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一般社団法人

大分県労働者
福祉協議会
大分市中央町4-2-5
ソレイユ6F
☎（097）533-1106
発行人／佐藤 寛人

第8回定期総会を開催

連帯・協同で安心・共生の福祉社会をつくろう！

一般社団法人大分県労働者福祉協議会は５月21日（土）、大分市中央町全労済ソレイユ７Ｆ「カトレア」
において第８回定期総会を開催。総会には理事・監
大分県労働者福祉協議会 2016-17年度役員一覧
事、代議員あわせて73名（委任状含む）が出席。麻
役職名
選出団体
所属団体
氏 名
生雅晴理事（九州労働金庫大分県本部・副本部長）
理事長
連合大分
佐藤 寛人
連合大分
の司会者あいさつの後、開会あいさつを森迫信夫副
〃
森迫 信夫
自治労
理事長（自治労）が行い、議長団に自治労・佐藤義
〃
松尾 竜二
基幹労連
朗代議員、電力総連・河野誠代議員の２名を選出し 副理事長 関之尾政義
〃
UAゼンセン
（６名） 髙橋 和善 福祉事業団体 九州労働金庫大分県本部
ました。
村田 正利
〃
全労済大分県本部
総会成立宣言の後、主催者を代表して佐藤寛人理
嶋﨑
龍生
〃
（公財）
やすらぎ霊園
事長があいさつ、引き続いて来賓の大分県商工労働
専務理事 吐合 史郎
労福協
大分県労福協
部審議監・中島英司氏よりあいさつを受け、議案審
常務理事 藤塚 隆弘
〃
大分県労福協
議に入りました。2015年度の活動報告、2015年度決
石本 健二
連合大分
基幹労連
算・監査報告の後、2016年度の活動方針（案）なら
山本 新彦
〃
日教組（県教組）
びに予算（案）を審議、決定しました。
町田 保司
〃
自動車総連
野畑由紀夫
〃
電機連合
また、2014年度に採択した労福協「2020年ビジョ
志賀 慎二
〃
ＪＰ労組
ン」の３年目の取り組みにあたり、2016年度の活動
横山 俊展
〃
電力総連
方針で６つの柱（①組織の充実と強化と地区労福協
滝口元二郎
〃
情報労連
の活性化②社会的連帯と労福協運動③暮らしの総合
理 事
佐藤 睦夫
〃
化学総連
支援（ライフサポート）④公益福祉事業の具体的展
（16名） 大塚
毅
〃
運輸労連
開⑤協同事業・労働者福祉運動の基盤強化⑥会議・
井間 哲治
〃
私鉄総連
研修・広報・スポーツ活動）を中心に活動の強化に
麻生 雅晴 福祉事業団体 九州労働金庫大分県本部
あたるとともに協同組合の利用促進、協同組合と労
後藤 寿之
九州労働金庫大分県本部
〃
中野
敦
全労済大分県本部
〃
働組合の連携による共助拡大、生活就労支援、奨学
宮脇
晃
全労済大分県本部
〃
金問題などを重点課題に掲げ取り組むことを全体で
太田
耕作
大分県生協連合会
〃
確認しました。第８回定期総会は役員改選期で、各
河津 暁爾
大分県勤労者医療生協
〃
所属団体より役員選出の届け出があり、理事25名、
佐藤 守洋
ＪＲ連合
連合大分
監 事
監事３名が定期総会で承認されました。最後に、村
堀
彰一 福祉事業団体 九州労働金庫大分県本部
田正利副理事長（全労済大分県本部・本部長）の閉 （３名） 川野 雅裕
〃
全労済大分県本部
（敬称略）
会あいさつで終了しました。
労働相談

生活相談

法律相談

福祉・医療相談

消費生活相談 一人で悩まない、あきらめない、まずは相談を！

大分地区ライフサポ−トセンター 別速杵国東地区ライフサポ−トセンター
県ライフサポ−トセンター
大分県労福協ホームページ
（大分・由布エリア）
（別府・杵築・国東・日出エリア）
（県北・県南・豊肥エリア）
http://oita.rofuku.net/ ☎097-538-3155（平日9時〜5時） ☎0977-26-3155（平日9時〜5時） ☎097-538-3211（平日9時〜5時）
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労働福祉会館 ☎097-533-1121 労福協 ☎097-533-1106
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独自事業
管理受託事業
１．貸会議室（ホール・会議室）の利用促進
少人数から最大285名様まで収容可能な全14室、多
彩なバリエーションを完備
会社説明会 ・ 試験会場 ・ 面接会場 ・ 研修 ・ 各種
セミナー・パーティー ・ 披露宴 ・ 宴会 ・ 会食な
ど、 さまざまなニーズにご利用いただけます。

１．かご盛
初盆のかご盛のご注文を承ります。
１Ｆエントランスにて展示していま
すので、ご来館の際は、ご見学・ご
相談ください。
また、ＨＰにチラシ・申込書を掲載
していますので、ご覧ください。
２．生花
パーティー・歓送迎会に贈る花束や
慶弔のスタンド花などのご注文承り
ます。
３．駐車場
昼間 8：00〜20：00 30分毎100円

※ソレイユ来館者には、
30分サービス券を１Ｆ受付にてお渡しいたします。

夜間 20：00〜8：00 60分毎100円（最大500円）
７Ｆ アイリス

３Ｆ 牡丹

（一社）
大分県労働福祉会館

２．貸事務所・テナントの入居募集
＜募集区画＞
■201号室 14.17坪 店舗・事務所
■202号室 16.14坪 店舗・事務所

第５回社員総会の開催
●日時 2016年７月28日
（木）16：00〜
●場所 全労済ソレイユ「カトレア」

（一社）大分県労働福祉会館

読者からの声
毎月多くの読者の皆さんからご意見・ご感想をいただ
いておりますのでご紹介します。今後も多くの読者の
声をお聞かせ下さい。楽しみにお待ちしております。
編集部
●医療費アレコレ…入院した時は食事のことも考えな
いといけないんですね。大変だと思いました。
（宇佐市：男性）

労福協クイズ

86
○

簡単な問題ですのでふるってご応募ください。

①2016年7月に開催される「全労済大分県
本部代表者会議」は、第○回目でしょうか？
②通称名が『大分県総合生協』ですが、正式
名称は漢字14文字でなんというでしょう。

30.3

第 回
︵ 号︶
労福協クイズの答え

30 29

チーム
㎝︵ ㎝でも可︶

85

①
②

128

号第 回労福協クイズに多数の

応募をいただきまして誠にありが

名の方が当選されまし

10

とうございました︒
厳正な抽選の結

果︑次の

た︒
また︑
貴重なご意見・ご感想をい

香
︵大分市︶

ただきありがとうございました︒

＝敬称略＝

伊本かおり
︵大分市︶ 宮﨑

園田 眞二
︵大分市︶ 宮地 悦郎
︵大分市︶

川野かえで
︵日出町︶ 河野 和幸
︵日出町︶

◎『福祉ひろば』へのご意見ご感想などお寄せ下さい。

この他にもご意見ご感想をいただいていますが、紙面の都合で
割愛させていただきます
近沢 健太
︵佐伯市︶ 中村 一夫
︵中津市︶

あ て 〒870-0035 大分市中央町4丁目2番5号
ソレイユ6F
先
一般社団法人 大分県労働者福祉協議会編集委員会

●墓石の単位は「才」で数えることに驚きました。
毎回勉強になる事が多く楽しみに読んでいます。
（大分市：男性）
●
「才」単位、勉強になりました。お墓もいろいろあ
り考えさせられました。
（宇佐市：女性）
●変形性膝関節症の予防についてとても勉強になりま
した。今のうちから訓練しておきたいと思います。
（日出町：男性）
●最近運動不足でついに膝の痛みに襲われました。
職場の健康シリーズ27で変形性膝関節症の企画は、
まさに時宣を得た内容でとても参考になりました。
（別府市：女性）
●講座・講演会など、いろんなイベントがあるんです
ね！また誌面上で教えてください。（佐伯市：女性）
●熊本から大分に転勤中で、ろうきんのＡＴＭはセブ
ンで使えるのは知っていたけど、ローソンやファミマ
でも使えて24Ｈ365日手数料０円っていいですね！助
かります。
（宇佐市：女性）

松永 忠則
︵中津市︶ 藤原 和子
︵中津市︶

応 募 ・ハガキに、①、②それぞれの答えを書き、住所、
氏名、
職場名を明記して下記までご応募ください。
方 法
・応募締切：2016年７月31日
（日）
（当日消印有効）
・正解者の中から抽選で10名の方にクオカード
をお送りします。
・当選者発表は、９月１日発行130号紙面にて。

http//www.soleil.jp
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全労済大分県本部 ☎097-548-5552
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地区代表者会議の開催

全労済大分県本部と地区推進委員会および大分県総合生協の2016年度の活動
計画・事業目標の設定に向けて、地区代表者会議を以下の日程で開催しました。
●別速杵国東地区代表者会議
日時・場所：６月10日
（金）18時〜・別府花菱ホテル
●東大分地区代表者会議
日時・場所：６月14日
（火）18時30分〜・鶴崎ホテル
●佐伯地区代表者会議
日時・場所：６月15日
（水）18時30分〜・和楽
●西大分地区代表者会議
日時・場所：６月20日
（月）18時〜・全労済ソレイユ６階つばきの間
●県北地区代表者会議
日時・場所：６月21日
（火）18時45分〜・宇佐市勤労者総合福祉センターさんさん館
●久大地区代表者会議
日時・場所：６月21日
（火）18時30分〜・マリエール・オークパイン
●豊肥地区代表者会議
日時・場所：６月22日
（水）18時30分〜・緒方公民館
●臼津地区代表者会議
日時・場所：６月23日
（木）18時30分〜・臼杵中央公民館

全労済大分県本部第７回代表者会議の開催
全労済大分県本部第７回代表者会議ならびに大分県総合生協第34回総代会は以下の日時で開催します。

●全労済大分県本部第７回代表者会議・大分県総合生協第34回総代会
日時・場所：７月28日
（木）13時30分〜・全労済ソレイユ７階「カトレアの間」
※当日は大分県総合生協第34回総代会から開催します

2016年

熊本県・大分県地震への対応状況について

2016年４月14日に熊本県、16日に大分県を震源とする地震が相次いで発生しました。
被害に対しましてお見舞い申しあげます。
全労済大分県本部は、保障を提供し生活者に安心を届ける使命のもと、現在も地震の現場調査・共済金の
お支払いを継続して対応しています。

◆受付件数1,289件

◆共済金・見舞金支払金額３億2,979万円

〈2016年６月21日現在〉

地震による損害があった場合は、自然災害共済・火災共済および慶弔共済（火災型）のご契約について保
障対象となります。お問い合わせはお近くの全労済までお願いします。

全労済指定整備工場大分県協議会・共済代理店会総会 開催報告
全労済指定整備工場大分県協議会総会ならびに全労済
指定整備工場大分県共済代理店会総会を開催しましたので
報告します。
●全労済指定整備工場大分県共済代理店会第３回総会
日時・場所：６月18日
（土）17時〜・全労済ソレイユ６階つばきの間
●全労済指定整備工場大分県協議会第20回総会
日時・場所：６月18日
（土）18時〜・全労済ソレイユ６階つばきの間

2015年度

生活保障プランナー養成講座の中止について

前号128号（2016年５月１日付）で案内した「2015年度生活保障プランナー養成講座」は、2016年４月
熊本県・大分県地震の発生にともない中止とさせていただきました。ご了承のほどお願いします。

全労済大分県本部 https://www.zenrosai.coop/contact/zenkoku/oita
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総合生協 【住宅課】☎097-574-5518 【旅行センター】☎097-548-5515
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１．住宅事業の活動内容
❶分譲部門
大分市大在地区「あすみの丘」にて、施主様のご厚
意により2016年７月９日（土）から７月24日（日）の
間、毎週土日に完成邸見学会を開催します。
また、大分市政所モデルハウスも同時見学が出来ま
すので、
ご興味のある方はぜひ現地へご来場ください。
❷リフォーム部門
水廻りやクロス貼替、屋根・外壁の外部塗装など
様々なリフォームを扱っています。お客様のご要望に
あったリフォームプランをご提案させていただきます
ので、お気軽にお問い合わせください。
❸管理部門
「おさるのマーク」の加盟駐車場です。
「おおいた
パーキングNavi」アプリで、駐車場の空き情報もわ
かります。

2016年７月１日

割安なプリペイドカードもあります。10,000円券を
7,200円、5,000円券を4,200円で好評販売中。
２．旅行センターの活動内容
総合生協は組合員の皆様のご予算、ご希望に合わせ
た各種プランをご提案致します。出張、会議、各種研
修、職場旅行や家族旅行、ご宴会の手配など…ご予
約、お問い合わせ、資料請求は係員までお気軽にどう
ぞ♪☎097-548-5515
❶旅行センターのおすすめ宿泊プラン
レゾネイトクラブのご案内
❷旅行センターのおすすめお食事・ご宴会のご案内
生協法に基づき、非組合員様のご利用時には組合員出資金が
必要となります。尚、組合脱退時に出資金はご返却致します。
大分県総合生協おすすめ

大分市内お食事・ご宴会のご案内
ご予算に応じてご予約致します。
お気軽にお問い合わせください。

【時間貸し】
８時から18時まで45分100円（日中最大800円）
18時から８時まで60分100円（夜間最大500円）
【プリペイドカード】

中央町

大分県総合生協 宿泊プラン

レゾネイトクラブくじゅう
■設定期間

金
金
2016年4月1日●〜2017年
3月31日●
※5月2日㈪〜5月4日㈬、
9月17日㈯〜9月18日㈰、
12月30日㈮〜1月2日㈪はお一人様3,000円増し

■平日ご宿泊お一人様料金／スタンダード客室1泊2食
（夕、
朝食）
付・税金、
サービス料金込（1部屋2名様より）

［大

10,800円

員様
人］ 組合

限定

洋食：稲星コース／和食：沢水膳

特典
要予約

6,500円

8,500円

洋食：ヒレ肉コース
和食：若草膳

■ご宿泊日の6ヶ月前から受け付けます。
お電話、
またはFAX、
メールでお申込み下さい。 ■部屋定員は1〜4名です。 ■お子様料金適用年齢は3歳から12歳
（小学生）
までです。
（2歳以下無料：夕食、
寝具なし。
朝食付） ■宿泊日によっては満室の場合もございます。
先着順となりますのでお早めにお申し込み下さい。
■取消料のご案内／10日前以前：無料／9〜4日前：宿泊代金の10％／3前日〜前日：宿泊代金の20％／当日および不泊：宿泊代金の50％

大分県知事登録旅行業 第2-40号

旅行センター

総合旅行業務取扱管理者 古本直也

府内町

洋食：久住フィレコース／和食：朽網膳

60分貸切湯サービス（内湯・露天付き）通常料金 1,000円

〒870-0035 大分市中央町4-1-32

千代町

洋食：清水コース
和食：鳴子膳

洋食：メテオコース／和食：和心膳

洋食：ハンバーグ又はオムライス
和食：お子様膳

町

※休前日はお一人様1,000円追加

A 12,800円 ●
B 14,800円 ●
C 16,800円
●
［お子様］

都

大分市
校 外

全労済 ソレイユ
ふぐ良グループ
酒食 回（かい）
いか創作料理 いかや
鳥来（とりこ）
食彩 蓮（れん）
炉ばた屋 水や空
割烹 にしおか
日本料理 ほり川
ふく亭 本店
臼杵ふぐ 山田や
味の蔵 天まで上がれ
豊後地魚・地酒の店 酔門
大分アリストンホテル
かんてきや 都町店
焼肉 元相
日本料理 うを清
カフェフランセ ＹＵＫ
Ｉ
壷中（こちゅう）の天地
大分センチュリーホテル
ホテルエリアワン大分
tayutau（タユタウ）府内町店
酒場 金の鈴
割烹 さとう
大分オアシスタワーホテル
レンブラントホテル大分

★

ふぐちりコース ￥5,400〜
コース料理 ￥3,240〜
コース料理 ￥3,780〜
コース料理
（飲み放題込）￥3,600〜
コース料理 ￥3,780〜
コース料理 ￥2,500〜
会席料理 ￥8,640〜

★

会席料理 ￥5,400〜
ふぐ会席 ￥8,640〜

★

ふぐ会席 ￥6,480〜

★

コース料理 ￥3,500〜
会席料理 ￥4,320〜
和・洋 卓盛りなど（飲み放題込）￥5,000〜
コース料理(飲み放題込）￥4,500〜
コース料理 ￥3,500〜
会席料理 ￥4,320〜
フレンチ フルコース（飲み放題込）￥8,000
コース料理 ￥3,780〜
卓盛料理 ￥4,320〜
和食会席プラン（飲み放題込）￥5,000〜
コース料理 ￥1,500〜
コース料理(飲み放題込）￥4,000〜
会席料理
（飲み放題込）￥6,480〜
卓盛料理 ￥4,860〜
卓盛料理 ￥4,860〜

（★：サービス料別途要）
※料理金額に消費税は含まれています。

TEL.097-548-5515 FAX.548-5551

総合生協ホームページ

会席料理など ￥3,240〜

営業時間／平日
（月〜金） 9：00〜17：15

http://travel.sogoseikyo.jp/

http://www.sogoseikyo.jp
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県生協連

☎097-527-4056

大分県生協連
大分県生協連

第63回通常総会開催
第63回県連通常総会
はさる６月23日（木）に
全労済「ソレイユ」に
おいて、加盟生協から
代議員50で出席代議員
42名、委任８名、県連
役員14名が出席して開
催されました。
総会は、南條晃理事が進行し、開会に先立って４月
14日、16日に発生した熊本・大分地震で亡くなられ
た方々に「黙とう」を捧げた後、大分県医療生活協同
組合の橋本まゆみさんが議長となり、最初に県生協連
青木博範会長理事より「代議員、来賓のみなさまには
ご多忙の中ご参加いただき感謝申し上げます。先日、
東日本大震災の際にお世話になった、コープふくしま
の方々が熊本にお礼に行きたいとのことで、お連れし
ましたが、大雨のために行き着きませんでした。熊本
では地震での復興が続いている中で、地震や水害によ
る被害が拡大しており、益城町、南阿蘇村、西原村で
は追加の支援が必要となっています。大分県の生活環
境部では災害支援、災害ボランティアの担当部署であ
り、ご支援をいただきましたがさらなるご協力をいた
だきたい。大分県では日田市での山間部では山崩れ等
での被害が出ており支援をしなければならず、会員生
協のみなさまにもご協力をいただきたい。昨年度は創
立60周年として記念式典では広瀬知事をはじめ経済
界のみなさん等各層からご出席いただき、日頃の生協
の活動をご理解いただき、地域生協、職域生協、医
療・福祉生協で12の生協でこれだけの幅広い分野の
生協連は全国でもありません。60年の歴史の中で地
域の生協としての果たす役割はますます大きくなって
きています。そのためにも労福協、日生協九地連、大
分県消費者問題ネットワークのみなさまのご支援に支
えられてきた60年だったと思います。まだまだ生協
が果たす役割は深くなります。それぞれの生協さんで
事業の他、さまざまな地域貢献活動、社会貢献活動を
されております。期待される分野でもあると思いま
す。生協だけではできない分野もありますが、ご出席
いただきました組織のみなさん、行政のみなさん自治
体のみなさんと一緒になって、県民のために、地域の
ためにしっかり活躍していきたいと思います。本日の
総会では活発なご意見や要望を出していただくことを
お願いします。」とあいさつがありました。
引き続き、来賓として出席いただきました大分県生
活環境部の柴田尚子部長から、
「平素から本県の消費
者行政をはじめ県政全般にわたり、ご支援、ご協力を
賜り、厚くお礼申し上げます。
消費者を取り巻く環境はご案内のとおりいろいろな
問題が起きており、高度成長化、国際化、少子高齢化
等、社会環境の変化、多様化している中で、連合会で
は12の会員生協でのさまざまな活動に支援をするな
ど連携強化の役割を担っています。また、大分県消費
者団体連絡協議会や大分県消費者問題ネットワークの
事務局を担当し、消費者の権利、相談等の活動を行っ
ており、県としても消費者行政を行う上にも重要な
パートナーであると認識しております。
県においては、現在、消費者主役の社会の実現をめ
ざした第二次消費者基本計画では消費者教育の推進、
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啓発活動、地域での相談体制の充実を取り組んでおり
ますが2015年度で終了し、2016年度から第三次消費
者基本計画となります。これまで以上の理解とご支援
をお願いしたい。最後に、連合会をはじめ会員生協に
おかれましては、引き続き組合員の信頼に応えるべく
安定した事業運営をめざし、行政や地域団体との連携
を深めていただき、今後とも地域社会の貢献を期待し
ています。今後とも一層のご理解とご協力をお願い
し、県生協連と会員生協のご活躍を祈念します。」と
あいさつがあり、引き続き、大分県労働者福祉協議会
の吐合史郎専務理事、日本生活協同組合連合会九州地
連の岡出洋次事務局長の代理として上原昭一さんが代
読、大分県消費者問題ネットワークの井田雅貴理事長
からあいさつがあり、後藤素子大分県消費生活・男女
共同参画課長、木本有希子大分県消費生活・男女共同
参画プラザ消費生活班主幹については紹介があった
後、中野敦議事運営委員長より議事の進行について提
案があって、審議となりました。
第１号議案の2015年度の活動報告と決算報告、剰
余金処分案については太田専務理事より提案があり、
江藤監事より監査報告があって、全員異議なく承認、
第２号議案の2016年度の活動計画と収支予算書につ
いては太田専務理事より提案され、全員異議なく承
認、第３号議案の役員報酬決定については青木博範会
長理事より提案され、全員異議なく承認、第４号議案
の役員選任については河原伸明役員選考委員会委員長
より提案があり、全員異議なく承認、その後休憩中に
理事会が開かれ、代表理事、会長理事、専務理事の選
任があって、再開後に河原伸明役員選考委員会委員長
より報告があり、承認、新旧役員あいさつで退任役員
で南條晃理事があいさつ、新任役員では、松浦和規理
事と筑紫幸恵理事、萩原潤監事、監事から理事になっ
た高瀬宏一理事のあいさつがあり、新理事会を代表し
て青木博範会長理事のあいさつがありました。南條理
事、川辺理事には長年生協運動に活躍いただき、発展
に多大な貢献をいただきましたことに感謝し、今後の
ご健勝を祈念申し上げます。
第５号議案の役員退任慰労金の件については太田専
務理事より提案があり、全員異議なく承認され、第６
号議案の議案決議効力発生については太田専務理事よ
り提案があり、全員異議なく承認されました。その
後、河野健造理事の閉会のあいさつで閉めました。
2016年度 役員名簿
役職名
会長理事
専務理事

理

監

事

事

氏

青木
太田
後藤
佐藤
高瀬
日野
松浦
河野
河原
中野
河津
田辺
筑紫
江藤
萩原

名

博範
耕作
哲也
慈宣
宏一
英俊
和規
健造
伸明
敦
暁爾
修
幸恵
隆康
潤

所属生協
生活協同組合コープおおいた理事長
員外
日田市民生活協同組合専務理事
グリーンコープ生活協同組合おおいた専務理事
大分県学校生活協同組合専務理事
大分県高等学校生活協同組合専務理事
大分大学生活協同組合専務理事
大分県職員消費生活協同組合専務理事
自治労大分県本部信用販売生活協同組合専務理事
大分県労働者総合生活協同組合専務理事
大分県勤労者医療生活協同組合専務理事
大分県医療生活協同組合専務理事
大分県福祉生活協同組合常務理事
生活協同組合コープおおいた専務理事
グリーンコープ生活協同組合おおいた常務理事
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勤労者医療生協

☎097-568-2299

2016年７月１日

熊本・大分地震

リハビリ室からこんにちは！
28
職場の健康シリーズ●

４月に起きた熊本・大分地震は、これまでに経験し
たことのない前震と本震により各地に深刻な被害を与
えました。特に被害の大きかった熊本での震災支援に
取り組むため、医療福祉生協連は日本生協連と連携
し、生協くまもとのコープ春日店で、利用される地域
住民のみなさんの健康チェック・健康相談を実施して
います。
九州沖縄、中国四国両ブロックの医療生協が職員を
派遣し、４月末から毎週金曜日の開催を続けていて、
当生協からも５月13日に２名が参加しました。健康
チェックでは血圧や骨密度、血管年齢などを測定し、
その後医師や看護師による健康相談もできます。こど
もを連れたお母さんや年配のご夫婦など幅広い年代の
方々が利用されていました。
「夜眠れないのが一番つ
らい」
、
「食生活が乱れている」などの相談もあり、余
震を警戒しながらの生活で、健康に不安を持つ方が多
いことがうかがえました。「来週もやってくれる
の？」という声も聞かれ、こうした取り組みが、少し
でも被災地の皆さんの健康回復につながればと感じま
した。

大分協和病院の理学療法士が職場の健康について

支 援 活 動 報 告

お伝えするコーナー。今回は「いい姿勢
（立位）
」
についてお送り致します。

●姿勢について
「いい姿勢」と聞くと、胸を
張って、背中を反らして、とい
う姿勢をとってしまう人が多い
ですが、実はいい姿勢のつもり
がよくない姿勢をとっている人
が多いのです。
人の背骨はゆるやかなＳ字状
のカーブを描いています。いい
姿勢をとろうとすると、そのＳ
字を無視し胸や背中を反らせて
しまうため長続きしない姿勢、
かえって痛みを誘発する姿勢に
なってしまうのです。

●「いい姿勢」とは？？
胸を張る、反るのではな
く、上に伸びることを意識す
ることでよい姿勢につながり
ます。
身長を図る際、ちょっとで
も身長が高くなるように上に
伸びた経験はないでしょう
か？実はあの姿勢が良い姿勢
なのです。意識しなくても、
自然に胸のはれた良い姿勢に
なっています。

コープ春日店前の健康チェック・健康相談会場

想像しづらい方は両手を頭
の上に置き、その手を頭で押し上げるようにして
みてください。この時、あごが上がらないように
軽く引き、肩の力も抜きましょう。
骨の変形や長年の癖、
痛みなどによりいい姿勢
は人それぞれ異なり
ます。体に無理のな
い範囲で心がけてみ

瓦の崩落などの被害でブルーシートをかけた屋根が並ぶ
熊本市内の様子

勤労者医療生協ホームページ

てください。

http://oitakyowa-hp.org/
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九州ろうきん ☎097-536-2211

九州労働金庫ホームページ

2016年７月１日

http://kyusyu.rokin.or.jp/
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（公財）やすらぎ霊園 ☎097-598-0100

2016年７月１日

をめざして
より美しい
「公園墓地」
2016年度「やすらぎ霊園」事業方針決まる!!

2000年開設から16年の歴史を経て今、
「やすらぎ霊園」は県内でも例のないお墓の種類の豊富な公園墓地
として存在し、豊かな自然に抱かれた霊園内には、多くの花木が植えられ、四季折々に美しい風景を楽しむこ
とができるようになりました。
4月15日第5回理事会で確認された2016年度事業方針をご報告いたします。

「やすらぎ霊園」の事業方針
2016年度事業は、これまでの販売経過や取り巻く状況、今後の霊園事業展開等を勘案して以下の考えを基
本に展開していきます。

１．墓石等の販売強化

❶2016年度販売目標を60基に設定します。
❷規格墓について、
「使用期限付き」を導入販売します。
（５基）
❸自由墓区画内に「花壇墓」区画を設定し、販売します。
（10区画）
❹納骨堂（一時預り）契約者に対し、墓地購入への働きかけを行っていきます。
❺営業強化策として「終活セミナー」等での対面販売を進めます。
❻指定墓石店との連携を強化し、販売から建立への相乗効果を高めていきます。

２．
「公園墓地」の魅力度アップ

❶霊園内の「花木類」を計画的に配置し、美しい「公園墓地」をめざします。
❷故人と見守る人が静かにすごせるやすらぎの「霊園」づくりに努めます。

３．職員の積極的活用

❶営業の現状とあり方を分析し、効果的な対面営業策を構築していきます。
❷窓口でのお客様対応から、契約につなげられるよう接遇を強化していきます。
❸協力職員との連携を強めるとともに、支え合う職場環境づくりを進めます。
❹職員の頑張り度が処遇に反映されるよう、労働諸条件の見直しを行います。

４．安定経営の継続

❶業務の効率化や省力化を進め、事業運営の安定化に努めます。
❷事務所や設備類の維持管理と定期的な保守・補修に備えていきます。
❸常勤役職員のあり方について、見直しも含め検討していきます。

6,000㎡近い広さを誇る霊園は、墓地のみで1,908区画、
「納骨堂」を加えますと2,084区画の墓地を有
しており、休日等には多くのご家族がお見えになります。
私どもは、これからも県民・市民にとってより信頼される霊園であり続けていくために、きめ細やかな対応
と維持管理に心がけてまいります。
どうぞ、皆様もご家族おそろいでお越し下さい。お待ちいたしております。
公益財団法人「やすらぎ霊園」

役職員一同

「 や すらぎ 霊 園 」は 、働く仲 間 が 創 った 総 合 生 協 グ ル −プ の 一 員 で す

TEL.
大分市大字竹中字上長谷613-1

097-598-0100
FAX.097-598-0101

http://www.yasuragi-reien.jp/

