
育児休業を育児休業を
取りやすい制度へ取りやすい制度へ
　働いている親たちが出産・育児のために
休みやすくなるよう、育児休業の制度が変
わる見通しとなりました。これまでできな
かった「育休の分割」を認め、夫婦交代で
の取得を想定しています。
　現在の育休制度では、原則、子が1歳に
なるまでの間に1回しか取得できませんが、
制度改正により男女ともに育休をそれぞ
れ2回に分けて取得できるようになります。
また、子の出生から8週間以内は、男性の
育休をさらに2回に分けることができます。
この時期は女性の心身の負担が大きく、男
性のサポートで産後うつを防ぐ効果も期待
ができます。
　厚生労働省によると、夫の家事、育児時
間が長いほど妻の継続就業割合が高く、第
2子以降の出生割合も高い傾向にあること
がわかっています。少子高齢化で労働力人
口が減る中、男性の育休取得は女性の離職
防止にもなり、生産性向上の契機にもなる
という考察もあります。しかし、同省の
2019年度調査では、男性の育休取得率は
わずか7.48％です。
　新しい制度では、事業主側に対象となる
労働者への個別周知・意向確認の義務づけ
なども盛り込まれており、育児休業を取得
しやすい環境整備が、制度の定着には重要
です。

社会保障 Topic

時間ギリギリに出勤したり、先輩に慣れ慣
れしい態度をとったり、と何かと気になる言
動が多い部下。重大なルール違反はないもの
の、つい目についてしまう―。注意とまで
はいかなくても、老婆心から「アドバイス
を」と思う場面もあるかもしれません。そん
なとき、せっかくの思いを無駄にしないため
に心にとどめておきたいことがあります。
それは、自分の「常識」が他人にとっても

そうとは限らない、ということ。世代や立場、
環境が違えば、その傾向は強くなります。そ
のため、アドバイスをする際は、自分の思い
込みや偏見などが入り込んでいないか十分検
討を重ねた方がよいでしょう。また、相手が
そのアドバイスを受け止められるかも見極め
を。どう頑張っても実現できないような内容
なら、お互い何のプラスにもなりません。
それを踏まえた上で、摩擦を起こしにくい

アドバイスのポイントをご紹介します。まず
は“Ⅰメッセージ”。「いつも時間ギリギリで、
だらしないぞ」なんて言われて、前向きに受
け取る人はいないですよね。例えば「いつも
時間ギリギリで、ちょっと心配している」な
どと自分の気持ち主体で伝えることで、相手
も耳を傾けやすくなります。
次は“言い分を聞く”こと。余裕をもって

出勤できないのには、資格取得に向けて勉強

している、体調が悪い、実は介護が始まった、
など何か理由があるのかもしれません。そし
て、背景が見えてきたら、取るべき具体的な
対策を“一緒に考える”。
アドバイスは、それが善意から出たものだ

としても、受け取った側は多少なりとも「非
難された」「攻撃された」と感じるもの。３つ
のポイントを押さえてアドバイスをすると、
意見の押し付けにならず、意識のズレを調整
しやすくなります。
さまざまな世代や立場の人がいる職場では、

考え方の違いに戸惑うことは、少なからず誰
にでもあるものです。「どちらが正しいか」を
議論することにあまり意味はなく、必要なの
は、お互いの意見をすり合わせギャップを埋
める作業。話してみると、相手の違った姿が
見えてくるかもしれませんよ。

これってセーフ？ それともアウト？

記事提供：社会保険出版社

NPO法人メンタルレスキュー協会 理事長下園壮太

しもぞの そうた●1959年生まれ。防衛大学校卒業後、陸上自衛隊に入隊。初の心理幹部として、多数のカウンセリングを経験。退職後は
NPO法人メンタルレスキュー協会でクライシスカウンセリングを広めつつ、産業カウンセラー協会、自治体、企業などに向けてストレスコント
ロールなどの講演・トレーニングなどを提供。『令和時代の子育て戦略』（講談社）、『「一見、いい人」が一番ヤバイ』（PHP研究所）など著書多数。

Profile

「こうあるべき」を押し付けず
お互いがストレスを抱えずに
やっていくためにギャップを
埋めるコミュニケーションを！

Message
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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

ユネスコ無形文化遺
産の

ユネスコ無形文化遺
産の

「「壬壬
みみ

生生
ぶぶ

のの花花
はなはな

田田
たた

植植
うえうえ

」」

ライフシーンと　　　 共済組合

マイホーム取得のとき
　組合員が、入居するための住
宅購入するときや改築するとき
など、住宅貸付が利用できます。
　貸付額は組合員期間や給料月
額に応じた額（上限1,800万円）で、毎月の給料
及び期末手当等から控除する方法で返済してい
ただきます。

詳しくはHPをご覧ください

北広島町

古保利（こおり）薬師の大ヒノキ

道の駅舞ロードIC千代田
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医 療

　組合員又はその被扶養者が、病気やケガで組合員証（保険証）等を使って病院や
薬局で治療を受けたとき、窓口で一定の自己負担額を支払いますが、その残りの
額は共済組合が病院や薬局に支払っています。これを療養の給付・家族療養の給付
といいます。

年 金

●単なる予防措置・疲労回復措置。
●美容・整形のための処置、手術等。
●人工妊娠中絶・正常分娩。
●傷病の原因が公務上（公務・通勤災害）であることが明らかである場合。

　ジェネリック医薬品の利用は、組合員の皆さまの家計への負担軽減や共済組合の短期（医療
保険）財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る際は、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。

ジェネリック医薬品の利用をお願いします

インターネットで将来の将将将来で将将来将来の来のの来の来の将来来将 ののーネネネネーネネネットでットトでットネッネッネッネ で将でで将トでットで将将将将イイイイイ ターインンタンタインインインイ ターターーターンターネネネ
年金見込額を確認できますすすすす認で認できまでききできでき認で認で確認 まままきまきままきますますますまきます込額込額を確額をを額を額込額込額見込 確を確確を額を確を確を確認確確認を確を確認年金年金金年金年年年 見金見見金年金金見金見金見込見見込金見金見込

　組合員証等を使って診療を受けたときの負担割合は次のとおりです。

※療養の給付等が受けられないもの

知っておきたい　健康保険のことのこのこととことことのい　い　健康康健康健　健健たい 康康保険康康保康保険保険険の康保康保険の知知っておておって知っって知 おておおきおきおきたきたたいおきお たい知

①療養の給付・家族療養の給付家族家族族家族族 の給療養の給養の療養族療族療家族 給付給付付の給養の 付①①①療①①療①療 給付養のの給養の療養①療療養① 付・給付付・家の給付の給 ・家家①①

病気やケガで病院にかかったときとききききとききききききかかかかかかかかか たとかっったかったかっかかっかか たとたとたとったったとききガででででガでで病で病院に病院院に病院病院で病で病で にか院ににか院に病院にかかか病気病気気気気病気気 ケガ気ややケやケ気や気や気や病気 ケガケガガでケガやケガでで病病病病病病病気
の給付シリーズリーリーーズズズーズーーズシリーズズズズのの給付給付付給付の給の給の給の 付付給付付シ付付シ付シリ付シシリ付シ付シリの

◆次号では、病気やケガで病院にかかったときの給付シリーズ　②一部負担金払戻金・
家族療養費附加金・高額療養費（負担軽減措置→限度額証）について掲載します。

共済組合の負担
［療養の給付・家族療養の給付］

組合員又は被扶養者の負担
［自己負担］

組合員（70歳未満） 医療費の7割 医療費の3割

被扶養者（70歳未満） 医療費の7割
（義務教育就学前8割）

医療費の3割
（義務教育就学前2割）

70歳から74歳の
組合員及び被扶養者

医療費の8割
（標準報酬の月額が28万円以上の
者については7割）

医療費の2割
（標準報酬の月額が28万円以上の
者については3割）

　各地方公務員共済組合が共同で運営する「地共済年金情報Webサイト」では、
公務員厚生年金期間におけるご自身の将来の年金見込額や加入履歴などを確認す
ることができます。

パスワードの変更はできますか？

ユーザー ID・パスワードを忘れてしまった場合どうすればいいですか？

変更できます。「地共済年金情報Webサイト」にログインし、メインメニューの「パスワー
ド変更画面」から変更手続きを行ってください。

お手数ですが、再度、ご利用申込みの手続きを行ってください（同じユーザー IDの再発
行はできません）。

手続き・操作でよくある質問

Q

Q
A

A

ご利用手順
❶年金加入履歴・加入期間
❷保険料納付済額
❸標準報酬月額等
❹年金見込額
❺給付算定基礎額残高履歴

確認できる内容

❶組合員
❷組合員であった方

利用できる方

365日24時間いつでも
ご利用できます（サーバー
のメンテナンス時を除く）

ご利用時間

ご利用申込み
（基礎年金番号・名前・生年月日・パスワード等を入力）
（入力したパスワードは、必ず控えておいてください）
②

（ユーザーID通知書が2～3週間後に送付されます）
ユーザーＩＤ通知書の受領③

受領したユーザーＩＤ及び申込み時に
登録したパスワードを入力してログイン④

地共済年金情報Webサイトにアクセス
地共済年金情報Webサイト① 検 索

●年金見込額は、確認時点に反映されている加入履歴、標準報酬月額等
をベースに年金受給額等を試算しているため、実際の金額と異なります。
●すでに老齢厚生（退職共済）年金を受給されている方や支給開始年齢に
到達されている方はご利用いただけません。

●住所や名前を変更された方は、各共済組合に異動の届出をされてから
申込みをしていただきますようお願いします。

　　　 高橋裕子（たかはし　ゆうこ）●京都大学特任教授・日本禁煙科学会理事長・医学博士　京都大学医学部卒業。1994年、奈良県の大和高田市立病院に、国内初の「禁煙外来」を開設。京都大学医学部講
師、奈良女子大学教授を経て、京都大学特任教授に。また、2009年より日本禁煙科学会理事長に就任。現在、京都大学付属病院や国立京都医療センターの禁煙外来を担当。インターネット禁煙マラソン主宰。
　　　　

記事提供：社会保険出版社

　たばこの煙には、約200種類もの有害物
質が含まれています。新型たばこと呼ばれ
る加熱式たばこにも有害物質は含まれます。
そして、たばこから立ち上る副流煙のほうが、
喫煙者が吸う主流煙より有害物質を多く含
むため、吸わない人でも他人のたばこの煙
を吸えば健康を損ないます。
　最近では、この受動喫煙の害が広く認知
され、社会的にも受動喫煙の防止が求めら
れていますが、有害物質は煙が消えたから
といってなくなるものではありません。た
ばこを吸った部屋や人を「たばこ臭い」と
感じるのは、壁や衣類などに有害物質が付
着しているためで、それを吸い込めば健康
被害を受けます。これを「サードハンドス
モーク」（残留受動喫煙）といいます。
　たとえ喫煙者が分煙のマナーを守り、吸
わない人の近くで吸わなくても、たばこの
害をシャットアウトすることはできません。

特に、害を受けやすいのが乳幼児や子ども。
床をハイハイしたり、おもちゃを口にしたり、
喫煙者の親に抱きついたりと、おとなより有
害物質を吸引する機会が多いからです。
　家庭内での子どもの受動喫煙をなくすに
は、親の禁煙が一番。自分はもちろん、家
族の健康のためにも禁煙しましょう。禁煙
に手遅れはありません。禁煙しやすい薬も
普及し、インターネットの禁煙マラソンなど、
禁煙を手助けするサイトも提供されていま
す。諦めず何度でも禁煙にチャレンジを。

を用いて禁煙します。内服薬（バレ
ニクリン）は、喫煙しながら服用。１週間後にはたば
こがおいしいと感じなくなり、吸いたくなくなります。

薬局で購入できます（禁煙外来でも処方）。
ニコチンガム  ニコチン入りのガムで、ニコチ
ン切れのイライラが和らぎます。
ニコチンパッチ  皮膚に貼ってニコチンを少しずつ
補給することで、ニコチン切れの症状を軽減します。

生活の中で、喫煙習慣を代わりの行為で改善します。
●目覚めの一服➡起きたら冷たい水を飲む。
●食後の一服➡食後にすぐ歯磨きをする。
● 仕事での気分転換の一服➡ストレッチをしたり、
外の風に当たったりする。

禁煙を継続するには、仲間や家族のサポートが大き
な力になります。
●禁煙仲間や家族とSNSで励まし合う。
● 禁煙をサポートするインターネットサイトで、禁煙
に成功した先輩や医師からアドバイスを受ける。

たばこの煙が消えても有害物質はなくならない

たばこの煙

忍び寄る第３の煙忍び寄る第３の煙
たばこの害は煙が消えた後にも！

禁煙成功のポイント
禁煙外来を受診する

禁煙補助剤を使う

生活習慣を改善する

仲間をつくる
※ 一定の条件を満たせば、健康保険の適用になります。

喫煙の種類

「受動喫煙」や「サードハンドスモーク」
により、こんな病気のリスクにも

▶高血圧
▶動脈硬化
▶脳卒中
▶虚血性心疾患
▶胃潰瘍・十二指腸潰瘍
▶がん（咽頭・喉頭・食道・肺・胃・
　 肝臓・腎臓・膀胱など）

▶SIDS（乳幼児突然死症候群）
▶中耳疾患
▶呼吸器症状
▶肺機能の低下

▶冠動脈疾患
▶肺がん
▶脳卒中
▶副鼻腔がん
▶乳がん

▶COPD（慢性閉塞性肺疾患）
▶歯周病
▶認知症
▶流産・早産・低出生体重児
   など妊娠に関する異常
▶ED（勃起障がい）

など

▶COPD（慢性閉塞性肺疾患）
▶ぜんそく
▶肺機能低下
▶流産・早産・低出生体重児
   など妊娠に関する異常　

など

喫煙者 こんな病気になるリスクが高くなる

非喫煙者

たばこの害は
全身に及びます

能動喫煙
自らたばこを吸う

受動喫煙
他人の煙を吸う

にど煙がなくなっても壁や衣類などに煙がなくなっても壁や衣類などに煙がなくなっても壁や衣類などに
付着した有害物質を吸う付着した有害物質を吸う

こんなたばこの吸い方をしても…
ベランダで吸う
換気扇の下で吸う
喫煙室で吸う
 空気清浄機を稼働さ
せて吸う
家族が外出している
ときに部屋で吸う

●洗濯物  ●壁  
●床・カーペット
●カーテン  ●家具  
●おもちゃ  ●衣服  
●髪  ●ほこり  など

ココに
有害物質が付着

★ニコチンは空気中の亜硝酸と結合すると、ニトロソアミンという発がん性物質に変化します。
サードハンドスモークの怖さは、こうした有害物質を知らないうちに吸引してしまうことです。

ニコチン  血管の収縮や血中コレステロールの
増加を招き、動脈硬化を促進させる。

一酸化
炭素

 血液中のヘモグロビンの酸素運搬能
力を低下させ、体の各組織を酸素欠乏
にさせる。

タール 数多くの発がん性物質を含む。がんの
発生を助け、その発育を加速させる。

たばこの煙に含まれる３大有害物質
火のついた

たばこから立ち上る
副流煙

ニコチンは2.8倍
タールは3.4倍

一酸化炭素は4.7倍
アンモニアは46倍

主流煙の何倍もの
有害物質が！

喫煙者が
フィルターを通して
吸い込み体内に入る
主流煙

▶脳腫瘍
▶リンパ腫
▶ぜんそく
▶白血病

など

サードハンドスモークサードハンドスモーク
（残留受動喫煙）（残留受動喫煙）

特に子どもが危険
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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 6月 7日（月） 6月15日（火）

一部払戻・解約 6月22日（火） 6月30日（水）
一部払戻 7月 7日（水） 7月15日（木）

一部払戻・解約 7月20日（火） 7月30日（金）

http://www.hiroshimakyosai.jp共済組合のホームページ 本紙内のQRコード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。

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 6月12日（土）
6月26日（土）

7月10日（土）
7月24日（土）

13:30～ 16:30
面談・電話相談

福山市 6月 8日（火）
6月22日（火）

7月13日（火）
7月27日（火）

13:30～ 14:30
面談

庄原市 6月 8日（火）
6月22日（火）

7月13日（火）
7月27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。

会場 相談日 面接時間・相談方法
共済組合
事務局

6月16日（水） 13:00～
面談   　7月21日（水）

会場 相談日 面接時間・相談方法
共済組合
事務局

6月17日（木） 13:00～
面談   　7月15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

申込方法

年利率0.8％
（2021年6月1日現在）

　湯船の底から湯が湧き出る足
あし

元
もと

湧
ゆう

出
しゅつ

の温泉は、日本の温泉の内わずか
1％に満たないという。そんな希少な
温泉の1つである湯原温泉で特に人気
なのが「砂湯」だ。全国露天風呂番付
で「西の横綱」に認定されている。空
の下、雄大な自然に包まれながら天然
の露天風呂に浸かるという、最上級
の癒し時間を心ゆくまで堪能しよう。
24時間無料開放なのもうれしいポイ
ント。

湯原温泉

大自然のなかの
大露天風呂

☎0867-62-2526（湯原観光情報センター）
岡山県真庭市湯原温泉

泉 質

適応症

慢性リウマチ、神経炎、骨及び関
節などの運動器障がい、疲労回復、
不眠症、動脈硬化症、慢性皮膚炎
など

アルカリ性単純泉

岡山県真庭市 ゆばらおんせん

　段差や危険解消の工事業者に頼めば安心で
すが、ホームセンターなどで売っている段差
解消スロープを使用し、自分でつけることも
可能です。つける場所や段差の大きさに応じ
ていろいろな商品があります。購入前に段差
や幅の寸法や素材をしっかり確認しましょう。

室内の事故を減らすために
段差や危険を減らそう
　事故とそれによるケガが一番多く発生する場所は、実は、家の中。場所別に見ると、居
室が最も多く半数近くを占め、階段、台所・食堂と続いています。危険そうに見える階段
や台所より居室の方が多いことを考慮し 滑りにくくつまずきにくいよう室内を整えましょうや台所より居室の方が多いことを考慮し、滑りにくくつまずきにくいよう室内を整えましょう。

住まい

家や部屋の入口の段差をなくす

床に置いたものを
踏むと滑りやすい。

雑誌や新聞を
片付ける

つまずきやすいので壁
際を這わせ、使っていな
いときは外す。

電化製品などの
コードはまとめる

立ち上がりやすい高さで、
できればひじ掛けのあるも
のを選ぶ。

椅子は低めのものを

端は家具を上に置くか、裏をテー
プなどで固定。玄関や台所のマッ
トも最低限に減らす。

じゅうたんやマットを固定

高齢者の事故の
多くは室内で
発生しています！

介護保険の認定を受けている場合は、介護保険の支給対象となる
住宅改修について、地域包括支援センターに相談してみてください。

※短期人間ドック・生活習慣病予防健診の受診を※短期人間ドック・生活習慣病予防健診の受診を
希望されない方に送付します希望されない方に送付します。

※支給された期末手当等により、掛金
等の標準となる標準期末手当等を
決定し、決定通知書を送付します。

※給与明細書中に標準期末手当等の
決定額が印字されている所属所の
方には、通知書の送付はありません。効期限：2022年3月31有効期限：2022年3月3 日

特定健康診査受診券を送付します！
被扶養者・任意継続組合員の皆さまへ（40歳～74歳の方）

　宿泊利用助成券は、保養のために宿泊する場合に利用することが
できる金券です。金額や利用者名等、訂正した宿泊利用助成券は使
用することができません。助成券の適正利用にご協力をお願いします。

　2021年度版「おっとく情報」に掲載され
ている次の施設は、既に運営終了となって
おりますので、お知らせします。
● ユニゾイン浅草
● ホテルユニゾ銀座一丁目
● ホテルユニゾ福岡天神 ★契約施設では、本人確認を求められますので、必ず組合員証を持参してください。

脱げにくくて歩きや
すく、物を踏むリスク
も減らせる。

室内履きを使用

手すりや滑り止めを
つけ、夜間は足元を
照らす照明をつける。

階段を安全に

部屋の入口などの
段差はつまずきや
すいので解消する。

段差をなくす

お知らせ

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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急な坂道
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公園入口 のどかな川沿いを
ウォーキング

薬師公園 3

古保利薬師には、54基におよぶ
古墳群や天然記念物の大ヒノキも
あるので要チェック♪ーー
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会場

新大新

館

路路路原川

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
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❶いわしは頭、内臓を取ってよく洗い頭頭 内臓内臓 取取 洗洗洗いいいいわわわわいわいわしはししはしわ は頭はは頭は頭は頭、、、頭頭 内臓内内臓内臓臓をを臓を臓を取取取取を ってっってててよよよよてよてよく洗くく洗くよ 洗い洗洗い洗い洗い、いい
水気を拭いて手開きにする。骨を取水水気気気を拭を拭い拭いてて手手開き開きににするする。る 骨骨骨を取を取取水水水水気気気気水気水気を拭をを拭を気 拭い拭拭い拭い拭いてていていて手手手手て 開き開開き開き開きににきにきにするすするすに る。るるるる 骨骨骨骨骨骨を取をを取を骨 取取取取取
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血中コレステロール値を下
げ、血液をサラサラにするEPA（エ
イコサペンタエン酸）やDHA（ドコ
サヘキサエン酸）が豊富。DHAは健
脳効果もあるといわれています。

オリーブ油にはコクがありま
す。また、炒めることで食材の香ばし
さと風味も加わるため、食塩量を少な
くしても満足感を得ることができます。

栄養学メモ いわし

減塩ワザ オリーブ油
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は、
ユネスコ無形文化遺産に

登録されている北広島町の伝統行事。
田植えの効率を上げるために、
伴奏や歌に合わせて作業を
したことにはじまる。

芸
げい

北
ほく

民俗芸能保存伝承館
広島県北西部に位置す
る芸北地方の民俗芸能
や農村のくらしを紹介
している施設。

1

古
こ

保
お

利
り

薬師収蔵庫・
千代田歴史民俗資料館

薬師公園

国の重要文化財である
12躯の仏像と、地域の
文化財や神楽・花田植
などの紹介が見られる。

志路原川のそばにあ志路原川のそばにあ
る、長い滑り台が人気
の公園。整備された遊
歩道や広場があり遊びやすい。

☎0826-72-5040　
山県郡北広島町古保利224

☎050-5812-1860（北広島町役場建設課
都市管理係）　 山県郡北広島町古保利318

2

3

壬
み

生
ぶ

の花
はな

田
た

植
う え

会場
毎年6月の第1日曜に
開催される壬生の花
田植。田植歌や囃しが
響きわたりにぎやか
に田植えが行われる。
※2021年の壬生の花田植は無観客開催と
なりました。
☎050-5812-6908（北広島町観光協会）　
山県郡北広島町壬生

4

まるで田園絵巻のような華やかさまるで田園絵巻のような華やかさ

稲作文化に触れるウォーキング稲作文化に触れるウォーキング稲作文化に触れるウォーキング稲作文化に触れるウォーキング稲作文化に触れるウォーキング

北広島町

　今回は、田園絵巻と称される華やかで楽しい壬
み

生
ぶ

の花
はな

田
た

植
うえ

がコースの見
所！バス停 千代田ICからスタートし、芸

げい

北
ほく

民俗芸能保存伝承館で壬
み

生
ぶ

の花
はな

田
た

植
うえ

の予習をしよう。古
こ

保
お

利
り

薬師の境内にある古
こ

保
お

利
り

薬師収蔵庫で貴重な
仏像を拝み、隣接する千代田歴史民俗資料館では、花

はな

田
た

植
うえ

をはじめとした町
の歴史・文化に関する展示でさらに知識を深める。薬師公園でひと休みした
ら、心を弾ませ、いざ壬

みみ

生
ぶぶ

の花
はなはな

田
たた

植
うえうえ

会場へ。帰りは道の駅舞ロードIC千代田
に立ち寄り、お土産をゲット。

☎050-5812-5088　
山県郡北広島町有田1234

道の駅舞ロードIC千代田5

歩く時間：1時間6分　歩く距離：5,135m　
消費カロリー：242kcal

食べて歩いて、健康になろう！

無形文化遺産・
花田植を守る町

北広島の おいしいもの

雄大な自然を抱く中国山地で、生パンをベー
スに自家配合した飼料で大切に育てられた
ブランド豚。甘みのある脂と柔らかくしっと
りした食感が特徴で、豚肉特有の臭いが少
ないことから食べやすいと好評だ。ウイン
ナーやハンバーグ、コロッケなどの加工品と
しても絶品で、お土産にも最適。

大きな太鼓がシンボ
ルの道の駅。「レスト
ラン響」では地元野菜
をたっぷり使ったメ
ニューが人気。
☎0826-72-0171
山県郡北広島町有田1122

芸北高原豚

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

242kcal消費
豚串

約1.8本分＝

芸

＊一般的な豚串で算出

134134kcalkcal
11本あたり本あたり

AAA

バ
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代
田
Ｉ
Ｃ

5分
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StartStart
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15分
1,130m

古
保
利
薬
師
収
蔵
庫・

千
代
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史
民
俗
資
料
館

今は難しいけれど、気分だけでも海外旅行
してみませんか。今回は、世界各国の首都
名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

リストから世界の首都名を選んで入れて、
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） 4月号応募総数39通（正解39通）

5月号の答え  「A・D・F・G・H」

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6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

※答えも首都名です。

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）

□きんぐすとん　□れいきゃびく
□とうきょう　　□ふなふてぃ
□あすまら　□あぶだび　□えればん
□きしなう　□ざぐれぶ　□なっそー
□べるりん　□りすぼん　□るあんだ
□ろんどん　□きえふ　　□きがり
□じぶち　□じゅば　□そうる　□まらぼ
□どどま　□はばな　□ばまこ　□はられ
□ばんぎ　□べるん　□ませる　□まにら
□もなこ　□りやど　□ぱり　　□まれ
□りま　　□ろめ　

す　※消費カロリーは体すすす※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※時間距離は目安です ※消費カロリ は※※時間距離は目安です ※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606606060kgの人が分速kgの人が分速808080 していますしいた場合の総計距離で算出しいmで平地を歩いた場合の総計距離で算出しています出出出平地を歩いた場合の総計距離で算出していいまで平地を歩いた場合の総計距離で算出していますすます歩歩mで平地を歩いた場合の総計距離で算出しています

※2021年の壬生の花田植は無観客開催となりました。

Hiroshima kyosai 2021 June No.550 (4)

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！
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