
後期高齢者医療後期高齢者医療
のいまのいま

　2019年度医療給付実態調査報告によ
ると、後期高齢者医療における1人当た
り医療費は総計941,919円となってお
り、原則加入となる75歳以上において
は、75～ 79歳で773,001円と最も低
く、年齢とともに高くなっている傾向に
あります。
　1年間において1人当たり日数は、入
院が14.03日、入院外が27.45日、歯科
が4.8日で、入院、入院外、歯科のいず
れか1医療機関以上で診療を受けた方の
割合は98.0％でした（国保では85.8％）。
　2020年3月においては、入院、入院外、
歯科のいずれかを1件医療機関を受診し
た方は41.8％、2件は26.8％、3件は
11.1％で、1件以上の医療機関を受診し
た方は84.7％となりました。また、入院
外の診療を受けた方のうち3割以上の方
が、3日以上の診療を受けました。この
頃はまだ新型コロナウイルスの影響は顕
著ではありませんが、2020年度は受診
控えもあったことから、後期高齢者医療
の被保険者数は増加したにもかかわらず、
速報値では医療費総額、診療件数、診療
日数はどれも前年比で減少していました。
　2021年度医療費にどの程度の反動が
あるかなど、今後の動向が注目されてい
ます。

社会保障 Topic

　仕事が忙しいとき、プライベートが立て込んで
いるとき、家庭の中に険悪なムードが漂うことが
あります。「何でもっとちゃんとしてくれないの」
「こっちだって忙しいのに、がみがみ言われると
うんざり」。
　昨年育児がスタートした我が家も例外ではあり
ません。家庭に暗雲が立ち込めるのは、初めての
ことや慣れないことばかりの環境に直面するタイ
ミングで起こりやすいのかもしれません。そんな
中で、やってよかった３つのことをご紹介します。
　１つ目は、「ほめ殺し」。その名の通り、相手の
いいところを褒めて褒めて褒めまくるというもの
です。と言っても、毎日直接褒め合うのは難しい
ので、手のひらサイズの付箋に、それぞれが好き
なタイミングで、相手のいいところや感謝したい
ことを書き込んで壁に貼っていく、というやり方
をしています。
　書くのは大きな出来事ではなく、「朝おいしい
コーヒーをありがとう」とか、「棚の整理をして
くれてありがとう」とか、そんな感じです。月に
５枚交わされるくらいですが、壁に付箋が増えて
いくのは、眺めているだけで嬉しく、読み返して
も温かい気持ちになります。
　２つ目は、「自分だけの時間」。週末に１時間は
お互いに自分１人だけの時間を確保しましょう。

その時間は、ふらっと出かけてもよし、近所のカ
フェで本を読むもよし、ただダラダラするもよし、
好きなことをして過ごします。たかが１時間とい
えども、そのリフレッシュ効果は絶大です。
　３つ目は、「全部環境のせい」。気持ちに余裕が
なくなってくると、ついついお互いを責めたくな
りますが、そんなときに私が言い聞かせているの
が、このフレーズです。今自分たちに余裕がな
かったり、難しい状況になっているのは、全部環
境に原因があるから。だから環境を見直そう、と
いうわけです。そうすると、お互いに相手が悪い
という視点から抜け出すことができます。
　例えば、日用品のストックがなくなったときに、
どうして買っておかなかったんだともめるのでは
なく、定期購入を申し込んで環境を改善しよう、
という具合。これを続けていくと家事などの仕組
み化が進んで生活が楽になると同時に、険悪にな
るのを予防する効果もあり、一石二鳥です。
　家族なのに、そんな工夫が必要なの？と思われ
るかもしれませ
んが、毎日生活
を共にする家族
だからこそ、必
要なのかもしれ
ません。

家族なのに？
いえ、家族だからこそ！

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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ライフステージと　　　 共済組合
子どもの就職・結婚のとき
　子どもが、就職や結婚
をして被扶養者の資格が
なくなったときは、すみ
やかに、被扶養者の取消
の届出をしてください。
　また、子どもが結婚す
るときは、結婚貸付が利
用できます。

詳しくはHPをご覧ください ホームページへ最新号及びバックナンバーを掲載しています

ご家族と一緒に「共済だより」をご覧ください

槍のように鋭い槍のように鋭い33つの
峰が目印！つの峰が目印！
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蛇喰磐（じゃぐいいわ）
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　公務員が定年退職後などに民間企業に再就職したり、再任用で引き続き勤務した
りして雇用保険に加入し、その後退職した場合、雇用保険の失業給付（基本手当）を
受けることができますが、この基本手当は、65歳前の特別支給の老齢厚生年金や繰
上げ支給の老齢厚生年金などと同時に受けることはできません。
　失業の認定を受けるために公共職業安定所（ハローワーク）で求職の申し込みをす
ると、実際に基本手当を受けたかどうかは関係なく、その月の翌月から受給が終了
するまでの間、老齢厚生年金は全額支給停止となります。

雇用保険の失業給付と給給給給業給給付給付付とと付と付と給付給付給 と付と険険険険保険険の険の失業の失失業の失の失険の険の険 業給失業業給失業の失業給給給給雇用保雇用用保雇用雇用雇雇 保用保保険用保雇用保険険険険
年金との調整について整につについてついいついついにつにつ整に ていていてついていててててていて金と金との調の調の調の調とのとのとの金と 調整調整調の調調整調調整整整に調整調整に年年年年年年年年年金年年年金年金年金年年金と年 金医 療

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

退職後の健康保険健康康保険保保険保康保康保康保健康 険険保険険保険険険険険険退職職後の後後の後職後職後職後退職 のの後のの健後ののの健の健健康の健の健康退退退退職退職

　組合員が退職した場合には、退職日の翌日から組合員の資格がなくなり、組合
員証を返納していただくことになります。（被扶養者がいる場合は被扶養者証も
返納が必要）
　このため、退職後の病気やけがに備えて、何らかの健康保険制度に加入する必
要があります。
　どの健康保険制度に加入することになるのか、下図を参考にしていただき、手
続きが必要な場合は、ご予定の加入先へご確認ください。
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※アルバイトや短時間勤務のため、健康保険や共済組合の加入要件に満たない場合は、上記（③・
④・⑤）のいずれかに加入することになります。
※ご不明な点については、所属所の共済事務担当課もしくは、共済組合の保険課までお問い合
わせください。

⇒退職日から20日以内に「任意継続組合員資格取得申
出書」を所属所へ提出してください

③広島県市町村職員共済組合の任意継続組合員になる
【退職日の前日まで引き続き１年以上組合員であった方が
加入できます。】

⇒家族の勤務先にご確認ください

④家族の被扶養者になる
【家族の収入により生計を維持され、国内に居住し、年間
収入が130万円（障がいを事由とする公的年金受給者又は
60歳以上の公的年金等受給者は180万円）未満の方】

常時勤務職員の場合
…引き続き共済組合に加入する

　⇒手続き不要
会計年度任用職員(短時間勤務を含む)の場合
…協会けんぽに加入する

　⇒市町の担当課にご確認ください

①市町で再任用

⇒再就職先にご確認ください
②再就職先の健康保険に加入する

⇒退職日から14日以内に、居住している市区町村の
国民健康保険担当課へご確認ください

⑤国民健康保険に加入する

　失業給付（基本手当等）が日単位で支給されるのに対し、年金は月単位で支給さ
れることから、失業給付支給日数が何月分に相当するか計算し、年金の支給停止
月数と1月以上の差がある場合、その月数分の年金を遡って支給します。

　厚生年金の被保険者で、65歳になるまでの年金を受
けられる方が、雇用保険法の高年齢雇用継続給付（高年
齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金）を受給し
ている間は、在職中であることによる年金の一部支給停
止（所得停止）に加え、標準報酬月額の6％に相当する額
を限度として老齢厚生年金が支給停止されます。

老齢厚生年金支給停止の基本的な仕組み

失業給付の受給満了後の精算

高年齢雇用継続給付を受給するときの年金

（端数は1月に切り上げ）

遡って支給
する月数

＝年金の支給停止月数－
30

基本手当等の支給対象となった日数

月

失業
給付

年金
給付

4月
求職申込

支給 年金は全額支給停止

基本手当受給

支給

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
受給終了

高年齢雇用継続
給付の受給によ
る支給停止

老
齢
厚
生
年
金

在職中の支給停止

支給される年金

　　　 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

記事提供：社会保険出版社

セカンドオピニオンとは、“第二の意見”を聞くこと。そ
れは、「自分が思った病名と違っていた」「この医師の診断
は不安」という理由で医療機関を移ることではありません。
不安があったら他へ行くのではなく、まず疑問や不安を

医師に伝えましょう。例えば、「自分の症状をインターネッ
トで検索すると、○○という検査を受けたほうがよいと書
いてありますが、その検査をする必要はないのでしょうか。
もしなければ、理由を教えてください」など、納得がいく
まで聞くことが大切です。それに対して医師がきちんと答
えてくれない、「大丈夫なものは大丈夫」と言うだけなら、
違う医療機関を受診したほうがよいでしょう。ただし、自

分が思っているような診断を下してくれる医師に出会うま
で、いくつもの医療機関を渡り歩くのは「はしご受診」と
いって正しい受診の仕方とはいえません。受診のたびに初
診料や検査料がかかる上、治療の開始が遅れてしまう恐れ
があります。
セカンドオピニオンは、これからの治療方針などに対し
て“第二の意見”を聞くことです。ガンの治療でどんな選
択肢があるか知りたいなど、はっきりとした目的を持って
専門家の意見を聞きたいとき、担当医に申し出ましょう。
セカンドオピニオン自体をよく理解して、必要な場合は聞
きに行くようにしてください。

必ず紹介状と検査データを持参する
➡紹介状なしだと受診できない。
セカンドオピニオン外来では、
診察や検査はしない
➡医師の意見を聞くところなので、あらた
めてイチから診察はしない。

自分の病名を伝え、対応できるか
➡どの病気でも受け付けているわけではない。
費用について
➡多くが保険適用外。何分でいくらかを確
認。例えば30分で２万～３万円かかること
も。超過料金の確認もしておくと安心。
予約や受付について
➡ほとんどが予約制。また、当日の受付後
の待ち時間も聞いておくとよい。
受付時に、どのような
内容を書かなくてはならないか
➡受付の段階で医師への質問項目を書く
のであらかじめ確認をしておくと慌てない。

セカンドオピニオン外来を受けるとき

気になることは医師に聞こう！

診断や検査に
不安がある場合、

セカンドオピニオンを
受けたほうがいい？

知って
おきたい

セ

医療機関を変えること

＝

セカンド
オピニオンでは
ありません

イコール

ココを理解！

ココを確認！

退職される方向けに年金制度等の概要を説明した動画コンテンツをご用意いたしました。
共済組合ホームページに掲載していますので、ご活用ください。

「年金等動画コンテンツ」をご活用ください
退職されるみなさん

へ

URL http://www.hiroshimakyosai.jp/movie/index.htmlp y jp

ユーザー名・パスワードは配付しております「共済だより」をご覧ください。
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遺族支援保険等にご加入のみなさんへ

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   3月  7日（月）   3月15日（火）

一部払戻・解約   3月23日（水）   3月31日（木）
一部払戻   4月  7日（木）   4月15日（金）

一部払戻・解約   4月20日（水）   4月28日（木）

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   3月12日（土）
  3月26日（土）

  4月  9日（土）
  4月23日（土）

13:30～ 16:30
面談・電話相談

福山市   3月  8日（火）
  3月22日（火） 4月は未定※ 13:30～ 14:30

面談

庄原市   3月  8日（火）
  3月22日（火）

  4月12日（火）
  4月26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（福山市は前週の金曜日）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％
（2022年3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
広島市   3月16日（水） 13:00～

面談   　福山市   4月20日（水）

会場 相談日 面接時間・相談方法

共済組合事務局
  3月17日（木） 13:00～

面談   　  4月21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。

※福山市の相談日は決まり次第、ホームページでお知らせします。

申込方法

法律相談

税務相談

岡山県苫田郡鏡野町

　岡山県美
みま

作
さか

三
さん

湯
とう

のひとつに数えられる奥津温泉。
肌がすべすべになることから「美人の湯」として人気
が高い。奥津温泉の名物といえば、奥津橋のたもと
で3～ 12月上旬の日曜日に不定期に開催される「足
踏み洗濯」。器用に足先で洗濯をする仕草から「洗濯
ダンス」とも呼ばれており、奥津温泉を象徴する光
景として親しまれている。

　『任意継続組合員』になると、退職
後も引き続き共済組合の医療保険が
適用となります。

奥津温泉
おくつおんせん

名物の「足踏み洗濯」に注目！

☎0868-52-0610（奥津温泉観光協会）
岡山県苫田郡鏡野町奥津

泉 質

適応症

アルカリ性単純温泉

神経痛、リウマチ、筋肉痛、関節痛、婦人病、胃腸病、
冷え性、皮膚病、美肌　など

●配当率※は、共済事務担当課またはホームペー
ジでご確認ください。

●「みんなのMYポータル」を登録した方
は、配当額がサイトで確認できます。

※2021年1月～ 12月の保険料に対する配当金の配当率
毎月の積立額は、年2回、4月分と10
月分から変更できます。
変更する方は、共済事務担当課に早
めにお申し出ください。

　被扶養者が就職等されたときは、速やかに「認定取
消」の手続きを行ってください。認定取消日以後、組
合員被扶養者証等を使用して医療機関等を受診した
場合、共済組合が負担した医療費等については、返
還していただくことになりますのでご注意ください。2022年

3月10日（木）

送金予定日

　今回は、初のオンラインによる開催で、セミナーの講師は「元プロ野球選手　江草仁貴さん」
と「ヨガ講師　大滝さやかさん」に依頼し、事前収録したものを1月19日（水）から2月9日（水）
までの3週間、YouTubeにより配信しました。
　江草さんは「脳トレ」、大滝さんは「ヨガ」で、それぞれ楽しく体を動かすことが出来ました。
　また、ご視聴いただいた方から

など、うれしいお声をたくさんいただきました。みなさん、ありがとうございました。
　ご紹介したトレーニングやストレッチはどれも簡単なものばかりでしたので、ぜひ、ご自身
の日々の生活に取り入れて、健康にお過ごしください。

「ヘルスアップセミナー」
を開催しました　

オンライン版

「脳トレは7割失敗してもいいという言葉で、やってみよう！という気持ちになった。」
「座る姿勢や腹式呼吸を実践してみようと思った。」
「コロナ禍において出かけることができなかったので、オンライン版はとても良かった。」

！

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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じゃ   ぐい   いわ

4    

バス停
栗谷支所前
くり たに

大竹市役所
栗谷支所

栗谷郵便局

小
瀬
川

お   

ぜ

289

186

0 100m

蛇喰磐で見られる多種多
様なおう穴には、「水神の

もちつき釜」「雨の釜」「風の釜」な
どの名前が付けられている。

蛇
様

もちつき釜

じゃぐい いわ

けつ

※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　※消費カロリーは体重60660kgの人が分速kgの人が分速8080 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mで平地を歩いた場合の総計距離で算出しています

栗谷

❶鍋ににに鍋鍋にに鍋鍋 AAAを入れて20分おく。を入入を て20分てれ入 て 分て20入れ くお分おく。分おお
❷レモンは7～ 8mm厚さの半月切りにす厚厚 半月切切ンンモ はモレ 7 mm8 m～～ 半半厚 の半の半月さ厚 月 ににり す切切 す
る。カリフラワーは小房に分け、葉ねぎは斜め薄切りにする。リるる リリリカカ。 はラフラワワラフ はラ 分け小は小小 分房に房房小 分分にに房 ぎ、け ね葉葉葉け ぎねねね葉 切は斜はは斜 薄めめ斜は 薄切薄めめ斜 るり切り るににに切 るるすすに 。

❸❶にレモンを入れて中火にかけ、煮立ち始めたら手羽先を加える。煮立ったに モにレモモにレモにレ を て入入れンン て入れをンを入ンを 火 か火にかて中て か火 か火中 に中 ち煮煮立立けけ ち煮立け、煮立け め らめたらち始ち始 らめ らめ始 た始 羽 加先先をを手手 加先を羽手羽先を手羽 る 煮る 煮加え加え 煮る 煮るえ 。え ったた立立 たっったっ
ら弱火にし、アクを除いて蓋をして20分煮る。ら弱弱 に火に火 し、ア をクアクを除除いてい 蓋蓋て をしてして 分02 分煮煮るる。火に弱 に弱ら し ククをを除 蓋蓋を除 を 20分しし 分煮るる煮

❹❸にカリフラワーを加えてさらに10分煮る。葉ねぎを加えてさっと煮て、塩リにカリリに リにカに をラワ をララフ ワフ ワラ さ加えてささえ加を加 さえてを加 てえ 分煮に10分分煮ににら 分1ら 0に ねる 葉葉ねね。る煮 葉ね煮 葉 てぎを加加ええてをぎをぎ え加ぎ 加えを 煮さっと煮煮っさて 煮て と 塩塩、て 塩て 塩
で調味する。火を止めてレモン汁を加え、粗びき黒こしょうを振る。す調味す調で 味味す調 す調で る 止火を火をる 火をを火 止。 止め モンて モてめ レ止め レモてレモンてめ ン えを加汁を汁 加ン 加加えを え汁を汁 黒びき粗粗び、 びきび 黒粗粗 黒 うし うしこ ょ黒 ょうし うしこ を る振振るを 。る振振

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

　　　 246kcal  0.4g食塩
相当量　　   　　  

エネル
ギー　１人分

作り方作り作 方方り作り作 方方り

コラーゲンたっぷり！“ぷるん”と健康的な肌をサポート

手羽先のレモンスープ煮

材料材材材材料料料料（2人分）人人分分）（（2 ）人人分分

鶏肉は、低脂肪、高たんぱく質で元気な体づくりに欠か
せない食材。手羽先はコラーゲンが豊富なので、肌の疲
労回復に効果が期待できます。スープ煮で余すことなく
コラーゲンを補給して、ハリのある肌を目指しましょう。

疲労回復ポイント 手羽先

手羽先手 先羽手羽手 先羽手羽先先先 ...................... . .... .... .... . 6本（300ｇ）6 （本6本（本本 30 ｇ0ｇ本本（
　　にんにく（つぶしたもの）に　に つん くく（つつにんん （つくん くに のぶしたもものしたぶしぶ もたぶ もした ））
　　 ....................................... ... ..... . .. .... ... .. 1片分1 分片片分分片片

昆布（4cm角）昆昆昆布布 4（ 角mc昆布布 4（ 角mc 角角）　　　  ................. 1枚枚1枚枚1枚
水水水水水　　 .............................. . .. .... .. . ..... 250ml2 ml0m505 m0

レモンンレモモモモレ ン ...................................½  個個½½個個個½ ½
カリフラワーカカ フリフリリ ララワーワーワ ............... .... .¼  個（150ｇ）（個¼¼ （個個¼個 15 ｇ）ｇ0
葉ねぎ葉ねねぎぎ葉葉ねねぎぎ ................................... 50ｇ0ｇ05500ｇｇ5
塩塩塩塩塩.......................................... . . .... . ... .... .. . ... ..... . 少々少々少々々々少少
レモン汁ンモレレ ンモモモ 汁汁汁汁 ...........................大さじ2大大さ大ささじ2じ2じ大さ 22じ
粗びき黒こしょうびき粗粗びびき粗び粗び こ うししょょ黒黒 うしょこ黒 し黒  .................... ...... ... . . 少々少々々々少少少

AAA

玖
く

島
じ ま

川親水公園
玖島川に面した公園
で、広場や東屋がある。
流れが穏やかなので夏
場は川遊びに最適。

2

マロンの里交流館
直売所とレストランを
備えた交流施設。とれ
たて野菜や栗の加工品
などが並びお土産探し
にぴったり。
☎0827-55-0055
大竹市栗谷町大栗林195-12

3三
み

倉
くら

岳
だけ

県立自然公園
標高702mの三倉岳の
周辺に整備された公
園。近年はロッククラ
イミングの名所として
人気。
☎0827-56-0660（三倉岳休憩所）
大竹市栗谷町

1

☎0827-59-2163
（大竹市建設部土木課管理係）　
大竹市栗谷町小栗林

春の兆しを探しにおでかけ春の兆しを探しにおでかけ

自然とふれあうリフレッシュウォーキング自然とふれあうリフレッシュウォーキンググ自然とふれあうリフレッシュウォーキング自然とふれあうリフレッシュウォーキング自然とふれあうリフレッシュウォーキング

大竹市

　バス停 栗
くり

谷
たに

支所前に着いたら、三
み

倉
くら

岳
だけ

に向かって北上してていこう。
三倉岳は尖った3つの峰を持つことから通称「三本槍」とも呼呼ばれて
いる。周辺は登山道やキャンプ場があり、三倉岳県立自然公公園とし
て整備されている。山のおいしい空気を満喫したら、来た道道を戻り、
地元民の憩いの場である玖

く

島
じま

川親水公園へ。桜を見ながらひひと休み
しよう。お次に向かうマロンの里交流館は、レストランや直直売所が
併設されており、ご当地グルメや特産品に出合える。最後ににめざす
のは蛇

じゃ

喰
ぐい

磐
いわ

。大小無数のおう穴
けつ

が見られる珍しい景観は、広広島県天
然記念物に指定されている。帰りは、バス停 蛇喰口を利用しよう。

歩く時歩く時間間：：11時間時間2828分分　歩く距　歩く距離離：：66,,820820m　m　
消費カロリ消費カロリー：ー：323323kcalkcal

食べて歩いて、健康になろう！

工業都市と雄大な
自然が融合した町

大竹市の北部に位置する
栗谷町、通称「マロンの里」。
昔から栗の栽培が盛んであっ
ことがその名に由来する。

マロンの里交流館では一年中
栗のソフトクリームを販売中

蛇
じゃ

喰
ぐい

磐
いわ

小
お

瀬
ぜ

川の支流・玖島川
と本流の合流地点にあ
り、おう穴

けつ

が見られる。
県指定の天然記念物。
☎0827-59-2131
（大竹市総務部産業振興課商工振興係）
大竹市栗谷町

4
った

中、
中♪

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現地取材を行っておりません。最新の道路事
情などが変更になっている場合がありますので、ご注意ください。また、施設によっては利用
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。

大竹市産の牡蠣を使った、旨みたっぷりの贅
沢なラー油。主原料の唐辛子、ニンニク、タ
マネギ、シイタケは自社農園で栽培している。
ごはんだけでなく、パンや餃子、刺身とも相
性抜群の万能調味料！無添加＆辛さ控えめな
ので、子どもも安心して食べられる。
今回のウォーキングで

323kcal消費
広島かきみそラー油

約0.9瓶分＝

広島かきみそ
ラー油

広 大竹市の
おいしいもの

364364kcalkcal
11瓶あたり瓶あたり
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GoalGoal

日に日に暖かくなり、登山やハイキングを
楽しめる季節がやってきました。
今回は春から初夏にかけて咲く花の中から
スケルトンを出題。

クイズに答えて

プレゼントに応募し
よう！ ひらがなスケルトンパズル

リストから言葉を選んで入れて、二重マス
に入る文字を並べ替えて言葉を完成させて
ください。一つの言葉をマスに入れられる
のは一回だけです。

ル
ー
ル

リ
ス
ト

̶ 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） 1月号応募総数90通（正解85通）

2月号の答え  「B・D・E・H・I」

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 2022年3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

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）

□きり　　□まゆみ　　□かざぐるま
□くわ　　□あおなし　□ぎょりゅう
□ゆず　　□あせろら　□くろがらし
□あおき　□かたくり　□しばざくら
□あんず　□きんらん　□しゅんぎく
□かりん　□たいはく　□なつみかん
□さつき　□ひめうず　□ひきのかさ
□ざくろ　□まめなし　□あずまにしき
□しゃく　□もくれん　□だんこうばい
□すみれ　□るりじさ　
□らしょうもんかずら

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
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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」

今回はわたし
が

案内するよ！内するよ！



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFPGothic-EB-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Haettenschweiler
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Impact
    /JSDicJapanese1
    /JSDicRoman1
    /JSDicRoman2
    /JSDicSymbol1
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /Map-Symbols
    /MonotypeSorts
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Webdings
    /Wingdings-Regular
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


