しながらいただく。梅梅梅梅干 しを崩崩干 崩崩を しし干し な たらがながらな いいら たがなが だくだだ 。くだ

検見﨑 聡美 撮影・スタイリング スタジオ・クラスター料理制作・監修

230kcal 2.0g食塩
相当量　　  

エネル
ギー１人分

作り方作作 方方りり作り方方作り

味付けは梅干しだけ！
疲れたときでもサッと食べられる、癒やし系おかず

豆腐の梅おろし煮

材料材材料料材料材料（2人分）（2（2 分）人人分）分分

梅干しに含まれるクエン酸には、エネルギー代謝
を活発にして、疲労を予防・回復させる働きがあ
ります。この他にも、殺菌・防腐作用があるとさ
れています。ただし、塩分を多く含むので、1日
1個を目安に、とり過ぎに注意しましょう。

疲労回復
ポイント

梅干し

梅干し（塩分15％）梅干し干 分塩（梅干し干 分塩（ 分1 ％5％）分1 ％5 ） ..................................... . .. ... ..... .. . .... .. 2個22個個個
鶏ささ身鶏鶏 さ身身さささ鶏さささ身身鶏さ .....................................2本(160ｇ)(160本2本2本 0(1622本 ｇｇ)
大根大大大根根大根根........................................... ... . .. . .... ..... . .. .. .... ¼  本（250ｇ）ｇ¼ 0（25本本 2¼ 25（2 0ｇ本本 ）ｇ）
木綿豆腐木綿木綿 腐豆豆綿木 腐腐腐綿豆 ..............................................300ｇ0030003033 ｇ0ｇｇ0ｇ
だし汁だだ 汁汁しだ 汁汁だ 汁し  ................................................. .. .. ...... .... . . .. .. .. .. ... . 250ｍｌ00ｍ22550ｍ
貝割れ菜貝割れ割 菜れ菜貝貝 菜菜れ割割 ..........................................½  パック½ ッパパ ククパパ½ ック

おすすめ立ち寄りスポット　　　国道　　　県道　　 トイレ
 主要道　　　  一般道　　　　登り坂　　　下り坂

凡 例

大阪と下関を結ぶ主要道であった
旧山陽道（西国街道）が通る海田町は、

かつて宿場町として繁栄。
旧千葉家住宅や三宅家住宅などが
当時の面影を伝えているよ。

大
だい

師
し

寺
じ

1840年（天保11年）に
創建された厄除け大師。
広島新四国八十八ヶ所
霊場の第35番札所にあ
たる。

1

熊
くま

野
の

神社
1026年（万寿3年）に紀
州熊野大社より勧請さ
れたと伝わる。拝殿は
県下最大級の1つ。
☎082-823-3518　
安芸郡海田町上市4-1

2

薬
やく

師
し

禅
ぜ ん

寺
じ

広島新四国八十八ヶ
所霊場の第59番札所。
高さ13mにもおよぶ
金色の観音様は「ひま
わり観音」と呼ばれ親
しまれる。
☎082-823-4076　
安芸郡海田町上市2-35

3

歴史ある寺社仏閣を巡る歴史ある寺社仏閣を巡る

紅葉色づくリバーサイドウォーキング紅葉色づくリバーサイドウォーキング紅葉色づくリバーサイドウォーキング紅葉色づくリバーサイドウォーキング紅葉色づくリバーサイドウォーキング

海田町

　今回の拠点は海田市駅！　最初は「海田のお大師さん」として親しまれ
る大

だい

師
し

寺
じ

へ。参道の階段が険しい分、境内からの眺めは爽快だ。続いて
向かう熊

くま

野
の

神社では亀像が、薬
やく

師
し

禅
ぜん

寺
じ

では「ひまわり観音」がそれぞれ待
ち受けている 参拝を終えたら北東へ進み 瀬野川沿いをしばらく歩くとち受けている。参拝を終えたら北東へ進み、瀬野川沿いをしばらく歩くと、
海田町ふるさと館に到着。裏手の公園には県天然記念物の海田観

かん

音
のん

免
めん

の
クスノキがあるのでお見逃しなく。帰りは対岸へ渡り、先ほどとはまた
異なる表情を見せてくれる瀬野川を眺めながらのんびり歩き、町のシン
ボルであるひまわり大橋を渡って駅まで向かおう。

☎082-823-3248　
安芸郡海田町稲荷町2-1

海田町ふるさと館4

歩く時歩く時間間：：11時間時間1717分分　歩く距　歩く距離離：：55,,815815m　m　
消費カロリ消費カロリー：ー：282282kcalkcal

う！

自然・歴史・文化が
溶け合う町

海田の おいしいもの

その名の通り町花であるひまわりが表
現されており、郷土愛をたっぷり感じら
れるオリジナル煎餅。中央部分には栄
養の宝庫といわれるひまわりの種が乗
せられている。サクサクした食感にひま
わりの種の香ばしさがくせになる。無
添加なのもうれしいポイント！

海田町の歴史が学べる
施設。館外に海田湾周
辺で最大の畝

うね

観
かん

音
のん

免
めん

古
墳群があり、出土品の
一部を展示している。
☎082-823-8396
安芸郡海田町畝2-10-20

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用制限措置等をとっている場合があります。
詳しくは各施設へお問い合わせください。

今回のウォーキングで

282kcal消費
海田ひまわり煎餅

約5.9枚分＝
4848kcalkcal
11枚あたり枚あたり
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は体リリリリリ安です　※消費カははは※時間・距離は目安です　※消費カ目目目※ リリリ はははははは カロリリリリリリリリリリリリロリーは体ロロロロロロロロ※時間・距離は目安ははははははははははは目安です ※消費カロリーは体はははは距離は目安です距距距距距距※時間・距離は目安です ※消費カロリーは体※※※※※時間距離は目安です ※消費カロリ は体は目安です ※消費カロリ ははははははははははは※ ※※※※ ※※※時間距離は目安 す 消費カ リ は体時間距離は目安 す 消費カ リ は体重※時間・距離は目安です　※消費カロリーは体重 0666060606060606060060060600060 の人が分速人人人人人人人人人kgのkgkgkkkgkgkgk ののの人人人人人人人人人人kgの人が分速kgの人が分速808080mで平地を歩いた場合の総計距離で算出していますmで平地を歩いた場合の総計距離で算出しています

太陽の恵み・SUN！ 鉄板グルメ・ジュ太陽の恵み SUN！ 鉄板グルメジュ～！
海の幸・SEA！ おいしいものをこよなく愛
するウォーキングナビゲーター。

広島グルメ「SUNジュ～SEA」

今回はぼくが
案内するよ！内するよ！

海田ひまわり
煎餅

̶ ハガキ ̶

①クイズの答え
②所属所名
③部署名
④勤務先の所在地・電話番号
⑤名前
⑥ご意見・ご感想
（「共済だより」、参加して
みたい事業などについて）

9月号応募総数107通（正解106通）

10月号の答え 「キツネ」

ハガキに必要事項を記入し、以下の宛先までお送り
ください。※封書でのご応募も可能です。
※任意継続組合員の方は、②～④の記入は不要です。
宛　先 〒730-0036 広島市中区袋町3-17-7F
 広島県市町村職員共済組合
 総務課「共済だより」編集係 宛
応募締切 2021年11月25日 必着
●当選は景品の発送をもって発表といたします
●解答は次号の『共済だより』に掲載します

応
募
方
法

下の2枚のイラストは同じように見えますが、違うところが5つあります。
間違いのあるエリアはA～ Jのどこでしょう？ すべて答えてください。
ただし、色ムラは間違いに含めません。

間違いのあるエリアを5つ答えよう！

まちがい　 さがしクイズに答えて

プレゼントに応募し
よう！

ど
こ
が
違
う
か
探
し
て
み
よ
う
！

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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EEEEEEEEEEEE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF GGGGGGGGGGGGGGG

HHHHHHHHHHHHHHHHHH I JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
エリア表

正解者の中から
抽選で10名様に景品をプレゼント！

【個人情報の取り扱いについて】ご送付いただいた個人情報は厳重に保護・管理し、景品の抽選および発送以外の目的に使用することはありません。また、
個人情報をご本人の承諾なく業務委託先以外の第三者に開示・譲渡することは一切ありません。（法令により開示・譲渡を認められた場合を除きます）

北口から出る出るから出る

の 薬薬師禅寺
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