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慶弔見舞金給付事業
祝　金　●結婚25,000円・出生15,000円
　　　　●小・中・高入学10,000円
　　　　●成人・還暦10,000円
　　　　●銀婚10,000円　他

弔慰金　●本人500,000円（最高）
　　　　●配偶者100,000円
　　　　●親10,000円・子50,000円

見舞金　●自然災害150,000円（最高）
　　　　●障害450,000円（最高）
　　　　●傷病休業50,000円（最高） 他

レクリエーション・自己啓発事業
●格安日帰りバスツアー
●会員と家族の交歓会
●スポーツイベント
●コンサート、映画鑑賞券割引斡旋
●テーマパーク施設利用助成
●各種チケット割引斡旋
●カルチャー教室
●資格取得助成

健康維持増進事業
●人間・脳ドック、がん検診受診料助成
●インフルエンザ予防接種の助成
●健康講習会
●いわきゆったり館、いわき新舞子ハイツ
　健康センター等入場券割引斡旋

融資保証料助成事業
福島県勤労者支援資金（前年度の保証料について助成）
●災害復旧資金、医療資金、教育資金、
　冠婚葬祭資金、福祉車両購入等資金

ハッピーワークいわき
会員募集中 入会金 600円月会費 750円

（一人あたり）

いわき市がバックアップする福利厚生制度です

●いわき市内の中小企業に勤務する方・事業主の方、
　市内居住者で市外の中小企業に勤務する方・事業主の方。
　（加入時の年齢が、満15歳～満70歳）
　　　●事業所単位での手続きとなります。

加入については、
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くぼたあじさい祭りとペットボタル（伊達市梁川町山舟生）
６月下旬から７月中旬にかけて、約１万本のあじさいが咲き誇る「く
ぼたあじさい公園」。７月8日（土）・9日（日）には「くぼたあじさい
祭り」とあわせて、ペットボトルの中にロウソクやLEDライトを
灯した「ペットボタル」でライトアップします。あじさいがホタルに
見立てた灯りに照らされ、夜の帳に浮かび上がります。
問山舟生自治振興会　☎（024）577-5489
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ぼたあじさい公園」。７月8日（土）・9日（日）には「くぼたあじさい
祭り」とあわせて、ペットボトルの中にロウソクやLEDライトを
灯した「ペットボタル」でライトアップします。あじさいがホタルに
見立てた灯りに照らされ、夜の帳に浮かび上がります。
問山舟生自治振興会　☎（024）577-5489

2017年秋号（10月発行）
のご案内

新聞折り込みは2017年10月1日（日）を予定しています。
なお、発行部数に限りがありますので、地域によっては折り込まれない
場合があります。ご了承ください。　

　　　　　　　　　　　　　　　 （一般財団法人福島県民共済会）が会員の皆様をはじめ、広く県民の皆様に季節感あふれる話題や生活に役立つ情報、さら
には主催する各種カルチャー教室や無料法律相談会などの日程をお知らせする情報紙で、年4回〈春号（4月）、夏号（7月）、秋号（10月）、冬号（1月）〉発行しています。
ゆうゆうらんどは…

特 集

法律相談会のお知らせ法律相談会のお知らせ

７/23（日）
ハッピーワークいわき
（いわき市サービスセンター）
TEL（0246）35-6844

あなたが抱えている法律問題を経験豊富な
弁護士が解決に導きます。最寄りの会場へ
お申し込みください（秘密は厳守いたします）。

無料無料無料

いわき市労働福祉会館

7/25（火）
みゅーあい郡山
（郡山市勤労者互助会）
TEL（024）990-0906

郡山市労働福祉会館

会津若松市
勤労青少年ホーム10/24（火）

あしすと
（会津若松市サービスセンター）
TEL（0242）36-5622

開 催 日 会　場 相　談　申　込　先

予約が無い場合は開催が中止となる場合がありますので予めご了承ください。

●開催時間　10：00～ 15：00
 （いわき会場は12：30～ 15：00）
●相談時間　一人当たり30分以内。資料があれば持参して当事者本人がご相談ください。
●相談受付　上記の相談申込先へ開催日の３日前まで（土日祝日を除く）に必ずお電話で

ご予約ください（平日９：00～ 17：00）。地区外の方も受付ます。

自然のアート
天然記念物の魅力に
触れる

あいきょうさいが福島県民の皆様への文化福祉事業の一つとし
て開催しておりますので、お気軽にご参加ください。なお、お
申し込みの際の個人情報は、講習会に関する連絡や今後の講習
会のご案内に利用させていただきます。他に使用したり第三者
に提供したりすることはありません。（「会員」とは、あいきょうさ
い・全労済の加入者をいいます。）　※料金はすべて税込みです。

参加者
募集 カルチャー教室

http://www.i-kyosai.or.jp
7月3日月から
先着順に受付

（平日9：00～17：00）

お申し込み

申込先 須賀川市勤労者互助会（市商工労政課内）
TEL（0248）88-9143

　鑑賞するだけでなく育てる楽しみもある苔玉とテラリウム。
土や植物、必要な道具まで揃えられているので、手軽に体験
できます。植物で自由な世界を繰り広げ、お部屋にグリーン
を取り入れましょう。

日　時　７月30日（日）　10：00 ～12：00
会　場　須賀川市中央公民館（須賀川市八幡町134）
定　員　30名　 　
参加費　1,700円（須賀川市勤労者互助会会員の方は1,200円）
講　師　ハーブとスローライフの研究家　瀧田勉 先生
内　容　ハーブの苔玉と多肉植物と観葉植物を使ったテラリウム

を各1個作ります。
準備品　エプロン、お手拭き、持ち帰り用袋、筆記用具

苔玉＆テラリウムづくり
講習会

須賀川

申込先 あいきょうさいTEL（024）521-3392

　忙しい日常から少し離れて、心身の
疲れをリセットしましょう。
　ヨーガで体の緊張をほぐした後は、
源泉かけ流しの温泉入浴です。昼食
もついて心もお腹も満たされる一日に
なります。

会　場　中ノ沢温泉「リゾートインぼなり」（猪苗代町）
定　員　45名　 　
参加費　会員1,500円　一般2,300円
　　　　（和定食の昼食・入湯料込、無料送迎バス付き）
講　師　ヨーガインストラクター　村上喜美子 先生
準備品　ヨガマットか大きめのバスタオル(講習用)、
 入浴用タオル、動きやすい服装

申込先 南会津町勤労者互助会（南会津町振興公社内）
TEL（0241）62-2442

　豆本来の旨味と個性が楽しめると
コーヒー好きに評判の「コーノ式かな
ざわ珈琲」のいれ方をレクチャーし、
今回は季節限定で香り豊かなアイス
コーヒーのいれ方もお教えいたします。
ぜひコーヒーの奥深
さを知っていただき、
コーヒータイムをよ
り楽しいひとときに。
（コーヒー豆100g
のお土産付き）

日　時　８月６日（日）　10：30 ～12：00
会　場　御蔵入交流館　調理室（南会津町田島字宮本東22）
定　員　24名 　
参加費　1,800円（南会津町勤労者互助会会員の方は1,300円）
講　師　ё豆や よーだCoffee　平野みどり 先生・平野洋一郎 先生
内　容　①コーヒーの豆知識　②いれ方のレクチャー（ホット＆

アイス）　③試飲
準備品　お手拭き、筆記用具

プロから学ぶコーヒーの
楽しみ方講習会

南会津 リフレッシュ
ヨーガ講習会

郡 山summer 
version

日　程 ９月22日（金） ９：15　郡山市労働福祉会館発 ※P有
  10：30 ～11：50　ヨーガ講習会
  12：00 ～14：30　昼食・入浴・休憩
  14：45～15：15　達沢不動滝見学
  16：15頃　郡山市労働福祉会館到着

ハガキに
1 パズルの答え　
2「ゆうゆうらんど」夏号へのご意見
3 福島ならではの秋の味覚といえば？
4 いま関心を持っている物事
5 住所、 氏名、 年齢、 電話番号
をご記入の上、下記までご応募ください。
抽選で20名様に「図書カード」をプレゼ
ントいたします。

応募の〆切　2017年7月31日月必着

〒960-8042　福島市荒町１- 21　
協働会館内　あいきょうさい
「ゆうゆうらんど パズルDEチャンス」係

【春号の答え】ナノハナ（菜の花）

タテのカギ
❶
❸
❺
❻
❽
10
12
13

おじいさん
↑や→でなく ↑ →などの方向
漢字で「蟋蟀」、英語で「Cricket」と書く虫
丘灯至夫、阿久悠、秋元康、永六輔らが行う
「コンビニ」は「コンビニエンス○○○」の略
「あの子の隣に座りたいな」「先生の目の前は嫌」
韓国語で「ばら肉」のこと
墨、壺、吸盤、軟体、８本足

ヨコのカギ
❶
❷
❸
❹
❼
❽
❾
11

一番下の所。瓶の○○、貯金が○○をつく
テニスや卓球などでサーブを失敗すること
「○のバルコニー」「○のハイカラ人魚」
「私こういう者です」と差し出す紙
カブト虫と人気を二分する夏の虫
目隠しをした人に割られるフルーツ
漢字で「馬酔木」と書く常緑低木
クールビズなど地球に優しく

全部できたら二重ワクの4文字をABC順に並べてください。そのことばが答えです。問題
DD
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44

33

55

66

77

88

99 1010

1111

1212

1313



駐車場 60台駐車場 150台

ファミリーヘルパーファミリーヘルパーファミリーヘルパー
（勤労者互助会保険）

●月々わずかな保険料であなたの
職場の福利厚生を応援します。
●県内の中小企業で働く皆様にお祝
い事やお見舞い事が生じた場合に
給付金を支給します。
●各市町村勤労者互助会・サービス
センターに事業所単位で加入いた
だくとご利用いただけます。

※各互助会、サービスセンターによって保険料
と給付金は異なります。
　別途、入会金・月会費が必要な場合もあります。

500円
月額保険料

事業主・ニッコリ事業主・ニッコリ 従業員・ニコニコ従業員・ニコニコ

●結婚祝金  25,000円
●出生祝金 15,000円
●成人・還暦・お子様の
　小中学校入学・
　結婚記念など　
　　　　 各 10,000円

●住宅火災（全焼）
～600,000円

●死亡・障害
～500,000円

●傷病休業
～30,000円など

お
祝
い
金

お
見
舞
金

給付金例

A型

※お近くの勤労者互助会・サービ
スセンターをご案内いたします。

詳しくは、資料をご請求ください▶ 0120-655-322（平日9：00～17：00受付）

ザ・セレクトン
福島

24時間
受付対応
年中無休

Q A＆葬儀に関する
知っておきたい

Ｑ 新盆の親戚に盆提灯を
贈りたいのですが、
どうすれば良いですか？

従来、新盆用の白提灯は故人
の家族が購入し、絵柄の入った

盆提灯は兄弟や親戚などから贈られて
います。
　しかし最近は、住宅事情などを考え
て、兄弟や親戚などは盆提灯用にと現
金を贈り、故人の家族が
揃える場合が多くみられま
すので、あらかじめ確認し
ておいた方が良いでしょう。

A

駐車場 150台 駐車場 60台 ザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトンザ・セレクトン
福島福島福島

駐車場 60台

大小さまざまなご葬儀を皆様のご予算とご希望に合わせて施行する、けんみん葬祭

桜の聖母短期大学　市川 優先生
今回のレシピは食物栄養専攻２年生が考案しました。

低糖質なデザートなので、
健康を気づかう方やスポーツ
をする方にもおすすめです。

料材

方り作

福島県は、さやいんげんの生産量がトップクラス。クリームチーズと
絹ごし豆腐の風味で、さやいんげんの青臭さが気になりにくくなります。

５㎝のカップ５個分
●さやいんげん…２～３本
●絹ごし豆腐…40g
●ビスケット…小さめ５枚
●牛乳…土台用：大さじ２/３
　　　  生地用：大さじ１と１/２

●クリームチーズ…50g
●砂糖…大さじ２
●レモン果汁…大さじ１
●プレーンヨーグルト…40g
●粉ゼラチン…３g
●水…大さじ２弱

さやいんげんと豆腐の
レアチーズ風

kcal99カロリースイーツカカカカカ低カロリースイーツ
嬉 し い 味美 し い

　皆さんは「レーザー」と聞くと、真っ先にアニメや映画の中に出てくるレーザー光線を思
い浮かべるでしょう。レーザーは私たちの身近にある生活に欠かせない存在で、例えば
CDやDVDなどのAV機器、スーパーのバーコードスキャナーなどに使用されています。

最新歯科治療「炭酸ガスレーザー／エルビウムヤグレーザー」
ファミリー歯科
クリニック（伊達市）　
田原 充先生

元気な歯の
お手伝いを
します。

歯医者さんから
　教わる 歯 の健康

　では、歯科の治療ではどのような使い方をされているので
しょうか。「炭酸ガスレーザー」と「エルビウムヤグレーザー」
の２つが主で、それぞれに特徴があります。「炭酸ガスレー
ザー」は歯肉などの軟らかい部分を得意とし、歯肉の切開や
切除　　　、歯肉のメラニン色素除去　　　などに使用されて
います。「エルビウムヤグレーザー」は軟らかい部分にも使用
できますが、得意とするのは硬い部分で、むし歯を削ったり歯
石を除去したりすることができます。
　この「エルビウムヤグレーザー」は、健康保険の範囲内で歯
を削ることが可能です。しかし、レーザーの種類や治療内容に
よっては、健康保険の適応にならないこともあります。もし
レーザーを使用した治療を希望される場合は、事前に対応可
能かどうかを歯科医院にご確認ください。
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方り作

湖上からの景色を満喫でき
るカナディアンカヌー。曽原
湖の雄大な自然に抱かれな
がら、のんびりと湖上の散
歩を楽しみましょう。ガイ
ドが丁寧に教えてくれるの
で初心者でもご安心を。

ダウン症の書家・金澤翔子さんの作品を収蔵
した美術館。NHK大河ドラマ「平清盛」の題
字など、力強い数々の書が展示されています。
併設する日本茶カフェ「飛翔庵」では日本庭園
を眺めながらお抹茶や和菓子を楽しめます。

震災・原発事故後の、環
境の回復と創造を目的に
した施設。放射線、環境
回復の現状、再生可能エ
ネルギーなどについて学
ぶことができます。ペットボトルで風車をつくると
いった体験コーナーも充実。360度の映像シアター
では、福島の自然・文化などについて上映します。

足をのばして

標高約1100メートルに位置するカルデラ湖の雄国沼。
その南西部に広がる湿原には約280種もの植物が咲き
誇ります。なかでも湿原を覆い尽くす程のニッコウキス
ゲの群落は見事で、まさに「雄国」の別名である「別天
地」そのものです。ニッコウキスゲの見頃は７月上旬まで。

磐梯山が明治21年に水蒸気爆発した際、輝石安
山岩が泥流に押し流され見袮地区まで運ばれたも
の。長さ8.2m、高さ3.1mの巨岩で、重量により
年々沈下し、現在露出している部分は３分の２ほど
になっています。山上からこの地までの直線距離
は約５㎞で、泥流の凄まじさを物語っています。

かつてペグマタイト（巨晶花こう岩）産出地の一帯
だった西田地区の鹿島神社では、至る所でその露頭
を見ることができます。ペグマタイトは地表に突出
していることがまれで、大昔の地殻変動で隆起した
と考えられています。境内には１万トン以上の岩脈が
あると推定され、その大きさは想像を絶するものが
あります。

平伏沼は標高842メートルの平伏山の頂にある、12アールの小さな沼。
梅雨の時季には、モリアオガエルが産み付けた泡状の卵塊が、沼にせ
り出した木の枝に多数見られます。「ふくしまの音30景」に認定されて
いるモリアオガエルの鳴き声は、７月中旬頃まで聞くことができます。

北塩原村 雄国沼湿原植物群落
✿国指定天然記念物：1957年指定

川内村 平伏沼モリアオガエル繁殖地
へ　ぶ す ぬま

✿国指定天然記念物：1941年指定

郡山市 鹿島神社のペグマタイト岩脈
✿国指定天然記念物：1966年指定

足をのばして

足をのばして
コミュタン福島
（福島県環境創造センター 交流棟）三春町

金澤翔子美術館

カナディアンカヌー体験

猪苗代町 見袮の大石
✿国指定天然記念物：1941年指定

み　ね

いわき市 中釜戸のシダレモミジ
✿国指定天然記念物：1937年指定

なかかま ど

二本松市 杉沢の大スギ
✿国指定天然記念物：1943年指定
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交雄国萩平駐車場⇔雄国沼（金沢峠）シャトルバス運行
　（2017年は７月17日（月・祝）まで）　片道大人500円・子ども250円
■問裏磐梯観光協会　☎（0241）32-2349
　喜多方観光物産協会　☎（0241）24-5200

■時午前の部９：15～、午後の部13：15～
■料カナディアンカヌー１艇（最大４人）税込5,500円～7,000円
■問裏磐梯もくもく自然塾　☎（0241）23-9018

■時９：00～17：00　■休月曜（祝日の場合は翌日）　■料無料
■所田村郡三春町深作10-２（田村西部工業団地内）
■交船引三春ICから車で約５分
■問コミュタン福島　☎（0247）61-5721

■営10：00～16：00（入館は15：30まで）　■休火曜・水曜（祝日の場合は翌日）
■料大人800円、小学～高校生・65歳以上600円、未就学児無料
■所いわき市遠野町根岸字横道71　■交いわき湯本ICから車で約15分
■問金澤翔子美術館　☎（0246）89-2766

■所耶麻郡猪苗代町見祢
■交猪苗代磐梯高原ICから車で約10分
■問猪苗代観光協会　☎（0242）62-2048

中釜戸地区の観音堂の傍らには、うねる幹と所々
のコブが特徴の、イロハカエデの巨木が立ってい
ます。突然変異によるものと考えられており、そ
の姿は珍妙ながらも自然が生んだ芸術美。紅葉の
季節はもちろん、緑で生い茂ったモミジも興味を
そそられます。

高さは約50ｍ、幹の太さは約
12mの巨木で、どっしりとした佇
まいからは誇らしさを感じます。
江戸時代の二本松藩主・丹羽光重
公が領内を巡視した折に、その見
事さに感銘したことから、この地
を杉沢と呼ぶようになったといわ
れています。

■所いわき市渡辺町中釜戸字表前117-2
■交いわき湯本ICから車で約15分
■問いわき市文化振興課
☎（0246）22-7546

突
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だ
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■所二本松市杉沢字平
■交二本松ICから車で約35分
■問岩代観光協会
☎（0243）65-2803

■所郡山市西田町丹伊田字宮作239
■交郡山東ICから車で約10分
■問鹿島大神宮　☎（024）971-3276

■所双葉郡川内村上川内字宇内良（ウナイラ）501
■交常磐富岡ICから車で約70分、船引三春ICから車で約60分
■問川内村教育委員会　☎（0240）38-3806

地
上
に
露
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し
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巨
大
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物

釣り堀でいわな釣りを楽しみ、
そのまま炭火塩焼きにして食べ
ることができます。釣り竿はレン
タルできるので、手ぶらでOK。
レストランでは新鮮ないわなの刺身、塩焼き
など、いわな料理を存分に堪能できます。

足をのばして いわなの郷

■時９：00～16：00　■休火曜（祝日の場合は翌日）
■料釣り竿レンタル（エサ付き）200円、釣ったイワナ１㎏2,000円
■所双葉郡川内村大字上川内字炭焼場516　■交常磐富岡ICから車で約35分
■問いわなの郷　☎（0240）38-3511

自然のアート自然自然自然自然自然のアのアのアのアのアのア

天然記念物の天然天然天然天然天然天然天然天然天然記記記記記記記念物念物念物念物念物念物念物念物念物念物念物念物念物念物念物念物念物念物
魅力に触れる

「
延
命
小
袋
」
に

あ
や
か
る

長い歴史の中で
守り伝えられてきた
貴重な天然記念物を
　　　ご紹介。

ペグマタイトは、
石英や長石を主成分と
した巨大な結晶が集合し
た岩石のこと。工業用
原料として重宝され
ていました。




