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『『森森林林セセララピピーー基基地地』』にに認認定定さされれてていいるる四四国国カカルルスストト天狗高原自然休養天狗高原自然休養林林。。「「天狗天狗荘荘」」をを
拠拠点点ととししたた滞在型森滞在型森林林セセララピピーーをを開開催催ししてていいまますす。。「「天狗天狗荘荘」」特特製製のの「「セセララピピーー弁弁当当」」をを持持
っってて森森にに足足をを踏踏みみ入入れれ、、リリララッッククススタタイイムムをを過過ごごししててみみまませせんんかか。。
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↑全国有数のヒメシャラ群生林
（２００年以上の年輪を重ねながら自然そ
のままの状態で残っています。）

交通アクセス
お車利用○須崎東IC～新田～高野～天狗高原(約1時間20分)

○高知市～須崎市～新田～高野～天狗高原
(約2時間20分)

バス利用○JR須崎駅から(梼原行)新田まで50分、新田から
(天狗高原行)乗り換えて天狗高原まで45分

森の自然が彩なす風景や香り、音色や肌触りなど、森のいの

ちや力を感ずることによって、私たちの心身に元気を取り戻さ

せようとするものです。
現代社会ではストレスが大きな問題になっており、さまざまなストレス解消方法が求められるよ

うになっています。そこでこの森林浴効果を科学的に解明し、心と体の健康に活かそうという試み

が森林浴から一歩進んだ「森林セラピー」なのです。

高原の天候は変わりやすく、
気温の変化も厳しい為、防寒の準備
をお忘れなくお越しください。
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互助会では、構成団体に対して次の内容で助成を行っております。助成につきましては、年度１回

の申請により実施しており、ご案内につきましては総務課担当者様宛送付いたしておりますので、関

連課の皆様はご確認いただき、申請漏れのないようにご注意ください。

構成団体が職員を対象とする研修会等を実施したとき 地域住民を対象とする夏季大学等講演会を実施したとき

職員の福利厚生を目的とするスポーツ大会等を実施したとき

体育・文化教養活動費の助成について体育・文化教養活動費の助成について

※申請書の提出につきましては、実施後速やかに申請してください。

防災支援事業・健康対策事業に対する助成について

● 年度１回の申請とし、会員の構成等により、複

数回実施した場合も取りまとめて申請ください。

● 「助成金申請書」に開催要項（職員への回

覧等）開催日、開催内容を確認できるもの

を添付し、提出ください。

●助成額・・・30,000円

● 構成団体等が主催し、職員を対象とするスポーツ大会（文化

事業等も含む）等、職員間の意識向上・健康増進等を目的と

して実施した事業に対して年度１回の助成をします。

● 会員の構成等により、複数回を実施した場合については、取

りまとめて申請ください。

● 開催後、「助成金申請書」に、開催要項（職員への回覧等も

可とする。ただし、開催日・開催内容が記載されたもので、

複数回実施の場合は、それぞれのものについて添付）及び参

加名簿を添付ください。

● 助成額については、１人当たり1,500円とし毎年４月１日現

在の会員数の範囲内とします。

●近隣の構成団体との合同開催の場合も対象とします。

● 一部事務組合等（会員数８名未満の団体）で、単独で開催し

た場合は、交付額を10,000円とします。

●合同開催の場合であっても、所属所ごとに申請ください。

構成団体が地域住民を対象とする災害支援及び健康対策事業として、防災備品・健康備品の購

入又は各種セミナー開催・冊子の配布等を実施したときに助成します。

申請につきましては、事業内容により「実施要綱」・「購入備品の見積り又は領収書」など、

確認のできる書類を添付ください。助成額については50,000円の範囲内とします。

● 夏季大学等講演会を開催した時に、年度１

回に限り助成をします。

● 開催後、「助成金申請書」に、開催要項と

必要経費明細書を添付し提出ください。

●助成額・・・100,000円（交付限度額）

職場の研修・職場の仲間

とのスポーツ大会等も、

応援します。

・・・・厚生事厚生事業業・・公益事公益事業業ににつついいてて・・・・
～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～
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互助会では会員の福利厚生の一環として、病気や事故などによる死亡や傷害（障害）また入院給付
などの保障が受けられる、「グループ共済」「生命共済」等の団体定期保険の取り扱いを行っておりま
す。今回は平成２２年度の更新及び募集に向け、各制度の保障内容を簡単に掲載いたします。
もしもの場合に備えて、この機会に是非ご検討ください。

※詳細については募集時のパンフレットをご参照ください。

【【 グ ル ー プ 共 済グ ル ー プ 共 済 】】

【【 生 命 共 済生 命 共 済 】】

～グループ共済（生命保険部分）～
死亡・高度障害となった場合、ご加入内容に応じ

て保険金がお支払いされます。
＊ボーナス払いの併用により月額掛金を軽減できます。

～グループ共済（損害保険部分）～
ケガで入院・手術・通院された場合、保険金がお

支払いされます。また、不慮の事故による死亡保険
金・後遺障害保険金の保障もあります。
入院保険金…日額6,000円（１日目から支給）
通院保険金…日額2,500円（１日目から支給）
手術保険金…手術の種類に応じて定める倍率にて支給

「グループ共済」及び「生命共済」の平成２２年度更新及び募集手続きは、平成２１
年１２月中旬から平成２２年１月中旬頃を予定しております。手続き等につきましては、
各保険取扱推進員がお伺いして、制度内容を説明させていただきます。なお、お伺い出
来ない所属所につきましては、所属所担当者または当会までご連絡ください。

～医療プラン～
病気で入院・手術をした場合、ご加入内

容に応じて給付金がお支払いされます。
入院給付金…病気で継続して５日以上入

院したとき（４日免責）
手術給付金…病気や不慮の事故により所

定の手術を受けられたとき

～療養給付制度～
病気やケガにより就業不能になった場合、保険金

がお支払いされます。（入院・医師の指示による自宅
療養も含む）
所得補償保険金…８日目から１年を限度として支給

～重病克服制度～
三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）

と診断され所定の状態になられた場合、ま
た病気や不慮の事故で死亡・高度障害にな
った場合に、ご加入内容に応じてお支払い
されます。

～生命共済～
病気や不慮の事故・交通事故による

死亡・重度障害・後遺障害となった場
合に保障が得られます。またケガ（不
慮の事故・交通事故）による入院・通
院も対象となります。
＊不慮の事故による通院のみの場合は
対象となりません。

～総合医療共済～
病気・不慮の事故による死亡や入院・手術・通院の

保障が受けられます。
＜定期タイプ＞
＊５日以上連続して入院した場合、１日目から保障の
対象となります。

＊１０年ごとの更新のため、定期的な見直しができます。
＊満期金をつけることができます。

＜終身タイプ＞
＊日帰り入院から、その前後の通院も対象になります。
＊加入時の掛金は一生涯上がりません。

団体定期保険事業について
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会員のひろば�会員のひろば�会員のひろば�
″おじいちゃんになっても、バドミントンを続けたい″

津野町産業建設課　西森　健一さん

｢シュッー、パン。｣ラケットでシャトル(羽)を打つ音が

高知市内の体育館に響く。北京オリンピックバドミントン

出場のオグシオペア(小椋・潮田)には遠く及ばない４６歳
おんちゃん

プレイヤー西森健一の練習風景がこの写真である。

昭和６０年、葉山村役場(現在の津野町)採用前後に始め、

四半世紀続けてきた割には県大会(１～４部)２部でいつも

２回戦ボーイならぬ“２回戦おんちゃん”である。

「もうえいかげんに軽いスポーツとかにしたら？」妻の

忠告も上
うわ

の空
そら

。毎週火曜日の地元練習と高知市で行われる

県職員クラブ練習への参加を何より楽しみにしている。

住民から過度な要求や無体なことを言われたりでストレ

スがたまった時、シャトルの先がそのおんちゃん（おばち

ゃん）の顔に見えることも珍しくなく、おもいっきり“し

ばいて”(スマッシュして)発散している。

単細胞な私だが、寄る年波と肥満には人一倍気をつけて

いる。「アキレス腱切ったら現場へ行けんなる」とストレッ

チだけは十分に‥。週２～３回のジョギングと、ちょっと前はやったバナナダイエットで最大７

３キロあった体重を６８キロ前後に押さえている。

親子ほど年の違うバドミントン部の高校生や２０～３０代の“若いし”と対戦することもしば

しば。相手のスピードを利用し、奇を

てらった“おんちゃんプレー”が炸裂

し勝利した日は晩酌もすすむ。

“若いし”に対し、「この時こう構

えてこう打って‥」などと手本を示し

ながらうん蓄を述べることが至福の喜

び。２１歳、１９歳、中３の娘の父で

ある私はそう遠くない時期におじいち

ゃんになるかも。でも“おじいちゃん

プレイヤー”になってもコートに立ち

続ける私でありたいと思う。
▲“おんちゃんスマッシュ”の行方は‥‥。

▲パートナーがサーブを打つ瞬間
（後者が筆者）

〔事務局より〕津野町取材にお伺いしたときに、西森さんにお会い出来なかったのですが、実物はかなりお若い方
だと思います。今後も若者プレイヤーで頑張ってください。
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☆黒糖酒、ぜひ飲みたいです。職場の先輩に「当た
ったらゆずれ」と言われましたが…

南国市役所　瀬川　雅貴さん

【事務局】
「ゆずれ」と言われても、困りますよね！

でも、先輩だし・・当たったら、仲良く飲んで
ください。それから、先輩にも、是非、クイズ
にも挑戦するように相談してみて下さい。二人
で応募したら、当たる確率も高くなりますよ。

★毎回、クイズとプレゼントを楽しみにしておりま
す。

いの町役場　渋谷　裕己さん

☆初めておたよりを出します。
自分達が入っている互助会の事、もっと色々勉強し
なくてはと思っています。あまり知らないので…。
色々な制度は何か難しい気がして…これからも分か
りやすく教えて下さいね。

いの町役場　西村　よし子さん

★最近、公私共にいいことがあまりないので、当た
りますように～

土佐市役所　中平　久美さん

☆毎回楽しみにしています。今回は、娘があっさり
解きました。やられたぁ・・・

土佐市役所　角　幸子さん

★UltraQuizが解けた瞬間の達成感…
たまりません これからもたのしみにしています。

土佐市民病院　猫背dancerさん

☆たまには主人にイイお酒を…（そして、私と娘は
タタキを…）ということで、当たりますように！

香美市役所　井上　和佳さん

★黒潮町には、本当に「えいもんがようけある」ね
ぇ。プレゼントが当たりますように☆☆☆

越知町役場　國貞　満さん

☆久しぶりに応募します！当たりますように
宿毛市役所　大西　香代子さん

★毎日暑い日が続きますね。夏バテしない様、お互
い頑張りましょう。

宿毛市役所　高見　美子さん

☆早速お便りのご掲載をありがとうございます。
反響が楽しみでもあり恐ろしくもあります。
さて、この暑いさなか母が十年勤めた職場を
『

』 されてしまいました。
落ち込んでいた母も、今は家庭菜園作りに精を出す
毎日です。誰かが家で待ってくれているというのは
嬉しいものですね・・。あっ、当たりますよう
に！！

宿毛市役所　山本　杏さん

★毎回〆切ぎりぎりの応募になるので、今回はゆと
りをもっての？当選を願いながら（ゆめみてます）、
ゆとり応募します。

大月町役場　菊池　規水さん

☆初参加です。お願いします。
四万十市役所　岡村　速人さん

★久しぶりに応募します。当たるかな？
四万十市役所　稲田　修さん

☆アルコールが大好きなのですが、アルコールをひ
かえるダイエットを試みて約５ｋｇ体重が減りまし
た。
だれも気付いてくれないので、自己申告をしていま
す。「黒糖酒」があたったら数日間は自分へのご褒
美にしたいです。

四万十市役所　濱田　明代さん

【事務局】
１０月号は「紅葉特集」で市町村の紅葉の見

所を紹介しております。運動をしながら、目の
保養もしながら、食欲の秋を満喫してみません
か？
また、高知県観光振興部のご協力による「土

佐・龍馬であい博」を、高知全域東から西まで
ご紹介しております。・・・高知県民全員で盛
り上げましょう！・・・

～皆さんからのお便りコーナー～～皆さんからのお便りコーナー～

∧∧
□

【お詫び】「土佐・龍馬であい博」のページ割りが前後しております。
ご了承ください。
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◇◇◇応募方法◇◇◇

■ ハガキに答えを書いて応募して下さい。
（1人1通に限ります）
■ 所属所名・組合員番号・氏名を明記して
ください。

■ 平成21年11月30日(月)必着分で締切とさ
せていただきます。

■応募宛先は、
〒780-0870高知市本町5丁目3-20
（財）高知県市町村職員互助会
10月号クイズ係　まで

今月の　　　 プレゼント

当選者の中から２名の方に、天狗高原にある
「高原ふれあいの宿　天狗荘」の宿泊券を贈呈
いたします。
客室から見える四国カルストの山並みをお楽

しみください

・・・たくさん応募してくださいね・・・

¨¨¨前回クイズ当選者¨¨¨

応募者は５９通で、全員正解でした。

抽選により、次の３名の方に黒潮町の名産

「藁焼き鰹タタキ」とサトウキビから出来た

「黒糖酒」と「土佐の塩丸」のセットをお贈り

しました。

いの町役場　　渋谷　裕巳さん
四万十町役場　　山本　恵美さん
宿毛市役所　　大西香代子さん

第130回ごじょかいほー Ultra Quiz
〔問題〕縦の列、横の列、太線で囲まれた枠の
中が、すべて１～９の数字で構成されるよう
に□に数字を入れてください。

前回のクイズ

暖・朝・灰・□・机・鋼・塾

□にあてはまる漢字を入れてください。

【解答】

並んでいる漢字をよく見ると、暖には日、朝には月、灰

には火・・・と１週間の曜日が並んでいます。ゆえに、□

の中は水のつく漢字が入ります。

毎回、クイズの解答をたくさんいただき、ありが
とうございます。
最近は、初めて応募される方もどんどん増えて

いって、互助会報に目を通していただいているの
だと、事務局一同感謝しております。
また、せっかく応募いただきながら、中々クイズ
に当たらない方、本当にスミマセン・・・
ハガキの抽選は公正に行っておりますが、当た
る人には当たるんですね！

※「IQ選定・開発研究会」著、「株式会社　青春出版社」発行、

「IQ頭脳にチャレンジ！」より引用
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荒天の場合、イベントは吾北中央公民館で行います。�



互　　助　　会　　報

－11－



互　　助　　会　　報

－12－

紅
葉
も
合
わ
せ
て
お
楽
し
み�

く
だ
さ
い
。�

11 21 土�



－13－



－14－



－15－



－16－



互　　助　　会　　報

－17－



互　　助　　会　　報

－18－

緑の山々にすっくと立った白亜の巨大な風力

発電施設がシュールな景観を醸し出していま

す。羽根の直径は６１メートル、タワーの高

さは６８メートル。平成１８年春から民間事

業者が稼働を開始。この北山の風車を間近に

体感できるのが風の里公園。約４キロメート

ルの公園内には、「展望ゾーン」「風の広場」

「森林浴の森」などが整備されており、天気

の良い日は、風車はもちろんのこと不入山や

天狗高原、遠くは石鎚山や室戸岬まで見渡す

ことができます。

お問い合わせ先
津野町本庁産業建設課
TEL：0889－55－2021

ê枠内の数字は、①黒
川または⑪重谷から
公園入口（風車No.1）
までの距離数及び車
での概算所要時間。

ê◎の箇所には道案内
板の設置あり

（No.は風車番号）


