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策しました。その後再びバスに乗り込み、浅草にて自由に
昼食を取り、アメ横で買い物を楽しみ帰宅しました。
１２月とはいってもやはり長野
県とは違って、少し歩けば身体も
温まり汗もにじむようで、普段は
車での移動がほとんどのみなさん
にとってはなかなか良い運動にな
ったのではないでしょうか。

一月二十三日︵火︶〜二十九日︵月︶にかけて︑冬

事堂などを眺めつつ、靖国神社までそれぞれのコースで散

季健康診断を実施します︒実施会場︑受診料等につき

上田を出発。東京駅にてバスを降り、皇居前広場や国会議

ましては︑十一月度請求書に同封のチラシをご覧下さ

１台増発して７０名余りでの旅行となりました。朝６時に

い︒申込締切は一月十日︵水︶までとなっていますの

の定員でしたが、予想以上の申込みがあり急遽中型バスを

で︑ご希望の方はお早めにお申込み下さい︒締切日以

居周辺の散策ツアーを開催しました。当初バス１台４５名

降のお申込みは受付けませんのでご注意下さい︒

１２月３日（日）、組合員の健康増進と観光を兼ねた皇

恒例の組合映画祭を開催します。今回は、スタジオ
ジブリの最新作「ゲド戦記」を午前と午後の２回上映
します。チケットにまだ若干の余裕がありますので、
まだ申し込んでいないという方はお早めにお申込みく
ださい。チケットは２月初旬に郵送します。組合員及
び建設業従事者とその家族は無料で鑑賞できますの
で、ぜひお誘い合わせてご参加ください。

○開催日

２月１８日（日）

○会

場

丸子文化会館セレスホール

○定

員

午前、午後の部

○時

間

午前の部

９時３０分より

午後の部

１時３０分より

各８００名

ご希望の方は組合へ電話または FAX にて午前の部、
午後の部いずれかをお選びいただき、必要枚数を
お申込みください。

毎年お楽しみいただいている青年部スキーのつどいを下記の日程で開催します。ゲレンデでは、時
間を気にせず遊べるよう終始自由行動としていますので、お気軽にご参加ください。
開催日

２月１１日（日）

場

湯の丸スキー場

所

参加費

大人

1,500 円（中学生以上）

子供

1,000 円（小学生）

小学生未満

無料（食事券なし）

参加費用には、昼食券、リフト代、ソフトドリンク代が含まれています。
その他の費用（レンタル代、アルコールドリンク等）は各自ご負担下さい。
定

員

７０名

参加資格

組合員とその扶養家族

申込み

１月３１日までに電話または FAX にてお申込みください。

※ 参加は基本的に先着順ですが、青年部員を優先しますので予めご了承ください。
※ キャンセルは、申込み締切日１月３１日までにお願いします。それ以降のキャンセルは出来ませ
んのでご注意ください。（参加費用を全額いただきます。）

今年も信濃国分寺の八日堂縁

11 月に送付しました「建設国保保険料区分申告書」の提
出期限が 11 月末日となっておりましたが、未だ提出の確認
が出来ていない方がいます。変更がなければ、印鑑の押印の
みで記入は不要ですので、至急提出をお願いします。建設国
保加入者は、必ず全員提出してください。申告書を紛失され
た方は、印鑑を持って組合窓口へおいで下さい。

日が１月７~８日に行なわれま
す。
日曜･祝日の連休にかかって
いるため、今年も混雑が予想さ
れます。参拝される方でご希望
の方は、組合会館駐車場をご利
用ください。

かくれんぼをしていて見つけてもらえな
いと、どんな気持ちになりますか？
Ａ：手足をチラッと見せて見つけてもらおうかな

Ｂ：寂しくなる

Ｃ：嬉しい。うまく隠れられたかな
Ｄ：最初はやった！と思うけど、そのうち早く見つけてほしくなる
Ｅ：多少寂しいけど、最後まで頑張ろうと思う

回答は４Ｐにあります。

４月

９月

・上田市、丸子町、真田町、武石村の４市町村が
合併し、新「上田市」誕生

・組合ソフトボール大会

（１７日）

（３月６日）

５月
・第５４回組合定期大会

（１４日）

１０月
・御岳トレッキング旅行

・組合マレットゴルフ大会

（２１日）

６月

・第 23 回青年協球技大会参加 （１日）
・組合ゴルフ大会
（１９日）
・建設国保 給付金一部改定
出産育児一時金 ３０万円が３５万円に
家族葬祭費 ３万円が５万円に 引き上げ
・安全パトロール
（２５日）

７月
・野球観戦旅行 巨人対阪神戦
（１日）
・夏季健康診断
（１８〜２７日のうち７日間）
・青年部ゴルフ大会
（２３日）

・新穂高トレッキング旅行

（１日）

（３０日）

８月

１１月
・組合ディズニーリゾート旅行

（３日）

・青年部ボーリング＆焼肉大会 （１２日）
・保険料区分申告書配布
今年度より加入者全員提出に

１２月
・大人の東京遠足

（３日）

今後の予定
１月

冬季健康診断

（２３〜２９日）

青年部主催横浜旅行

（２８日）

２月

組合映画祭

（１８日）

決算申告相談会

（中旬〜）

３月

決算申告相談会（〜１５日）

１月３０日

☆長寿命住宅

☆記念日

国土交通省が企図しているもので、現在は 30 年前

○３分間電話の日

後といわれる日本の住宅寿命を、10 年後に 40 年、

1970 年、電話の通話料金が３分１０円になった。

50 年後には 200 年に引き延ばすというもの。親か

○孝明天皇祭

ら子供へと世代交代の際に「センスが違う」「使い

1874 年から 1912 年まで実施。

にくい」等の理由で、まだ使えるにもかかわらず建

1866(慶應 2)年 12 月 25 日(新暦 1867 年 1 月 30

て替えられるケースが多い。つまり、長寿命住宅は

日)、孝明天皇が崩御した。

柱や基礎などの構造を丈夫にするだけでは十分で

☆歴史

はなく、家族構成や年齢などに応じて間取りを改装

1649 年
1933 年

絶対王政を強行し議会と対立した英国

しやすいことが必要と考えられている。自民党の住

王チャールズ 1 世が、清教徒革命で処刑

宅土地調査会では、長寿命住宅にかかる消費税、固

ドイツでヒンデンブルク大統領がヒト

定資産税や購入者の所得税の軽減、住宅ローン金利

ラーを首相に指名
1948 年

の優遇なども盛り込んだビジョンを発表している。

インド独立の父マハトマ・ガンジーが
極右ヒンズー教徒により暗殺

1951 年

1972 年

1981 年

1988 年

☆ご当地体操

セ・リーグの西日本パイレーツがリー

その地域の文化や特産物などを題材に作られた体

グ脱退を表明。セ・パ両リーグ間の対立

操。おもに 65 歳以上で介護保険を利用していない

に発展

人に参加を呼びかけ、筋力のバランス感覚を向上さ

血の日曜日。北アイルランド・ロンド

せ、健康になろうという目的で作られた。体操例と

ンデリーでカトリック系住民がイギリ

しては、雪かきの動作を取り入れた「健康雪かき体

ス軍と衝突。市民 13 人死亡

操」（青森県）や、特産のそろばんを取り入れた「み

日産自動車がイギリスでの乗用車生産

んなでそろばん体操」（兵庫県）などさまざまなも

を発表。日本の自動車会社初の本格的な

のがある。また、各地の住民が集い、初の全国サミ

ヨーロッパ進出

ットも開かれたという。地域の文化が取り入れられ

漫画家コンビ・藤子不ニ雄がコンビ解

ていることで、自然と親しめる体操になるだろう。

消を発表
☆この日に生まれた人たち

心理テスト回答

1823 年

勝海舟 (江戸幕府若年寄)

あなたが親から独立して、１人になった時の気持

1882 年

フランクリン・デラノ・ルーズベルト

ちです。

(米:大統領(32 代))
1912 年

川上源一

(経営者,ヤマハ社長(4 代))

1920 年

長谷川町子

1932 年

横山ノック(大阪府知事[元],タレント)

1958 年

石川さゆり

(漫画家『サザエさん』)
(歌手)

1982 年 徳山秀典
☆誕生花と花言葉

(俳優)

かに来てほしい。
Ｂ：寂しくて耐えられないかも。
Ｃ：嬉しい。これからは自由にやれるぞ、とワク
ワクする。
Ｄ：自由を楽しんでいるが、誰かに甘えたい気持
ちもある。

りゅうきんか

立金花・・・・・・・・・必ず来る幸福

きんりゅうか

Ａ：寂しい気持ちを人には見せたくない。でも誰

よじ

金龍花・・・・・・・・・捩れた関係
プリムラ・ジュリアン(西洋桜草)
・・・・・・青春の喜びと悲しみ

Ｅ：意志の面では独立派。寂しいけれど、大人に
なるにはやっぱり１人で頑張らなくち
ゃ・・・。

今年もまた頭の痛い時期がやってきまし

建設国保加入者のみなさん、インフルエンザ予防

た。こまめな記帳を心がけていても、日々の

接種はもうお済ですか？建設国保では被保険者の健

忙しさに追われてだんだんと後回しにしてい

康維持増進活動の一環として、インフルエンザ予防

るうちに、領収書の山！なんて方も多いので

接種費用の補助を実施しています。１人につき

はないでしょうか。また、今年初めて確定申

3,000 円までの実費が補助されますので、ほとんど

告をする方は何から手をつけたらいいの

の方が全額補助となっています。
（費用は医療機関に

か・・・とお悩みのことと思います。組合で

より異なります。）

はそんな方のために、決算申告相談会を開催

既に接種が済んでいる方は、接種者名の記載され

しています。個別に細かくご相談に応じます

ている領収書（写し）を組合へご提出ください。
（レ

ので、やり方のわからない方、不安な方はぜ

シートは不可）

ひ一度ご相談ください。開催は２月１３日〜

なお、２回法で接種する場合は、２回分の費用の

３月１５日まで一人ずつの個別相談となりま

支払いが終わってから申請するようにして下さい。

す。スムーズに行なう為、相談は予約制とさ
せていただきますので、ご希望の日時をご予

領収書を提出する前にチェック!!

約ください。３月に入りますと混み合います

□受けた人の氏名が記入されている

ので、なるべく早めのご相談をお勧めします。

□受けた日がわかる

確定申告は、必ず期限までに行なうようにし

□接種費用がわかる（連名の場合、誰がいくらか？）

ましょう。

□実施した医療機関名がわかる

また、消費税の課税事業者となっている方
は、所得税だけでなく、消費税の確定申告も

以上の事項に漏れが無いかを確認の上、申請して下

忘れず行ないましょう。

さい。不備のあるものは受け付けられません。

＜材料（４人分）＞

小松菜とちくわの信田巻き

小松菜

１株

ちくわ

小４本

Ａ

①油揚げは熱湯を回しかけて油抜きをし、３辺を

だし汁
砂糖

Ａの材料で５分煮て取り出す。煮汁は冷まして
おく。
③小松菜は塩茹でし、②の煮汁にしばらく漬け、
半分に切る。
④油揚げ１枚に小松菜 1/4 量をのせ、②を芯にし
て巻く。残りも同様に巻いて、食べやすく切っ
て茹でたみつばで結ぶ。
kcal

油揚げ
／

みつば

適量

４枚

にんじん

２カップ

しょうゆ、酒

切り落として１枚に広げる
②にんじんは細切りにして等分にちくわに詰め、

／

小さじ２

各大さじ２

少々

