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象で︑介護保険の﹁要介
護認定﹂を受けて福祉用
具を利用する際に︑自己
負担の利用料を助成する
サービスです︒
介護保険が適用される福
祉用具には 特殊寝台
︵電動ベット︶介護マッ
ト車椅子・歩行器・認知
症老人徘徊感知器など
種目があります︒
あらたな掛け金負担な
し︑安心して福祉用具が
使えます︒
まずは︑ご相談下さい︒
相談窓口 ０１２０ー１
１８ー３５８
⑥﹁共同墓所﹂
県本部 周年記念事業
で 年 月共同墓所が完
成しました︒相模湾と富
士山を眺める風光明媚な
場所です︒
組合員とその家族の霊
を慰め将来にわたりお守
りすることを目的として
います︒
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住所は横須賀市長坂４ー
ー
財団法人やすら
ぎの里﹁南葉山霊園﹂
納骨・刻銘 人 万円
刻銘のみ１人５万円
年 回︑春と秋に慰霊祭
を行います︒
原則として年金者組合
の組合員および家族で生
前予約制です︒
申し込みは﹁申込用紙﹂
で県本部へ提出し︑会費
を﹁所定の郵便払込用紙﹂
にて振り込めば完了です︒
その後の墓地管理等の小
口負担はありません︒
◎組合で加入する保険
①﹁労働組合活動事故見
舞共済﹂
国内で組合活動中の交
通事故による死亡・身体
障害・入院・実通院に対
して共済金が払われる制
度です︒鎌倉支部の執行
委員は全員が加入してい
ます︒
人当たり年掛金
20

日︵水︶

20

１千２百円
ケガ通院 日２千５百円
ケガ入院 日５千円

英国の医学誌ランセッ

トの日本特集号に﹃日本

は医療︑保険の成果によ

り︑長寿だけでなく元気

な高齢世代を大量に出現

させた︒他の先進国では

過去 年間の平均余命の

延長率は停滞しているが︑

日本は例外的に改善され

ている﹄と記されている

▼２０１５年には日本人

の４人に１人が 歳以上

を超す︒人生 年時代を

となり︑総数は３千万人

65

がると思う︒︵和︶

高齢者の生きがいにつな

分の役割を果たすことが︑

だ︒支える側に立って自

する仕事は沢山あるはず

豊かな人生経験を必要と

域おこしなど︑高齢者の

▼教育︑福祉︑環境︑地

仕組みの構築が急がれる

ている団体を結びつける

と︑ボランティアを求め

活動に参加したい高齢者

人類が増えている▼社会

られないと考える高齢新

れる立場に甘んじてはい

行に明け暮れて︑支えら

迎え︑定年後︑趣味や旅

90

さらに充実を求
めて

鎌倉支部では今までに︑
火災共済︵住宅・家財︶︑
交通災害共済︑自転車保
険自動車共済︑行事スポッ
ト保険︑介護用福祉器具
の申し込みがありました︒
今まで︑労働組合活動事
故見舞共済が 件︑行事
スポット保険で１件あり︑
﹁給付金が出るなんて﹂
と驚いています︒
また介護用のベットと車
椅子の
利用も
ありま
した︒
それぞ
れの保
険の詳
しい︑
パンフレットがあります
のでお近くの組合役員か
共済担当の吉原︵ ︲３
９５７︶までお申し出下
さい︒

時〜 時 分
場所 新富会館
︵大船駅大踏切そ
ば︶
参加費１０００円

申込問合せ先
吉原 ︲３９５７
山内 ︲２０５５
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おしゃべりサロン
楽しいひととき
月

45

30

20
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さい︒
１・ ２ ・３ 月 生 ま れ
のお誕生祝いと新
人会員歓迎会を兼
ねた親睦会です︒
ワイワイおしゃ
べりして︑食べて︑
飲んで︑歌って︑
朗読を聞いて楽し
い 時 を 過 ご し ま し ょ う︒
日時
お気軽にご参加くだ

11

＝今がチャンス保険の見直し＝

1 1

新年度に向けて
保険の見直しを

身体障害︑入院︑実通院
に対する保障制度です︒
・１口 月掛百円 ５口
まで家族もはいれます︒
・１口あたりの給付は死
亡の場合２百万円です︒
③﹁自転車共済﹂
自転車事故はもちろん
賠償責任も保障Ａ家族型
とＢ個人型があります︒
家族型はご家族全員の自
転車による障害を保障
・年間保険料
Ａ型
３千３百円
Ｂ型
２千円
・ケガ通院１日１千円
・ケガ入院１日２千円
・年齢制限 歳未満
・募集は年に一度︑毎年
５月末日締め切り
④﹁行事スポ ット保険﹂
組合行事・レクリエー
ション・国内︑海外旅行
に組合員と家族が利用で
きます︒
・日帰り︵Ａ行事︶の場
合
人・保険料 円で
ケガ通院 日千 百円
ケガ入院 日 千円
⑤﹁助けあ い介護サービ
ス﹂
組合
員と三
親等以
内の親
族が対

2

15

全労連共済はとてもお得

◎消 費税 に よら ない 最低
保障 年金 制 度を 実現 させ
よう
階 建て の 最低 保障 年金

◎不 公平 な く移 行で きる
を

30

1 1

45
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４７ − ９７ ２０

◎無年金・低年金者も最

年金者組合加入の全労
連共済はとってもお得︑
﹁小さな掛け金で大きな
保障﹂が得られます︒
﹁助けあい介護サービス﹂
の利用から﹁お墓﹂まで
あります︒
全労連共済は︑﹁仲間
の助け合い﹂が目的です︒
民間保険は掛け金に対す
る保障率が 〜 ％です
が全労連共済は ％です︒
宣伝費や人件費を極力お
さえているからです︒
◎個人で加入できる保険
①﹁火災共済﹂
火災共済金︑風水害等
共済金︑持ち出し家財等
共済金︑諸費用共済︵失
火見舞︑漏水見舞︑修理︶︑
風呂の空焚き見舞金など
です︒
・ 口︵最高 万円保障︶
あたりの掛け金 木造︑
簡易住宅は年額 円・鉄
筋は年額 円︶
・建物の最高限度額
３百口 ３千万円
・家財の最高限度額
口１千５百万円
②﹁交通災害共済﹂
交通事故による死亡︑
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全日本年金者組合
鎌倉支部
鎌 倉 市 台 １４３８− ３
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皆さんの発言に共通して
いたのは﹁原発は絶対に
許せない﹂﹁まだ被災地
は復旧していない︑政府

中国では歯科医師で日
本では歯科衛生士の李一
紅さんが講師です︒
中国も近年老人が急増
している︒ 年に一人っ
子政策が実施され︑結果
人の子に対して４人の
両親の出現︒医療と生活

今年のタイトルは消費
税増税・ＴＰＰ参加・社
会保障改悪⁝ヘビーな問
題が山積の３・ 鎌倉市
民集会︒年金者組合も実
行団体に加盟し︑当日は
司会を担当︑コント﹁お
金はどこへいった﹂に出
場しました︒ぶっ付け本

と東電はもっともっと力
を注がなければだめだ﹂
と言う怒りでした︒
約 人の参加でした︒

71

に移りました︒集会会場
の商工会議所から鎌倉駅
をぐるりとひとまわりし
て鎌倉税務署まで行進し
ました︒沿道からは手を

番の舞台でしたが︑風刺
の聞いた台本に拍手が寄
せられました︒最後に請
願書を拍手で採択︑デモ

集会

日時 3月26日(火)10：00〜11：45、13：00〜14：45
対象 ﾊﾟｿｺﾝに興味がある方、ﾊﾟｿｺﾝを始めたい方。
定員 先着10人（午前午後とも）
講師 藤原久江さんNPOｾﾝﾀｰ鎌倉ﾊﾟｿｺﾝ教室講師
主催 年金者組合鎌倉支部
共催 NPOセンター鎌倉
申込先 福島0467-46-5028 吉原0467-45-3957

に提案されると

要な法案が国会

編集後記

パ ソコン 無料 体験 教室 開催

年この時季に咲

くレンギョウ︑

振る人もいて︑アピール
満点でした︒年金者組合
から３名が参加しました︒

ももうすぐ咲くね︒

ち︒故郷の夜の森の桜

を期待もせず咲く花た

玉縄桜︒観られること

そして今は散ってゆく

コブシ︑モクレン⁝︒

毎

見方を考えさせら れた︒

れど︑改めて報道への

何となく感じていたけ

そらせる報道を行う︒

メディアは国民の目を

重

水準の向上で男性は 歳︑
女性は 歳まで生きられ
るようになった︒中国の
都市部と農村部の医療・
教育水準には大きな格差
がある︒中央政府はこの
状況を改善するために①
都市の医師は定年退職後︑
農村部の医院に勤務する
義務︒②入学試験︵医学
部︶の点数を下げ︑卒業
後は農村部に勤務する︒
③中国は人口も生産性も
問題が山積しているが老
人を大切かつ尊重するな
どの政策を打ち出してい
くとのことでした︒

中国市民の
暮らし と老後 の生活

年金問題学習会・特別編第２弾

40

75

重要な 問 題 山 積 の ３ ・

講 師の李一紅 さん（3/13）

お金はどこへいった！

80

ストップ原発・ワンちゃんも一緒ダヨ

声援を受けて行進し︑
分後に出発地に戻りまし
た︒このパレードの参加
者は約 人でした︒

被災地の写真を紹介し︑
通常の暮らしが出来なく

子

なっている子供の心が心
配だと報告しました︒石
巻へ復旧支援に行った小
田嶋さん︑福島さんは現
地の様子を話しました︒

内 田 秀

1

３回目の大船パレード
３回目の﹁ストップ原
みなさん︑﹁パレード﹂
発大船パレード﹂の３月 を楽しんじゃおうという
日︑出発地になってい 雰囲気︒午後２時︑大船
る﹁対話の広場﹂には時 警察署のパトカーの先導
間前から手作りのプラカー と︑警官も一緒になって
ド︑ギター︑ＣＤの再生︑ 出発︒
マラカス︑タンバリン︑
大船の商店街を﹁ストッ
ラッパなどを持った参加 プ原発﹂﹁再稼働反対﹂
者が集まってきました︒
﹁子供を守れ﹂と声を合
わせてパレード︒
沿道の人や商店の人の

いま フクシマを話そう

仲築間卓蔵さんは︑
﹁原発と憲法９条とテレ
ビ﹂と題して原発と核兵
器の保有︑憲法改悪が深
く結び付いていること︑

木の芽どき

桜 烏 賊 背 な の 赤 子 の 目 が 笑 い

おかっぱの少女にぎやか木の芽どき

草 若 葉 ひ と り の 暮 ら し 定 ま り ぬ

ふるさと冨岡について話す山岸さん

のチラシをご覧下さい。

また重要な法案が国会に
提案されるとメディアは
必ず︑国民の目をそらさ
せる報道を行うと豊富な
例を引き講演しました︒
玉縄の鈴木さんは︑故
郷の浪江町に兄弟ととも
に一時帰宅した時の様子
を数多くの写真で紹介し
ました︒上町屋の山岸さ
んは放射能の線量が高く
て故郷の富岡町に帰れな
い︑両親のお墓参りもで
きないと話しました︒福
島の保育園にお米と水を
届けに行った横田さんは

プラチナ卓球
日時 4月2・9・16・23・30日
19時〜21時 (毎火)
場所 大船中学校体育館
朗読の会
日時 4月9・23日（第2・4火）
13時〜15時30分
場所 老人保健施設かまくら
40 麻雀サークル
日時 不定期、完全予約制
場 所 DIKマンション１Ｆ
問合せ先 46-3919
カラオケサークル
日時 4月11日(第2木)13時〜17時
場所 カ ラオ ケムー ン大船店
郡上おどりを踊る会
日時 4月6・20日(第1・3土)
13時30分〜15時30分
場所 手広西公会堂
※掲載以外のサークルの日程はそれぞれ

50

被災地は復旧していない！
大船・９条の会第２回
パネルトーク﹁いま フ
クシマを話そう﹂という
会がレイウエル鎌倉で︑
２月 日に行われました︒

て︑社会の出来事にも気を配る︒﹁年を

頭を使い︑身体もリハビリで元気になっ

右脚 に帯状 疱疹が 出来て もう
一 年 以 上 経つ の に いま だ に 治 ら
ない︒右脚をかばって
いるうちに左脚も痛く
なり︑いまでは杖が必
要になってしまった︒思い切って近くに
あるリハビリセンターに通いはじめ︑週
一回︑二カ月ほど経つ︒身体がナマって
いたせいか︑二︑三日は身体が痛くなっ
て困ったが︑この頃はそういうこともな
くなった︒
年金ニュースにのせている拙い俳句で

24

とったって前向きでなくちゃ﹂と︑今は

13

鳴り物入りで大船のまちを歩きました

かなり良い気分なのである︒

13

10

＝たすきリレー＝
岩瀬在住 内田秀子さん

サークル4月のご案内
句
俳
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