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一番人気の組合イベント・ディズニーリゾート旅行の開催
日程が決まりました。今年もバス１０台４５０名を予定しています。行き先は例年通り、
ディズニーランドまたはディズニーシーどちらかお好きな方をお選びいただけます。土曜日の開催で
すので、翌日のことを心配せず存分に遊んで来られると思います。ぜひ、奮ってご参加下さい。
◆開催日

１１月３日（土）

◆参加費

大人

5,800 円

中高生

5,000 円

小学生以下

3,900 円

３歳以下

1,000 円

◆定

員

450 名（ディズニーランド、シー合わせて）

◆参加資格 組合員とその扶養家族
◆申込み

１０月１５日までに組合へお申込み下さい。
必ず参加者氏名、行き先をお知らせ下さい。
※申込みは先着順となります。

９月２４日（月･祝）に開催されます組合ソフトボール大会の参加チームと対戦組合せが決定しまし
た。今年は参加予定のチーム数も増え、４ブロックに分かれての対戦となります。現在３連覇中と圧
倒的強さを見せている武石チームがさらに連覇を続けるのか！？それを阻止できるチームが現れるの
か！？盛り上がりが期待できそうな今年のソフトボール大会です。参加者のみなさんは、チーム一致
団結して頑張って下さい。

今年も保険証更新の時期となりました。現在お使いの健康保険証（黄緑色）は１９年９月３０日
までの有効期限となっています。つきましては、加入者の皆さんへ新保険証を９月１４日に配達記録
郵便にて発送いたします。今年度より保険証がすべて個人カード化されました。従来の一世帯１枚の
保険証ではなく、被保険者ごとに１枚発行されています。従いまして、これまで学生や施設入所者に
発行していた遠隔地保険証という形態はなくなりました。お手元に届きましたら記載内容をご確認の
上、１０月１日よりご使用下さい。また紛失・破損には充分ご注意下さい。
送付先は、毎月お送りしている請求書の送付先となりますので、事業所へ一括送付している方は保
険証も事業所へお送りいたします。
配達記録郵便は、書留郵便同様受取人のサインが必要となるため、配達時に不在の場合は最寄の郵
便局にて保管されます。
（ポストには不在通知が投函されます。
）約一週間の保管期間がありますので、
その間に郵便局へ連絡を取り受け取るようにしてください。保管期間経過後は組合へ返送されてきて
しまいますので、その場合は組合窓口にて受取りをお願いします。
（本人確認の為、受取者の身分証明
をご提示ください。
）
旧保険証の取扱いについては個人情報漏洩の危険等を考慮し回収は行ないません。各自の責任にお
いて処分をお願いします。期限の切れた保険証は、はさみを入れるなど使用できない状態にして破棄
してください。
●７０歳以上の方へ（昭和７年１０月１日以降生まれの方）
７０歳以上の被保険者で、高齢医療受給者証（濃緑色）をお持ちの方には、８月に新しいものが建
設国保より送付されています。期限の切れたものについては回収となりますので、１０月度請求書に
同封する返信用封筒にてご返却ください。保険証と取扱いが異なりますのでご注意ください。

建設国保の保険証は原則として、有効期限は毎年 9 月 30 日となっています。しかし、今回更新の保
険証は一部有効期限が平成 20 年 9 月 30 日以前の日付になっている方がいます。これは、平成 20 年
４月より、後期高齢者医療制度が施行され７５歳以上の方が自動的に建設国保被保険者資格を喪失す
るためです。

※保険証の記載内容に、誤りがあった場合は組合へご連絡ください。また、住所、扶養家族に変更等
があった場合は、１４日以内に届出をお願いいたします。
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９月１８日

★PaPeRo−mini （パペロミニ）

☆記念日

人間の話すことばや顔などを認識して、簡単な

○ かいわれ大根の日
日本かいわれ協会が 1986 年 9 月の会合で、無農
薬の健康野菜である貝割大根にもっと親しんで
もらおうと制定。9 月はこの日を制定した会合が
行われた月で、18 は 8 の下に 1 で貝割大根の形
になることから。

25cm、幅 17cm、重さ 2.5kg。大手電子機器メー
カ ー の NEC が 以 前 に 開 発 し て い た
「PaPeRo2005」を改良して、小さく軽量化した
もの。消費電力も少なくてすみ、一度充電すると
8 時間もつ。名刺より一回り大きい縦 55 ㎜、横

○満州事変記念日
1931 年、満洲事変が起った。満洲支配をねらう
関東軍が、奉天郊外・柳條湖の南満洲鉄道(満鉄)
の線路を爆破した。関東軍は、それが中国国民政
府軍の犯行であると報告し、満鉄沿線で行動を起
こして数日のうちに満洲南部の要地を占拠した。

100 ㎜、厚さ 2 ㎜の音声
対話装置を内蔵している。
NEC は、さらに小型の
音声対話装置の改良に
努力している。情報端末
やデジタル家電などへの
搭載が広がれば、電話番号を告げるだけで自動的

☆歴史
711 年

会話を行うことのできる小型ロボット。高さ

元明天皇の詔勅により太安麻呂が『古事
記』の編纂に着手

1851 年 『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』

につながる携帯電話や、行きたい目的地をいうと
その目的地まで案内してくれるカーナビなどに
も応用できるという。

創刊。現在の『ニューヨーク・タイムズ』
1918 年

北海道帝国大学が、専科に限り女性の
入学を許可

1925 年

１０月〜１２月の健康診断実施日程は下記の

帝国議事堂がペンキ作業での出火によ
り全焼

込み下さい。

1931 年

森永製菓がチューインガムを発売

1971 年

日清食品が「カップヌードル」を発売

1984 年

厚生省が「離婚白書」をまとめる

BC1 年

機動戦士ガンダムにアムロ・レイが初
搭乗(架空。宇宙世紀 0079 年)

実施日

トラヤヌス(ローマ皇帝,五賢帝の一人)

会場

締切り

10/23（火） 組合会館

9 月末日

11/20（火） 組合会館

10 月末日

12/18（火） 組合会館

11 月末日

受診料

☆この日に生まれた人たち
53 年

通りとなります。ご希望の方は、期日までにお申

2,000 円

前立腺がん検診

1,650 円
（50 歳以上は 650 円）

1868 年

横山大観

(日本画家)

1954 年

土井隆雄

(宇宙飛行士)

1961 年

中井貴一

(俳優)

1973 年

大貫亜美

(歌手(PUFFY))

※この検診は、被保険者以外の受診は出来ません

1979 年 稲本潤一
☆誕生花と花言葉

(サッカー(英フラム/MF))

のでご了承下さい。また、補助は年度内１回です

あざみ

薊 ・・・・・・・・・・・・・・・厳格
孔雀草・・・・・・・・・・・・・一目惚れ
おじぎそう

含羞草(眠り草)・・・・・・・・・ 敏感

石綿検診

1,000 円

石綿検診のみの単独受診

3,000 円

ので、すでに今年度中に人間ドック補助を受けた
方及び、２回目以降の検診は補助対象外です。
※検診案内送付後のキャンセルは、２００円の手
数料を請求いたしますので、予めご了承下さい。

静かな別荘地の通りから、さらに奥まった小さなホテルは、まさに「緑の中にたたずんで」います。
暖炉の置かれたラウンジは、上品な応接室のムードです。小規模なホテルながら、磐梯山の直下から
沸く高温の湯があふれる露天風呂の広さは、普通の観光地の大規模ホテルに匹敵するものです。もち
ろん食事も、質・量ともに充実しています。
７月、親孝行の旅の一宿に利用さ

猪苗代散歩道

せて頂きました。林の中の落ち着

猪苗代湖畔は、世界的な医学者・

く所で、料理も体にやさしくとて

野口英世が生まれたところ。囲炉裏

も美味しく頂くことが出来まし

の切られた茅葺きの生家がそのま

た。

ま、記念館の敷地に残されている。

失礼ながら、料金からはとても

昭和天皇ご夫妻の新婚旅行の地・天

ここまでは期待しておりませんで

鏡閣や、湖上遊覧船の発着点・長浜

したので、大変満足しております。

も近い。

上田市Ｔ.Ｍさんより

観光案内
・世界のガラス館

入館料無料

・猪苗代地ビール館
・会津民族館

入館料 500 円

・野口英世記念館

有栖川宮威仁親王が別邸として
建てた天鏡閣

入館料無料
入館料 500 円

・長浜港

遊覧船乗船 1,000 円（約 35 分）

・天鏡閣

入場 350 円

・緑の村展示館

入館料 300 円

など
ご予約は
TEL：０３‑５３３９‑３６８１
パルアクティブ予約センターまで

利用料金、場所等の詳細につきましては、組合保養所
案内・組合ホームページをご覧下さい。

毎回好評の組合ゴルフ大会を開催します。今
年も昨年同様に超格安の３，８００円でご参加

●開催日

１０月２４日（水）

いただけます。もちろん、各賞入賞者には豪華
景品が贈呈されます。普段なかなか顔を合わせ

集合
●場

所

午前８時

サニーカントリークラブ

る機会のない組合員同士の親睦も兼ねていま
すので、腕に自身のある方もまだ始めたばかり

（佐久市協和）
●参加費

という方も、奮ってご参加下さい。

３，８００円
（プレー代、朝食、表彰式代込み）

●定

員

１２組４８名（先着順）

●参加資格

組合員とその扶養家族

●申込み

１０月１０日（水）までに組合へ
お申込み下さい。

