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　徳島県年金受給者協会は、公的年金にご加
入されている方なら、どなたでもご入会いただ
ける団体です。会員の皆様の福祉の向上と会
員相互の親睦等、年金生活を守るためのさまざ
まな事業を行っています。

資料請求
お問い合わせは…

TEL088-679-6671　FAX088-634-3337
徳島県年金受給者協会

会員のつどい
スポーツ大会
さわやか旅行
情報誌の配布
団体保険制度

ボランティア活動
同好会活動
各種割引サービス
葬儀支援サービス

徳島県年金受給者
協会のご案内‼

会員募
集

会員募
集

主
な
事
業

●平成28年度　会員のつどい ●

会場 :あわぎんホール（1F大ホール）

●皆様のご来場をお待ちしております●
　道上　洋三　さん

「パーソナリティ奮戦記
  ～豊かなシニアライフに向けて～」

講演
11/14
月

　近年、腸内細菌をバランスよく保つことが健康を保
つ上で重要であると考えられています。その腸内細菌
の中でも体調を左右する善玉菌の代表である乳酸菌は
200種類以上あり、お店で売られているヨーグルトに
も、「○○菌」と書かれていますが、その違いがよく
わかりません。そこで、代表的な乳酸菌の効果を紹介
しますので、ご自分に合ったヨーグルトを探す参考に
してください。

こうして改善！生活習慣
あなたに合う
乳酸菌は？

保
健師だより
協会けんぽ
保　健　師

吉積美代

朝日放送
パーソナリティ

菌　名 効　果

フェカリス菌

LBB1乳酸菌

R - 1 乳 酸 菌

ラ ブ レ 菌

L G 乳 酸 菌
殺菌作用に優れ、胃炎、胃潰瘍、胃がんを
引き起こすピロリ菌の除去

風邪、インフルエンザ予防などの免疫力向上

腸内環境を整え、便秘の改善や美肌効果

免疫力をアップし、花粉症やアレルギー
症状の緩和

悪玉菌の増殖を抑え、便秘改善やコレステ
ロール値の低下

13:20～

第146回

　リオのオリンピックで日本は多くのメダルを得
た。ブラジルはちょうど地球の裏側だ。しかし、ラ
イブ映像のお陰で、私たちは目前の試合のように
観戦でき、一喜一憂できるのが本当に有り難い。
　なぜこれほどのメダリストを輩出できたのか ? 
私は日本体育協会認定スポーツドクターとして我
が国や世界における動向を注視
してきた。諸外国ではドーピング
への対処が大きな問題だ。
　日本では、世界に誇るスポーツ文化が基盤となっ
てきた。全国各地に設置されているのがスポー
ツ少年団や総合型地域スポーツクラブなど。数多
くの関係者やボランティア、企業等がサポートし、
４つの公的機関が協力し長期戦略や戦術を進めた。
①スポーツ庁 (JSA): 鈴木大地長官の指揮により
医科学を活用した選手強化など、②日本体育協会

(JASA): スポーツの普及振興、国体や指導者の育
成、マスターズ普及、③日本オリンピック委員会
(JOC)：選手やスタッフの強化･育成･支援、④日本
スポーツ振興センター (JSC)：スポーツ振興や児
童の健康保持増進、などが一致団結したのだ。
　特に National Training Center (NTC) の役割

が大きい。種子に水、栄養、光
を与え続け大輪の花が開いた。
おめでとう。(医学博士･内科医)

「メダルへの道」「メダルへの道」

◆ 発行　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1Ｆ　一般財団法人　徳島県社会保険協会　☎（088）679-6670　FAX（088）634-3337
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職場内で回覧しましょう！

主 な 内 容

「水中花火」（椿泊）撮影者: 谷　ひづる

・ 会長退任・就任のご挨拶及び新役員のご紹介
・ 第18回　けんこうウォーク参加者大募集!
・ 日帰りバス旅行のご案内
・ 平成28年度 第1回社会保険事務担当者研修会を開催しました。
・ 第19回　社会保険協会健康ボウリング大会を開催しました。
・ 平成28年度 年金シニアライフセミナー開催のご案内
・ 年金事務所からのお知らせ
・ 協会けんぽからのお知らせ
・ 健康のススメ「メダルへの道」
・ 保健師だより「こうして改善！生活習慣～あなたに合う乳酸菌は？～」
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※２コース申込み可、本申込書にご記入いただきました個人情報は、当協会からのご連絡・ご案内以外には使用いたしません。
※1事業所4名までとし、申込み多数の場合は抽選となります。

日帰りバス旅行参加申込書

事業所名

申込みコース
（○印を付けてください）

参　加　者　氏　名 年 齢
フリガナ

フリガナ

当日連絡のとれる代表者の氏名・電話（携帯TEL）

性 別 参　加　者　氏　名 年 齢 性 別

電話番号
大河ドラマ「真田丸」真田幸村ゆかりの地を巡る旅!
「京都時代祭と鞍馬の火祭り」鑑賞!

所 在 地 集合場所 徳島駅前 ・とくとくターミナル

フリガナ

フリガナ

日　　時　平成28年10月22日（土）
集合場所　徳島駅前もしくは　徳島とくとくターミナル
集合時間　午前7時45分まで
参 加 料　１人当たり　14,900円（旅行保険含む）
参加人数　40名（最少催行人員30名）
締 切 日　平成２8年9月16日（金）　※夕食弁当付

10月22日
土

申 込 方 法
お問い合わせ

下の申込書に所定事項を記入のうえ、FAX（088-634-3337）でお申し込み下さい。
一般財団法人　徳島県社会保険協会　TEL（088）679-6670

出発
徳島駅前

8：00

解散
徳島駅前
23：００頃

時代装束を纏った
総勢2,000名の行列が巡行します 【昼食】

ホテルグランヴィア京都
13：30　　　　　　14：45

京都駅ビルにて
京みやげのショッピング

14：45　　　　15：15

松茂
とくとくターミナル

8：15

松茂
とくとくターミナル

22：45

出町柳駅
15：４５頃

叡山電車

鞍馬駅
19：30頃

叡山電車

日　　時　平成28年11月19日（土）
集合場所　徳島駅前もしくは　徳島とくとくターミナル
集合時間　午前7時15分まで
参 加 料　１人当たり　9,900円（旅行保険含む）
参加人数　40名（最少催行人員30名）
締 切 日　平成２8年10月12日（水）

大河ドラマ「真田丸」真田幸村ゆかりの地を巡る旅!11月19日
土

出発
徳島駅前

７：３0

解散　徳島駅前
    19：00

松茂
とくとくターミナル

７：５０

松茂とくとくターミナル
18：40

真田丸の跡地と伝えられ
「真田の抜け穴」と言われる

史跡や幸村像がある

徳島県知事登録旅行業2種　第94号

徳島西部交通株式会社
〒779-3601　美馬市脇町1623-6
ＴＥＬ（０８８３）５２‐１０１０　ＦＡＸ（０８８３）５３－９２９７
総合旅行業務取扱管理者：山田　玲
　　　　　　担　当　者：山田　玲

旅 行 取 扱

観光庁長官登録旅行業　第２号

株式会社 日本旅行　徳島支店
〒770‒0831　徳島市寺島本町西１－１０
ＴＥＬ（０８８）６２２－５５４７　ＦＡＸ（０８８）６２２－６３１３
総合旅行業務取扱管理者：増田由紀雄
　　　　　　担　当　者：増田由紀雄

旅 行 取 扱

【昼食】
ホテル京阪京橋内

レストラン・ロレーヌで
人気のランチバイキング

11：２0　　　　　　　1３：00

大阪城公園
1０：００　11：１０

天王寺公園
16：００　　　　

淡路ハイウェイオアシス
お土産ショッピング

17：20　　　　　　 17:50

大阪夏の陣で幸村の
本陣となった場所

茶臼山

幸村最期の地と
伝えられる

安居神社一心寺

出町柳駅
20：00頃

「京都時代祭と鞍馬の火祭り」鑑賞!

京都の秋の風物詩・京都三大火祭
鞍馬の火祭を自由見物

鞍馬駅
16：30頃

※京都市内の渋滞による道路事情、お祭りに
おける混雑等により、行程・時間が変更にな
る場合があります。予めご了承ください。

和洋約70種類のランチバイキングを

※申し込み後の取消し（キャンセル）に際し、9月20日（火）以降、時代祭の有料観覧席（お一人様2,050円）については、払い戻しは
　不可となります。参加料のご入金がお済みでない場合においても、ご請求させて頂く事になります。

心眼寺三光神社
13：10　　　

地元ボランティアガイドと巡る周辺約3時間散策

京都三大祭・時代祭
（京都御所有料観覧席からご鑑賞いただきます）

11：３０（巡行時間12:00頃からの予定）　13：10

第18回　徳島県社会保険協会
10
2016.

23日

午前9時30分スタート！！
●開会式／午前9時から
●集合場所／JAバンク蔵本公園（蔵本野球場前）

※会場には駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用下さい。

参 加 条 件

コ ー ス

申し込み方法

イ ベ ン ト

●Aコース（約5km）JAバンク蔵本公園～西部公園～剣山本宮（折り返し）
●Bコース（約10km）JAバンク蔵本公園～西部公園～眉山山頂（お花見広場折り返し）

●阿波踊り体操 新バージョン『発展編＋（プラス）』
　　ウォーキング終了後 12時30分から　
　　講師：健康運動指導士　和田　佳那 先生

けんこう
ウォーク

●共催／全国健康保険協会徳島支部・徳島県社会保険委員会連合会・徳島県年金受給者協会●主管／NPO法人　徳島県ウオーキング協会

●お問合せ

TEL（088）679-6670　FAX（088）634-3337
〒770-0006　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1F

●主催／一般財団法人徳島県社会保険協会

先着
500名様

小雨決行小雨決行

参加無
料

参加者大募集！

協会けんぽ徳島支部もけんこう
ウォークを応援しています。

年齢、性別は問いませんが、健康に不安のある方は必ず医師の許可を受けてから参加して下さい。

午前8時30分から受付開始

当日、JAバンク蔵本公園で受け付け
携行品その他 各自、水筒、弁当、雨具、タオルなどをご持参のうえ、ウォークに適した服装でご参加下さい。

退任のご挨拶
前（一財）徳島県社会保険協会長

　　　　　　　山　本　紘　一
　初秋の候　事業主の皆様には、ます
ますご健勝のこととお慶び申し上げます。
　私こと、このたび6月2日付をもちまして一般財団法
人徳島県社会保険協会会長の職を退任いたしました。
平成23年7月に就任以来、この5年間は、経済情勢をは
じめとして、社会全体が大きく変化した時期でございま
した。
　また、公益法人改革に伴い、平成24年 4 月に一般財
団法人へ移行し、新たにスタートすることができました。
　これまでお寄せいただきましたご厚情に対し厚くお
礼を申し上げますとともに、皆様方のご健勝とご発展を
祈念いたしまして、退任のご挨拶といたします。

■評 議 員 木 村　　 悟　【阿波スピンドル（株）】
  山 本　紘 一　【（株）山本鉄工所】
  佐 藤　　 忍　【徳島トヨタ自動車（株）】
  中 西　庄次郎【徳島県農業協同組合中央会】
  佐 藤　允 男　【（株）東光】
■会　  長 鹿 子　恭 志　【鹿子酒類卸（株）】
■副 会 長 玉 置　　 潔　【徳島トヨペット（株）】
■常務理事 高 橋　利 雄

■理　  事 鵜 尾　隆 光　【（医）道志社】
  山 中　　 総　【（一社）徳島新聞社】
  妹 尾　英 光　【（株）阿波銀行】
  武 市　喜 明　【（株）徳島銀行】
  邉 見　達 彦　【（地独）徳島県鳴門病院】
  林 　　香与子【（株）マルハ物産】
  市 岡　沙 織　【市岡製菓（株）】
■監　  事 富 増　宜 也　【（株）姫野組】
  篠 原　富 雄　【貞光食糧工業（株）】

就任のご挨拶
（一財）徳島県社会保険協会長

　　　　　　鹿　子　恭　志
　新秋の候　事業主の皆様には、ますま
すご清栄のこととお慶び申し上げます。
　私こと、このたび6月2日付をもちまして一般財団法
人徳島県社会保険協会会長に就任いたしました。
　社会保障と税の一体改革が推進される中、社会保険
制度の役割は益々重要になっており、微力ではござい
ますが、事業主の皆様方をはじめ関係各位のご支援を
頂きながら、協会発展のために最善を尽くしてまいりた
いと存じます。
　最後になりましたが、前会長同様にご支援ご協力を
賜りますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶とさ
せていただきます。

一般財団法人　徳島県社会保険協会　評議員・役員（平成28年６月２日現在）

※解散は
　午後1時30分頃の予定

お楽しみ抽選会も
あるよ！
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※２コース申込み可、本申込書にご記入いただきました個人情報は、当協会からのご連絡・ご案内以外には使用いたしません。
※1事業所4名までとし、申込み多数の場合は抽選となります。

日帰りバス旅行参加申込書

事業所名

申込みコース
（○印を付けてください）

参　加　者　氏　名 年 齢
フリガナ

フリガナ

当日連絡のとれる代表者の氏名・電話（携帯TEL）

性 別 参　加　者　氏　名 年 齢 性 別

電話番号
大河ドラマ「真田丸」真田幸村ゆかりの地を巡る旅!
「京都時代祭と鞍馬の火祭り」鑑賞!

所 在 地 集合場所 徳島駅前 ・とくとくターミナル

フリガナ

フリガナ

日　　時　平成28年10月22日（土）
集合場所　徳島駅前もしくは　徳島とくとくターミナル
集合時間　午前7時45分まで
参 加 料　１人当たり　14,900円（旅行保険含む）
参加人数　40名（最少催行人員30名）
締 切 日　平成２8年9月16日（金）　※夕食弁当付

10月22日
土

申 込 方 法
お問い合わせ

下の申込書に所定事項を記入のうえ、FAX（088-634-3337）でお申し込み下さい。
一般財団法人　徳島県社会保険協会　TEL（088）679-6670

出発
徳島駅前

8：00

解散
徳島駅前
23：００頃

時代装束を纏った
総勢2,000名の行列が巡行します 【昼食】

ホテルグランヴィア京都
13：30　　　　　　14：45

京都駅ビルにて
京みやげのショッピング

14：45　　　　15：15

松茂
とくとくターミナル

8：15

松茂
とくとくターミナル

22：45

出町柳駅
15：４５頃

叡山電車

鞍馬駅
19：30頃

叡山電車

日　　時　平成28年11月19日（土）
集合場所　徳島駅前もしくは　徳島とくとくターミナル
集合時間　午前7時15分まで
参 加 料　１人当たり　9,900円（旅行保険含む）
参加人数　40名（最少催行人員30名）
締 切 日　平成２8年10月12日（水）

大河ドラマ「真田丸」真田幸村ゆかりの地を巡る旅!11月19日
土

出発
徳島駅前

７：３0

解散　徳島駅前
    19：00

松茂
とくとくターミナル

７：５０

松茂とくとくターミナル
18：40

真田丸の跡地と伝えられ
「真田の抜け穴」と言われる

史跡や幸村像がある

徳島県知事登録旅行業2種　第94号

徳島西部交通株式会社
〒779-3601　美馬市脇町1623-6
ＴＥＬ（０８８３）５２‐１０１０　ＦＡＸ（０８８３）５３－９２９７
総合旅行業務取扱管理者：山田　玲
　　　　　　担　当　者：山田　玲

旅 行 取 扱

観光庁長官登録旅行業　第２号

株式会社 日本旅行　徳島支店
〒770‒0831　徳島市寺島本町西１－１０
ＴＥＬ（０８８）６２２－５５４７　ＦＡＸ（０８８）６２２－６３１３
総合旅行業務取扱管理者：増田由紀雄
　　　　　　担　当　者：増田由紀雄

旅 行 取 扱

【昼食】
ホテル京阪京橋内

レストラン・ロレーヌで
人気のランチバイキング

11：２0　　　　　　　1３：00

大阪城公園
1０：００　11：１０

天王寺公園
16：００　　　　

淡路ハイウェイオアシス
お土産ショッピング

17：20　　　　　　 17:50

大阪夏の陣で幸村の
本陣となった場所

茶臼山

幸村最期の地と
伝えられる

安居神社一心寺

出町柳駅
20：00頃

「京都時代祭と鞍馬の火祭り」鑑賞!

京都の秋の風物詩・京都三大火祭
鞍馬の火祭を自由見物

鞍馬駅
16：30頃

※京都市内の渋滞による道路事情、お祭りに
おける混雑等により、行程・時間が変更にな
る場合があります。予めご了承ください。

和洋約70種類のランチバイキングを

※申し込み後の取消し（キャンセル）に際し、9月20日（火）以降、時代祭の有料観覧席（お一人様2,050円）については、払い戻しは
　不可となります。参加料のご入金がお済みでない場合においても、ご請求させて頂く事になります。

心眼寺三光神社
13：10　　　

地元ボランティアガイドと巡る周辺約3時間散策

京都三大祭・時代祭
（京都御所有料観覧席からご鑑賞いただきます）

11：３０（巡行時間12:00頃からの予定）　13：10

第18回　徳島県社会保険協会
10
2016.

23日

午前9時30分スタート！！
●開会式／午前9時から
●集合場所／JAバンク蔵本公園（蔵本野球場前）

※会場には駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用下さい。

参 加 条 件

コ ー ス

申し込み方法

イ ベ ン ト

●Aコース（約5km）JAバンク蔵本公園～西部公園～剣山本宮（折り返し）
●Bコース（約10km）JAバンク蔵本公園～西部公園～眉山山頂（お花見広場折り返し）

●阿波踊り体操 新バージョン『発展編＋（プラス）』
　　ウォーキング終了後 12時30分から　
　　講師：健康運動指導士　和田　佳那 先生

けんこう
ウォーク

●共催／全国健康保険協会徳島支部・徳島県社会保険委員会連合会・徳島県年金受給者協会●主管／NPO法人　徳島県ウオーキング協会

●お問合せ

TEL（088）679-6670　FAX（088）634-3337
〒770-0006　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1F

●主催／一般財団法人徳島県社会保険協会

先着
500名様

小雨決行小雨決行

参加無
料

参加者大募集！

協会けんぽ徳島支部もけんこう
ウォークを応援しています。

年齢、性別は問いませんが、健康に不安のある方は必ず医師の許可を受けてから参加して下さい。

午前8時30分から受付開始

当日、JAバンク蔵本公園で受け付け
携行品その他 各自、水筒、弁当、雨具、タオルなどをご持参のうえ、ウォークに適した服装でご参加下さい。

退任のご挨拶
前（一財）徳島県社会保険協会長

　　　　　　　山　本　紘　一
　初秋の候　事業主の皆様には、ます
ますご健勝のこととお慶び申し上げます。
　私こと、このたび6月2日付をもちまして一般財団法
人徳島県社会保険協会会長の職を退任いたしました。
平成23年7月に就任以来、この5年間は、経済情勢をは
じめとして、社会全体が大きく変化した時期でございま
した。
　また、公益法人改革に伴い、平成24年 4 月に一般財
団法人へ移行し、新たにスタートすることができました。
　これまでお寄せいただきましたご厚情に対し厚くお
礼を申し上げますとともに、皆様方のご健勝とご発展を
祈念いたしまして、退任のご挨拶といたします。

■評 議 員 木 村　　 悟　【阿波スピンドル（株）】
  山 本　紘 一　【（株）山本鉄工所】
  佐 藤　　 忍　【徳島トヨタ自動車（株）】
  中 西　庄次郎【徳島県農業協同組合中央会】
  佐 藤　允 男　【（株）東光】
■会　  長 鹿 子　恭 志　【鹿子酒類卸（株）】
■副 会 長 玉 置　　 潔　【徳島トヨペット（株）】
■常務理事 高 橋　利 雄

■理　  事 鵜 尾　隆 光　【（医）道志社】
  山 中　　 総　【（一社）徳島新聞社】
  妹 尾　英 光　【（株）阿波銀行】
  武 市　喜 明　【（株）徳島銀行】
  邉 見　達 彦　【（地独）徳島県鳴門病院】
  林 　　香与子【（株）マルハ物産】
  市 岡　沙 織　【市岡製菓（株）】
■監　  事 富 増　宜 也　【（株）姫野組】
  篠 原　富 雄　【貞光食糧工業（株）】

就任のご挨拶
（一財）徳島県社会保険協会長

　　　　　　鹿　子　恭　志
　新秋の候　事業主の皆様には、ますま
すご清栄のこととお慶び申し上げます。
　私こと、このたび6月2日付をもちまして一般財団法
人徳島県社会保険協会会長に就任いたしました。
　社会保障と税の一体改革が推進される中、社会保険
制度の役割は益々重要になっており、微力ではござい
ますが、事業主の皆様方をはじめ関係各位のご支援を
頂きながら、協会発展のために最善を尽くしてまいりた
いと存じます。
　最後になりましたが、前会長同様にご支援ご協力を
賜りますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶とさ
せていただきます。

一般財団法人　徳島県社会保険協会　評議員・役員（平成28年６月２日現在）

※解散は
　午後1時30分頃の予定

お楽しみ抽選会も
あるよ！



保険料の控除は新しい標準報酬月額で ‼保険料の控除は新しい標準報酬月額で ‼
　7月に提出していただきました「報酬月額算定基礎届」により、新しい標準報酬月額が決定（定時決定）
されました。この標準報酬月額は、今後、昇(降)給などにより月額変更（随時改定）に該当する場合を除き、
今年9月から来年8月までの1年間の保険料や保険給付額などの基礎となります。

　保険料の控除は原則、前月分の保険料を当月支払われる給与から控除す
ることとなっています。
　新しい標準報酬月額による9月分（10月納入告知（平成28年10月31日
納期分））の保険料は10月支払の給与から控除することとなります。
　ただし、月額変更届により本年7月以降に標準報酬月額が改定された場合
は、その改定月から変更後の標準報酬月額を適用することとなります。

　傷病手当金などの保険給付額も新しい標準報酬月額に基づいて計算し、
支給されます。
　また、在職中で老齢厚生年金を受給されている方（昭和12年4月1日以
前生まれの70歳以上の方を除く）は標準報酬月額の改定により年金の支
給額が変わったり、全額支給停止になる場合もあります。

　標準報酬月額の決定や改定があったときは、年金事務所から事業主に通
知されます。事業主はこの通知があったときは速やかに被保険者へ通知し
なければならないことになっています。
　標準報酬月額は給与から控除する保険料の基礎となるだけでなく、将来
被保険者が受ける年金の額を決める重要なものです。また、被保険者の皆
様が自身の記録を確認するためにも必ず通知していただきますようお願
いします。

　平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっ
ており、「平成28年9月分（同年10月31日納付期限分）から平成29年8月分（同年10月2日納付期限分）
まで」の保険料率は、次のとおり変更されます。
　※厚生年金基金加入事業所の保険料率は加入されている厚生年金基金へお尋ねください。

徳島北年金事務所 阿波半田年金事務所
徳島市佐古三番町12-8 美馬郡つるぎ町貞光字馬出50-2

電話（088）655-0200

徳島南年金事務所
徳島市山城西4-45

電話（088）652-1511 電話（0883）62-5350

お問い
合わせ先

詳しくは管轄する年金事務所にお問い合わせください。

【現　行】
（平成28年8月分まで）

【変更後】
（平成28年9月分から）

一般の被保険者 　17.828％ 18.182％
坑内員・船員の被保険者 　17.936％ 18.184％

9月分保険料
10月納入告知分から

平成28年9月分から厚生年金保険料率が変わります

●新しい保険料の
　控除はいつから？

●保険給付額なども
　変わります

●標準報酬月額及び
　保険料額の被保険
　者への通知は、事
　業主の義務です

　7月12日（火）県立中央
テクノスクール（ろうきん
ホール）において、社会保
険事務担当者研修会を開
催いたしました。

　第1部の研修では、全国健康保険協会徳島支
部から、健康保険給付に関する事務手続き、健
診事業や、ジェネリック医薬品の使用促進等に
ついて、研修を行いました。
　第2部の研修では、四国大学短期大学部の
加渡いづみ准教授を講師にお招きして、「知って

おきたい！年代別の生活設計のツボ！」と題してラ
イフプランについて講演をしていただきました。
　最初から最後まで、ユーモアを交えての内容
で、具体例を示しながらとても分かりやすく、心
を引きつける講演でした。今後の人生設計につい
て考えるきっかけにな
ったことと思います。
　今回の研修会には、
93名の方々にご参加い
ただき、誠にありがとう
ございました。

　7月10日（日）、スエヒロボ
ウル(南末広町)において、第
19回社会保険協会健康ボウリ
ング大会を開催いたしました。

　本年は、11チーム43名の方々にご
参加をいただき団体戦を行いました。
　成績の良かったチーム・個人には賞品が贈ら
れることもあり、気合い十分のチームも見られ
ました。

　社員同士の交流も深まり、また、他チームの方
々とも交流することができ、とても有意義な大会
となりました。結果は次のとおりです。

川村和久
準優勝

581ピン

伊達　智
第3位

576ピン

個人戦優勝 団体戦優勝

富田製薬(株)
準優勝

（有）大豊建設
第3位

(株)十川ゴム 徳島工場Ａ網師本 真和
6００ピン

　誰もが不安を感じる退職後の生活は、充実した過ごし方によって人生に大きな違いが生じると言われ
ています。生活のセーフティネットである医療保険や年金について学ぶとともに、定年退職後の豊かで健
康的な生きがいのあるシニアライフを過ごしていただくための、セミナーを開催いたします。

平成28年10月31日（月）申込締切

※受講決定者には後日、参加票をお送り致します。30名（ただし、申し込み先着順とします）募集定員

50歳以上の厚生年金保険の被保険者、年金委員・健康保険委員等対 象 者

●主催／徳島県社会保険委員会連合会　●共催／一般財団法人徳島県社会保険協会・徳島県年金受給者協会
TEL（088）679-6670　FAX（088）634-3337
〒770-0006　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1F一般財団法人徳島県社会保険協会

●お申込み・お問合せ
※お申し込みいただいた個人情報は、セミナー参加者の受付のみに
　使用いたします。

16:40終了
13:30開始
13:00受付
実施時間 平成2８年1１月２９日（火）会場／徳島県JA会館本館8F2号室徳島市北佐古一番町5-12　※駐車場有り

❶60歳からの年金・医療保険の手続き（講師:徳島県社会保険労務士会所属社会保険労務士）
❷ライフプランと生きがいについて・家庭経済について（講師:緒方逸郎　先生）

内容

昭和26年生まれ。
昭和45年、山之内製薬㈱入社。大宮営業所課長、所長代理を経て、平成17年同社を退社、
平成24年から年金ライフプラン講師をしている。

略歴 緒方逸郎
（おがた　いつろう）

事業所名、電話番号、FAX番号、参加者氏名、年齢を記入のうえ、
FAX（088-634-3337）にてお申し込み下さい。

参加費
無　料

平成2８年度年金シニアライフセミナー開催のご案内年金シニアライフセミナー開催のご案内

第19回　社会保険協会　健康ボウリング大会を開催しました。

平成28年度　第1回社会保険事務担当者研修会を開催しました。

社会保険とくしま（4）　平成28年 9月1日 第701号 第701号 社会保険とくしま 平成28年 9月1日　（5）
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康的な生きがいのあるシニアライフを過ごしていただくための、セミナーを開催いたします。

平成28年10月31日（月）申込締切

※受講決定者には後日、参加票をお送り致します。30名（ただし、申し込み先着順とします）募集定員

50歳以上の厚生年金保険の被保険者、年金委員・健康保険委員等対 象 者

●主催／徳島県社会保険委員会連合会　●共催／一般財団法人徳島県社会保険協会・徳島県年金受給者協会
TEL（088）679-6670　FAX（088）634-3337
〒770-0006　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1F一般財団法人徳島県社会保険協会

●お申込み・お問合せ
※お申し込みいただいた個人情報は、セミナー参加者の受付のみに
　使用いたします。

16:40終了
13:30開始
13:00受付
実施時間 平成2８年1１月２９日（火）会場／徳島県JA会館本館8F2号室徳島市北佐古一番町5-12　※駐車場有り

❶60歳からの年金・医療保険の手続き（講師:徳島県社会保険労務士会所属社会保険労務士）
❷ライフプランと生きがいについて・家庭経済について（講師:緒方逸郎　先生）

内容

昭和26年生まれ。
昭和45年、山之内製薬㈱入社。大宮営業所課長、所長代理を経て、平成17年同社を退社、
平成24年から年金ライフプラン講師をしている。

略歴 緒方逸郎
（おがた　いつろう）

事業所名、電話番号、FAX番号、参加者氏名、年齢を記入のうえ、
FAX（088-634-3337）にてお申し込み下さい。

参加費
無　料

平成2８年度年金シニアライフセミナー開催のご案内年金シニアライフセミナー開催のご案内

第19回　社会保険協会　健康ボウリング大会を開催しました。

平成28年度　第1回社会保険事務担当者研修会を開催しました。

社会保険とくしま（4）　平成28年 9月1日 第701号 第701号 社会保険とくしま 平成28年 9月1日　（5）



社会保険とくしま（6）　平成28年 9月1日 第701号第701号 社会保険とくしま 平成28年 9月1日　（7）



社会保険とくしま（6）　平成28年 9月1日 第701号第701号 社会保険とくしま 平成28年 9月1日　（7）



社会保険とくしま（8）　平成28年 9月1日 第701号

　徳島県年金受給者協会は、公的年金にご加
入されている方なら、どなたでもご入会いただ
ける団体です。会員の皆様の福祉の向上と会
員相互の親睦等、年金生活を守るためのさまざ
まな事業を行っています。

資料請求
お問い合わせは…

TEL088-679-6671　FAX088-634-3337
徳島県年金受給者協会

会員のつどい
スポーツ大会
さわやか旅行
情報誌の配布
団体保険制度

ボランティア活動
同好会活動
各種割引サービス
葬儀支援サービス

徳島県年金受給者
協会のご案内‼

会員募
集

会員募
集

主
な
事
業

●平成28年度　会員のつどい ●

会場 :あわぎんホール（1F大ホール）

●皆様のご来場をお待ちしております●
　道上　洋三　さん

「パーソナリティ奮戦記
  ～豊かなシニアライフに向けて～」

講演
11/14
月

　近年、腸内細菌をバランスよく保つことが健康を保
つ上で重要であると考えられています。その腸内細菌
の中でも体調を左右する善玉菌の代表である乳酸菌は
200種類以上あり、お店で売られているヨーグルトに
も、「○○菌」と書かれていますが、その違いがよく
わかりません。そこで、代表的な乳酸菌の効果を紹介
しますので、ご自分に合ったヨーグルトを探す参考に
してください。

こうして改善！生活習慣
あなたに合う
乳酸菌は？

保
健師だより
協会けんぽ
保　健　師

吉積美代

朝日放送
パーソナリティ

菌　名 効　果

フェカリス菌

LBB1乳酸菌

R - 1 乳 酸 菌

ラ ブ レ 菌

L G 乳 酸 菌
殺菌作用に優れ、胃炎、胃潰瘍、胃がんを
引き起こすピロリ菌の除去

風邪、インフルエンザ予防などの免疫力向上

腸内環境を整え、便秘の改善や美肌効果

免疫力をアップし、花粉症やアレルギー
症状の緩和

悪玉菌の増殖を抑え、便秘改善やコレステ
ロール値の低下

13:20～

第146回

　リオのオリンピックで日本は多くのメダルを得
た。ブラジルはちょうど地球の裏側だ。しかし、ラ
イブ映像のお陰で、私たちは目前の試合のように
観戦でき、一喜一憂できるのが本当に有り難い。
　なぜこれほどのメダリストを輩出できたのか ? 
私は日本体育協会認定スポーツドクターとして我
が国や世界における動向を注視
してきた。諸外国ではドーピング
への対処が大きな問題だ。
　日本では、世界に誇るスポーツ文化が基盤となっ
てきた。全国各地に設置されているのがスポー
ツ少年団や総合型地域スポーツクラブなど。数多
くの関係者やボランティア、企業等がサポートし、
４つの公的機関が協力し長期戦略や戦術を進めた。
①スポーツ庁 (JSA): 鈴木大地長官の指揮により
医科学を活用した選手強化など、②日本体育協会

(JASA): スポーツの普及振興、国体や指導者の育
成、マスターズ普及、③日本オリンピック委員会
(JOC)：選手やスタッフの強化･育成･支援、④日本
スポーツ振興センター (JSC)：スポーツ振興や児
童の健康保持増進、などが一致団結したのだ。
　特に National Training Center (NTC) の役割

が大きい。種子に水、栄養、光
を与え続け大輪の花が開いた。
おめでとう。(医学博士･内科医)

「メダルへの道」「メダルへの道」

◆ 発行　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1Ｆ　一般財団法人　徳島県社会保険協会　☎（088）679-6670　FAX（088）634-3337
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職場内で回覧しましょう！

主 な 内 容

「水中花火」（椿泊）撮影者: 谷　ひづる

・ 会長退任・就任のご挨拶及び新役員のご紹介
・ 第18回　けんこうウォーク参加者大募集!
・ 日帰りバス旅行のご案内
・ 平成28年度 第1回社会保険事務担当者研修会を開催しました。
・ 第19回　社会保険協会健康ボウリング大会を開催しました。
・ 平成28年度 年金シニアライフセミナー開催のご案内
・ 年金事務所からのお知らせ
・ 協会けんぽからのお知らせ
・ 健康のススメ「メダルへの道」
・ 保健師だより「こうして改善！生活習慣～あなたに合う乳酸菌は？～」


