
こども家庭センターこども家庭センター
新設新設

　子育て世帯を包括的に支援する「こども
家庭センター」を全国の市区町村に設置す
るため、2024年4月以降に関連法の改正
が施行される予定です。
　市区町村には現在、妊産婦や乳幼児の保
護者の相談を受ける「子育て世代包括支援
センター」と、虐待や貧困などの問題を抱
えた家庭に対応する「子ども家庭総合支援
拠点」が併存していて、支援センターはお
よそ9割の市区町村に設置されていますが、
支援拠点は4割にとどいていない状況です。
　これまで、それぞれの相談機関が把握し
ていた情報が十分に共有されず、支援が行
き届いていないとの指摘があり、双方が一
体となって対応していくことが求められて
いました。そこで政府は、各機関の設立の
意義やこれまで果たしてきた機能・役割を
維持しながら組織を統合し、体制を強化す
ることで、支援が必要な家庭の見落としを
防ぐ必要があると判断しました。
　こども家庭センターでは、支援を要する
子どもや妊産婦等への支援計画（サポート
プラン）の作成を担い、訪問による家事支
援、児童の居場所づくりの支援、親子関係
の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設
し、家事や育児の援助を行うことも想定し
ています。

社会保障 Topic

　ストレスに悩まされない人の中には、「区切る」
という習慣で、緊張という感情をうまく断ち切っ
ている人々がいます。この「区切る」には、時間を
区切る、空間を区切る、五感を区切るの３つの方
法があります。
時間を区切るとは、休憩時間や休暇を積極的に

取り入れることです。この際、疲れてから時間を
区切るのではなくて、疲れる前にあらかじめ休憩
や休暇を予定しておくことが大切です。長期休暇
を予定していると、１～２か月前くらいから少し
気分がウキウキする経験をお持ちの人もいらっ
しゃるのではないでしょうか。
　次に空間を区切るとは、ストレスや緊張感のあ
る場所（職場）から空間的な距離を取ることです。
社員食堂でお昼を食べるよりも外へ出た方が気分
転換になり、週末はドライブなどで日常生活から
距離を置いた方が、自分の状況を冷静かつ客観的・
俯
ふ

瞰
かん

的に把握できる人も多いと思います。展望台
などの高い所に登り、垂直方向に区切る方法もあ
ります。遠くに行くのは時間がかかりますが、こ
れなら会社帰りでもできることです。
　最後に五感を区切るとは、視覚、聴覚、嗅覚、
味覚、触覚などの五感に変化を与え、緊張した気
分を区切ることです。人間の感情は、気付かない

うちに五感の影響を受けています。そこで、五感
への刺激を利用すると、“緊張感”をうまく区切る
ことができます。これが大切な気分転換の方法で
す。例えば、絵画や観葉植物を眺める（視覚）、音
楽を聴く（聴覚）、アロマテラピー（嗅覚）、甘いも
のやスパイシーな料理を食べる（味覚）、温泉につ
かる（触覚）などで緊張を和らげて気分を変える行
為は、多くの人が無意識にやっていることです。
　マラソン選手がベストコンディションで走り切
るために、のどが渇く前に水を飲むように、「区切
る」習慣はストレスをためる前の習慣にしてくださ
い。疲れてから休むのではなく、疲れる前に“区
切る”ことを忘れずに。また、今までは無意識に
やっていたことも、これからは意識してやってみ
てください。より効果を実感できるはずです。

区切るキーワードは…

記事提供：社会保険出版社

一般社団法人日本ストレスチェック協会
代表理事 武神 健之

たけがみ　けんじ●2007年東京大学医学部大学院卒業。産業医として20社以上の企業で年間1,000件以上の健康相談やス
トレス・メンタルヘルス相談を行う。主な著書に『不安やストレスに悩まされない人が身につけている７つの習慣』（産学社）など。

Profile

心の習慣レッスン始めませんか？

３つの「区切る」で心しなやかに！
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今月号の
topics

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

瀬戸内海の大パノラ
マに

瀬戸内海の大パノラ
マに

癒される癒される黒黒
くろくろ

滝滝
たきたき

山山
さんさん

竹原市

床浦（とこうら）神社

大久野島（おおくのしま）のうさぎ

育児のとき
　組合員が子育てのた
めに、育児休業をとり、
報酬が支給されない場
合は、原則として、子が１歳に達する日までの
期間、育児休業手当金が受けられます。また、
育児休業期間中は、申し出により、共済組合及
び共済互助会の掛金免除、退職積立貯金の預入
の中断、貸付金の償還猶予などの
制度が利用できます。

ライフステージと　　　 共済組合

詳しくはHPをご覧ください
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地共済
年金情報
WEBサイト

年金額試算
依頼書

世の中には
健康情報が多くて

惑わされる！

医 療

　組合員が地震、火災、台風や豪雨などの自然災害や非常災害により、住居また
は家財に3分の1以上の損害を受けたときは、災害見舞金が受けられます。
　請求の際には、損害の状況が確認できる写真が必要となりますので、まずは損
害箇所の写真を撮っておいてください。

♦次号では、「被扶養者を取消すとき」について掲載します。

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

災害にあったときの給付付付付とききのののきのききのときの給付のの給の給のの給付給付給付の給の給付にあにああっっっあっああっにあったっったったたとたとたとたったと災災災災災災害に災災害災害災災災害に害に害に災害災害にあ

住居…自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。

住居…同程度の住居を新築した場合の見積額と修理見積額
家財…り災前に所有していた全ての家財の額と損害を受けた家財の額

家財…住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など毎日の生活に必要な財産です。

●支給額

●損害の程度

●必要書類

　損害の程度に応じて標準報酬の月額の0.5か月分～ 3か月分を支給します。

　原則として住居又は家財の値段を見積もって判定します。

①「災害見舞金請求書」
②「災害見舞金支給調査書」
③「家財被害状況申告書」（家財に被害を受けた場合）
④「り災証明書」（市町の担当部署で取得）
⑤住居の修理見積書、当該住居を建て替えたとした場合の見積書
　（住居に損害を受けた場合）
⑥損害箇所の写真（損害の状況を写真で確認するため必ず必要）

① 組合員が加入している年金制度は「（1）国民年金」と「（2）厚生年金保険（公務
員厚生年金期間）」です。

　 ※民間の会社等で働いた期間がある場合は、「一般厚生年金期間」の欄にも記載があります。

合員のみなさんの家計への負担軽減や共済組合　ジェネリック医薬品の利用は、組合員のみな
政の安定につながります。医療機関や調剤薬局で薬を処方されの短期（医療保険）財政の安定に

医師・薬剤師にご相談いただき、ジェネリック医薬品の利用をお願いします。る際は、医師・薬剤

ジェネリック医薬品の利用をお願いします

災害見舞金舞見舞舞金舞金金金金舞災害災害見害見害見災害災 見見見見舞

※組合員とその被扶養者が別居している場合は、被扶養者の住居又は家財も組合員
の住居又は家財の一部として取り扱います。

※このハガキは50歳未満の方のイメージ図です。

※①～③の様式は所属所の共済事務担当課又は、本組合のホームページからダウンロード
できます。

情報（記事作成日など）が新しい　 発信元が信頼できる研究機関である
科学的根拠に基づいている　　　  営利目的の記事ではない

「ねんきん定期便」で便便便」」便便」便」でででで」で」で」で便」できききんききんきん定期ん定定期ん定ん定んんき 期便期便期便定期定期期便便便便ねん「ねねん「ね「「 んねんんきねん「ねんきききき
年金見込額等をお知らせしますますますすすすますすしまお知知らせらせせらせ知ら知ら知らお知 しせせらせせしせせしまししませしせしま込額込額 を額等等を等を額等額等額等込額 ををを等ををおををおをおお知ををお知年年 見年金金見金見年金年金年金年 見見見金見金見見込見見見込見込見込見見込額年

　共済組合では、組合員のみなさんへ誕生月に「ねんきん定期便」をご自宅に送
付しています。
　「ねんきん定期便」では、ご自身の年金加入期間や年金見込額などを確認できます。
　次のとおり、年金加入期間等を記載した圧着ハガキを送付しますので、通知内
容をご確認ください。（35歳、45歳、59歳の方にはパンフレット入りの封書を
送付します。）

年 金

患者の心得

現在、私たちは健康や医療に関する
情報をテレビ、新聞、インターネットな
ど、さまざまな媒体から得ています。し
かし、その中には誤った情報や過剰な表
現が含まれていることを忘れてはいけま
せん。目に付きやすい記事は営利目的の
ものも多くあり、どんな情報も「うの
み」にするのは危険です。
そこで必要とされるのが「ヘルスリテラ

シー」。健康や医療の情報を入手して理解
するとともに、その情報が信頼できるもの
かを評価し、正しく活用する能力のことを
いいます。耳慣れない言葉で難しく思える

かもしれませんが、「病気についての正しい
知識を持つ」「よい生活習慣を身に付ける」
「健診や検診を活用する」「信頼できるかか
りつけ医を持つ」など、自分の健康と向き
合い行動していくことが、結果的にヘルス
リテラシーを高めることにつながります。
ヘルスリテラシーが高まると、病気

の際により適切な選択ができるだけでな
く、生活習慣病などの予防にもつながり
ます。治療に費やすコストや時間が減れ
ば、ＱＯＬ（生活の質）が向上すること
に。ヘルスリテラシーは、健康的な生活
の土台でもあるのです。

信じられる情報を見極める力をつけよう

知って
おきたい

健康的な生活のために
ヘルスリテラシーを
高めましょう

健康

　　　 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。

監 修　　　　

記事提供：社会保険出版社

ヘルスリテラシーを高める“３ステップ”

情報を入手し、理解する
STEP

1

信頼できる情報か評価する
STEP

2

健康のために情報を活用する
STEP

3

インターネットを賢く使う
キーワードを複数入れて検
索。ブログやSNSでは体験談
が見つかることも。

かかりつけ医に質問する
分からないことはメモにまと
めておき、かかりつけ医に質
問しよう。

下記のチェックポイントを参考に、信頼度を評価しよ

● 医療には不確実性や限界があることを理解して、納得できる選
択をしよう。

● 生活スタイルや費用、体力、時間などを考慮のうえ、優先順位を
決め、意思決定を行う。

よう。

あなたの老齢年金の見込額が確認できます。

地共済年金情報WEBサイトの試算を利用する。
①WEBで試算

毎年毎年毎年、誕生月に送に送に送付す付すするねる んきんきん定期便でで確で確で確認する。る
②ねんきん定期便

確認方法は次のとおりです。

このこここ 他に、共済組合へ合へ合へ試算試算試算を依依頼す頼することともともでできできで ますま 。依頼書頼書を印を印を印を印刷し刷し刷し刷し刷し 必、必、 要要事事項を項を記入のうえ共え共え共え共
済組済組済組組組組組組合へ合へ合へ合へ合へ合へ合へ合合へ提出出提出提出提出提提提 してしてしてしててくだくだくだくだださいさいさいさいさい。

① ② ③
2.これまでの保険料納付額（累計額）と
　これまでの加入実績に応じた年金額

（２）厚生年金保険

円

円
円
円
円

国民年金保険料
（第1号被保険者）

厚生年金保険料
（被保険者負担額）

円

円
円
円
円

老齢基礎年金

老齢厚生年金

保険料納付額
（累計額）

加入実績に応じた
年金額（年額）

一般厚生年金期間

（1）と（2）の合計

私学共済厚生年金期間（私立学校の教職員）

公務員厚生年金期間（国家公務員・地方公務員）

（１）国民年金

② ご自身が納めた国民年金と厚生年金の保険料の累計額が記載されています。

③ 50歳未満の方については、ねんきん定期便を作成する時点での加入実績を基
にした年金額が記載されています。また、50歳以上の方については、現在の
年金加入の状態を60歳まで継続した場合の年金見込額が記載されています。

① ② ③
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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   9月  7日（水）   9月15日（木）

一部払戻・解約   9月21日（水）   9月30日（金）
一部払戻 10月  5日（水） 10月14日（金）

一部払戻・解約 10月21日（金） 10月31日（月）

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   9月10日（土）
  9月24日（土）

10月  8日（土）
10月22日（土）

13:30～ 16:30
面談・電話相談

福山市   9月13日（火）
  9月27日（火）

10月11日（火）
10月25日（火）

13:30～ 14:30
面談

庄原市   9月13日（火）
  9月27日（火）

10月11日（火）
10月25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9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   9月14日（水） 13:00～

面談   　尾道市 10月19日（水）

会場 相談日 面接時間・相談方法

共済組合事務局
  9月15日（木） 13:00～

面談   　10月20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

＊1 内閣府男女共
同参画局『災害対
応力を強化する
女性の視点～男
女共同参画の視
点からの防災・復
興ガイドライン』

７つの基本方針：⑴平常時からの男女共同参画の推進
が防災・復興の基盤となる ⑵女性は防災・復興の「主
体的な担い手」である ⑶災害から受ける影響やニーズ
の男女の違いに配慮する ⑷男女の人権を尊重して安
全・安心を確保する ⑸女性の視点を入れて必要な民間
との連携・協働体制を構築する ⑹男女共同参画担当
部局・男女共同参画センターの役割を位置付ける ⑺要
配慮者への対応においても女性のニーズに配慮する

島根県仁多郡
奥出雲町

　古くから薬湯と
して知られる亀嵩
温泉は、肌がつる
つるになる美肌の
湯としても有名だ。
奥出雲の四季を愛
でながら温浴でき
る露天風呂のほか、
源泉かけ流しの家
族風呂もあり、家
族水入らずの時間
をのんびり過ごせる。また、セラミックでできた「天

てん

降
こう

石
せき

」という石に入るセラミックサンドバスは、美容
や健康増進に効果的と話題。

亀嵩温泉
かめだけおんせん

奥出雲が誇る美肌温泉郷

☎0854-57-0800（玉峰山荘）
島根県仁多郡奥出雲町亀嵩3609-1

泉 質

適応症

アルカリ性単純泉

自律神経不安定症、不眠症、うつ状態　など

避難所ではこれまで、被災者に対して男性と
女性のニーズの違いや子ども・高齢者などさま
ざまな人への配慮が十分でないという問題があ
りました。そこで、男女共同参画の視点からの防
災・復興ガイドライン＊1が2020年5月に内閣
府男女共同参画局から明示されました。地域の
防災力向上のため、男女の人権を尊重するため
に女性も参画すること、要配慮者への対応につ
いて女性の視点を取り入れることなどが必要と
されています。
ガイドラインの中には「避難所チェックシー

ト」や「授乳アセスメントシート」などがあり、具
体的な項目が記載されていて活用しやすく、地
域の防災対策を考えたときの目指すべき避難所
運営の参考にもなります。

「質の向上」というと、「災害時は楽しんでは
いけない」「我慢すべき」という意識から、快適さ
を求めることを「わがまま」や「ぜいたく」と批判
されることも。避難所で当たり前の生活を送る
ことは、わがままでもぜいたくでもありません。
例えば、生理用品を大勢の前で女性全員に配

布する、という対応は思春期の女性には恥ずか
しいこと。物資を平等に配布すればよいわけで
はなく、人格や尊厳にも配慮するべきなのです。
また、在宅避難や車中泊をする場合にも、物

資や情報が限られて孤立しないよう必要な支援
を受けられることが、快適な避難生活を送るた
めには重要です。
避難所の質が上がれば、劣悪な環境のせいで

命を落とす被災者の数が減り、避難所の生活の
質が保証されていれば、より早い避難行動にも
つながるはずです。

質の向上を目指して
当たり前の生活水準を避難所にも！

女性の視点も取り入れて
さまざまな人に配慮が必要

あなたにとって快適な
避難所をイメージして

水害や地震、津波など災害の多い日本。いつ自分が被災者となるか分からな
いからこそ、避難先は快適であったほうがいいですよね？

ウトド 防災ガイド あんどう りす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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回以上アウトドア防災ガイド あんどう りす
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

知恵袋

知恵袋

すぐに役立つすぐに役立すぐに役立つ
暮らしの防災

「遊び」は子どもの心を守る

子どもの不安な気持ちを和らげ、安全に遊べる「場」
は平常時でも大切。体を使った遊び、お絵かきな
ど気持ちを表現できる遊びはストレスを発散させま
す。思いっきり遊べる
環境をおとなが用意
してあげましょう。

記事提供：社会保険出版社

　2022年10月1日から育児休業期間中の掛金等の
徴収免除要件の見直しが行われ、同月内に短期間
の育児休業等を取得した場合や期末手当等支払月
に育児休業等を取得した場合等の取扱いを変更す
ることとなりました。
　詳細については、QRからご確認くだ
さい。

育児休業期間中の
「掛金等の徴収免除の取扱い」が

変更になります
内閣府　男女　ガイドライン 検索

新型コロナウイルスなどの感染症を広げな
いための避難所対策をはじめ、時代に合わせて
よりよい避難所にしていく姿勢が常に求められ
ます。私たち一人ひとりが目指すべき避難所を

イメージし、声
を上げていくこ
とが、避難所の
質を高めること
につながります。

　退職積立貯金の毎月の積立額は、年2回、
4月分と10月分から変更できます。変更する
方は、所属所の共済事務担当課に早めに申し
出てください。

　共済だより折り込みのご案内をご覧のうえ、お申し込共済だ共済済共共済済共済済だ済共共共共共済共 よりり折よよよよよよ 折り込りり折折りり折りり込り折折折折折り折 みのごののみみののみののごのみみみみみのみ 案内内を案内内案案内案 を内案案案案案内案 をご覧覧ごごをごをごごをごご覧ごををををごを のうえううののううのううえうのののののうの お申おお、おおおお申おお し込込込込しし込込しし込し共共済済だだ共共済済済済共共済済共 だだだ共済済だ済済 より折折よよりりりよよよりりよ 折折折よよりり折りり り込込み込みりり込込込り込りり込込り みみみりり込込み込込みののごごみののののののみみののごごごのののごのの 案内をを案案内内内案内案案内内案 ををを案案内内を内内 ご覧ののごご覧覧覧ご覧ごご覧覧ご のののごご覧覧の覧覧 うえええううええうえううええええ お申申おおおおおお申申申おお申おお し込しし込込込し込しし込込ししし込込込込
みください。みみみみみみみみみみみみみみ ささだだくくだだく さだくくだだささくだくだだだだだだだだだくく さささくだくくく さくだくく いい。いいい。。いいいいいいいいい

共済
互助会

広島交響楽団鑑賞広島交響楽団鑑賞
サッカー教室サッカー教室

募集して
います

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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恵みパン工房
RyuRyu

竹原警察署
忠海交番

黒滝山登山口の
案内板あり
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地蔵院

さくら堂

観音堂

ひろば

忠海港

広島県立忠海
高等学校

バス停 長浜東

広島県立忠海
高等学校

JR呉線
歩道橋を渡って駅へ

登山口

バス停 長浜東

疲れたら無理せず
バスを使おう

恵みパン工房
RyuRyu

賀儀城跡
鍵坪橋

床浦神社
とこ　うら

安芸長浜駅
あ　　き　 なが  はま

忠海
駅ただ

のう
み

2

興亜橋東詰

185

Goal

Start

memo
忠海駅～さくら堂 約20分
さくら堂～観音堂 約25分
観音堂～黒滝山山頂 約10分

4

今回は山と海を1日で楽しむ
ぜいたくなコース。長めの

ウォーキングになるので、熱中症対策
や水分補給をしっかり行いましょう！

今

ウ キ

急こう配や足元が不安定な
箇所もあるので要注意！

memo
うさぎの島・大久野
島へは、忠海港から
フェリーで15分。

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

凡 例
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❸焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼き色き色き色き色き色き色き色き色き色き色きき色き色き色きき色がつがつがつがつがつがつがつがつがつがつがつがつががつがつがつつがが いたいたいたいたいたいたいたいたいたたいたいたいたたいいたいたいたららららららららららららららららら裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏返し返し返し返し返返し返し返し返し返し返し返しし返し返しし返返返 、さ、さ、さ、さ、ささ、さ、さ、さ、さ、さ、ささささらにらにらにらにらにらにらにらにらにらにららにらにらにらにらにらに２～２～２～２～２～２～２～２～２～２～２～２～２～２２２～２～～～～～～～～３分３分３分３分３分３分３分３分３分３分３分３分３分３分分
蒸し蒸し蒸し蒸し蒸し蒸し蒸し蒸し蒸し蒸し蒸し蒸し蒸しし蒸蒸し蒸し蒸しし蒸し焼き焼き焼き焼き焼き焼き焼き焼き焼き焼き焼き焼き焼き焼き焼焼き焼焼焼焼 にすにすにすにすにすにすにすにすにすにすすにすにすにすにすにすする。る。る。る。る。る。る。る。る。るる。る。る。る。る。る。る。。

新谷友里江（料理家・管理栄養士）
撮影 武井メグミ　スタイリング 宮沢ゆか

料理制作・監修

作り作り作り作り作り作り作り作り作り作り作り作り作り作作り作作作作 方方方方方方方方方方方方方方方

しっかり味わって“食べ過ぎを防ぐ”和の風味がベストマッチ

豆苗とひじきの和風オムレツ

　かみ応えのある豆苗
は、早食い防止になり、
満腹感が得やすく食べ
過ぎも防ぎます。それだけで
なく、よくかんでゆっくり食
べることは食後の血糖値の上
昇を抑えるので、メタボ改善
につながります。

メタボリックシンドローム
改善につながる

AAAAAAAAAA
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　　　 280kcal  1.7g食塩
相当量　　   　　  

エネル
ギー　１人分

忠海のシンボル・黒滝山の
山頂からは、大

おお

久
く

野
の

島
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や芸
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予
よ

諸
しょ

島
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島島、
遠く四

し

国
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連
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山
ざん

を一望できます。
登山道には33体の石仏があり、
ミニ西国三十三か所霊場巡り

もできます♪

黒
くろ

滝
た き

山
さん

標高266m。山頂には
観音堂があり、天平年
間（730年頃）行

ぎょう

基
き

に
よって創建されたと伝
わる。
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アヲハタジャムデッキ
旧工場を改装して作
られたアヲハタジャ
ムの魅力発信スポッ
ト。ジャムづくり体験
ができる。
※当面の間、利用は完全予約制。
☎0846-26-1550
竹原市忠海中町1-2-43

2

床
とこ

浦
う ら

神社
別名「海

かい

上
じょう

大
だい

明
みょう

神
じん

」と
呼ばれ、海にまつわる
伝承を多くのこす。海
に向かって立つ大鳥居
が印象的。
☎0846-22-4331（たけはら観光案内所）
竹原市忠海床浦1-12-27

3

山海の絶景に出合う山海の絶景に出合う

ハイキング＆シーサイドウォーキングハイキング＆シーサイドウォーキングハイキング＆シーサイドウォーキングハイキング＆シーサイドウォーキングハイキング＆シーサイドウォーキン

竹原市

忠
ただの

海
うみ

駅に着いたらまずは山の絶景を求めて、黒
くろ

滝
たき

山
さん

へ。登山道が整備
されているので、初心者でも登りやすい。山頂からは瀬戸内海を望むパ
ノラマビューが待ち受けている。ハイキングを終えたら、アヲハタジャ
ムデッキでひと休み ギャラリ やショップなどを併設する アヲハタジャムデッキでひと休み。ギャラリーやショップなどを併設する、アヲハタジャ
ムづくしの空間だ。後半は海の絶景が見られる、床

とこ

浦
うら

神社とエデンの海
パーキングエリアへ。どちらも知る人ぞ知る映えスポットで、瀬戸内海
にゆっくりと沈む夕日は息をのむほど美しい。夏の終わりを感じながら、
安
あ

芸
き

長
なが

浜
はま

駅まで海沿いをのんびりと歩く。

☎0846-22-4331（たけはら観光案内所）
竹原市忠海町

エデンの海
パーキングエリア

4

歩く時歩く時間間：：22時間時間1212分分　歩く距　歩く距離離：：66,,740740m　m　
消費カロリ消費カロリー：ー：485485kcalkcal

う！

自然が織りなす
映える町

映画『エデンの海』の舞
台となった夕日スポッ
ト。原作は現・県立忠
海高校での勤務体験を
もとにした小説。
☎0846-22-4331（たけはら観光案内所）
竹原市忠海長浜3

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。
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山

竹原市の おいしいもの

忠海港そばの「恵みパン工房RyuRyu」で
は、国産小麦と天然酵母、生イーストで作
る無添加生地のパンを提供している。体に
優しく、ふんわりとやわらかいパンは、年
齢問わず安心して食べられると好評。特に
人気なのが自家炊きカスタードクリームを
使ったクリームパン。しっとりした食感と
優しい味わいに顔がほころぶ。
今回のウォーキングで

485kcal消費
クリームパン

約1.9個分＝

253253kcalkcal

クリームパンクリームパン
11個あたり個あたり

自家炊きカスタード
クリームパン
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クイズに答えて

プレゼントに応募し
よう！ ナンバープレイス

❶たての各列、よこの各列に1～ 9
の数字を１つずつ入れる。

❷太い線で囲まれた3×3の枠それ
ぞれにも、1～ 9の数字を１つず
つ入れる。

空欄がすべて埋まったら、A～Dに
入る数字の合計を答えてください。

ル
ー
ル

【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）

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。

̶ 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）

7月号応募総数
59通（正解51通）

8月号の答え

「Bが不要」
正解者の中から
抽選で10名様に景品をプレゼント！

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9月26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

※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。

応
募
方
法

次のルールに従って、
空欄に数字を入れてください。

太陽の恵み SUN！鉄板グルメ ジ ！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
案内案内します！案内します！案内します！

急こう配や足
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