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●編集・発行

　平成２６年８月１９日～２０日にかけて、誰もが予期しなかった記録的な集中豪雨により、広島市安佐南区を中心に土砂災害
が起こりました。報道されているように住宅地を切り裂くように土砂が流れ、住宅のみならず尊い命を奪っていきました。この
度の災害で亡くなられた方、被害に遭われた方々に対し、心より哀悼の意を表します。
　勤労者協会火災共済保険加入者にも多くのり災者がいらっしゃいます。その方々を救済すべく、火災共済保険加入内容に基
づいて、共済保険金給付手続きを進めています。

勤労者協会の「火災共済保険」には、自然災害に対応する付加共済（風水雪害）の給付が付いています。
給付内容は以下の通り。（自然災害は付加共済になりますので限度額を設けさせて頂いております）

風水雪害

区　分
事　由 対　　象

給　　　　付　　　　内　　　　容
支払基準 限度額

風水雪害により家屋・家財に損害
を生じたとき、契約口数の範囲内
で右記を限度に実損額を給付し
ます。
但し、貸家加入の限度額は1/2と
します。

地域内に「警報」「注意報」が発
令されていれば対象となります。

※地震による被害には適用されま
せん。

全　壊のとき

半壊Ａのとき

半壊Ｂのとき

一部壊のとき

床 上 浸 水

１口につき
４０，０００円

１口につき
２０，０００円

１口につき
１０，０００円

１口につき
２，０００円

１口につき
１，０００円

家屋　４００万円
家財　２００万円
家屋　２００万円
家財　１００万円
家屋　１００万円
家財　 ５０万円
家屋　 ２０万円
家財　 １０万円
家屋　 １０万円
家財　 ５万円

落雷･自然災害にも対応

■土砂崩れは付加共済の給付対象です。

勤労者協会の

免責はありません、１円から保障があります！免責はありません、１円から保障があります！
■落雷被害は火災共済保険の給付対象、修理費等実損額を給付します。
　  落雷による火災や、電気機器類の故障損害に対しては、契約額範囲内での実損額（再取得額）を給付します。

今回の災害では落雷も多く発生しています。
電化製品などを雷による過電流で破損してし
まった加入者も沢山いらっしゃいます。落雷被
害は火災共済保険の給付対象になりますの
で、修理費用や購入費用など再取得を基準と
して共済保険金給付を行っています。

パソコン

（主な被害家電）

ルーター

テレビ エアコン 給湯器・リモコン

ファクシミリ
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契約保養所契約保養所契約保養所契約保養所
住所：島根県出雲市多伎町小田208-3
予約ＴＥＬ：0853-86-2016

「はたご小田温泉」

「はたご小田温泉」は島根県出雲市のいちばん西、多伎町にあり、縁結びで有名な出雲大社と、世界遺産・石見
（いわみ）銀山の中間に位置しています。
創業より90余年、自家源泉を有し、宿泊の客室は大小あわせて七室という小さな一軒宿。
旅人の宿の意をもつ「はたご」。不思議な出会いや様々なご縁をつなぐ縁むすびと温もりの宿。木の香漂うレト
ロな癒しの空間。訪ねて下さるお客様に感謝を込めておもてなししています。

◆入浴施設…内湯　男女　各1
泉質：その他（ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸

塩・塩化物泉）。ほとんど無色、無味、無臭で、リラ
ックス効果の高いとされるマイナスイオンを多く含
んでいます。特に美肌に効果があるといわれるメタ
ケイ酸濃度は西日本有数の値です。 

効能：
リウマチ、
胃腸カタル、
創傷、痛風、病風、
肩こり、腰痛、
皮膚炎など。

◆お料理
日常的な食材をより
おいしくヘルシーに
仕上げています。
季節の味を堪能くだ
さい。
食材・調理法・器をより
吟味したグルメコース
もあります。
食事は別棟の『茶寮
清泉亭』にてお召し上
がり頂きます。

◆宿泊料金（1泊2食：税・サ込）
大　人 ････････････････14,040円～
小学生（お子様コース）･･･  8,640円～
　幼　児（お子様コース）･･･  7,020円～
　※宿泊プラン、宿泊曜日、ＧＷ、お盆、お正月などによって料金は変動します。
　※その他詳細は、お問い合わせください。

◆その他の施設
アンティークショップ（利生庵）、
レストラン、売店、無料駐車場（10
台）など。

◆近隣の観光スポット
出雲大社、出雲日御碕灯台、日御碕神社、立久恵峡、
　古代出雲歴史博物館、宍道湖、鰐淵寺、須佐神社、一畑薬師、
　島根ワイナリー、荒神谷遺跡、出西釜、石見銀山など。

◆客室…和室７室
　６畳から20畳まで大小さまざまな個性
的な7つの部屋になります。
　20名様から貸切も可能です。

幸せなひととき
　別荘ですごすように。
幸せなひととき
　別荘ですごすように。

のご案内のご案内のご案内のご案内

1000ｍ級の山々が連なる西中国山地の高原の真っただ中、標高600ｍにある高原リゾートランド。
はるか遠くまで爽快な景色が広がる露天風呂、地域の食材を生かした食事も魅力。
建物に入ると木の香りがし、冬場には薪ストーブが施設の雰囲気をより一層引き立てます。

【公共交通機関利用の場合】
広島方面より３時間30分
広島バスセンター → 出雲（中国ＪＲバス・一畑バス）→タクシー25分
【お車の場合】
広島方面より２時間30分
広島（中国道）－（浜田道）－大朝IC－川本・石見銀山－国道9号（大田市から東へ約20分）

交
通
の
ご
案
内

No.20

チェックイン　16：00～
チェックアウト ～10：00

住所：広島県山県郡北広島町細見145-104
予約ＴＥＬ：0826-35-1230

「芸北オークガーデン」
No.14

スタンダードコース

◆入浴施設…大浴場（ジャグジー、サウナ付）　男女　各1
　　　　　　露天風呂　男女　各1
　はるか遠くまで山々が見渡せ、爽快な景色が広がる露天風
呂。天然温泉の滑らかなお湯が身体をやさしく温めます。
泉質：芸北温泉/単純弱放射能冷鉱泉 
効能：
神経痛、関節痛、
慢性皮膚疾患、
高血圧症、痛風、
冷え性、疲労回復、
慢性婦人病など。

◆お料理
夕食は旬な食材を使用した和食会席。
春は山菜、夏は高原野菜など季節を味わえます。日本海から
取り寄せた海の幸、中国山地の山の幸をご堪能ください。

露天風呂 通常プラン

和室

◆客室…和室8室
　窓から広がる豊かな森と、満天の星
空、四季折々の景色に感動しながら心
身共にゆっくり過ごせます。

中国山地の大自然に囲まれた
高原リゾートランド

中国山地の大自然に囲まれた
高原リゾートランド

◆宿泊料金（1泊2食）
大　人 ････････････････8,350円～
小　人 ････････････････5,845円～
　幼　児（3歳以上）･･･････4,175円～
　※宿泊プラン、宿泊曜日、ＧＷ、お盆、お正月などによって料金は変動します。

◆その他の施設
レストラン、売店、アイスクリーム工房
（芸北ドルチェ）、カラオケルーム、グラウ
ンドゴルフ場、ふれあい広場、オークの
丘、マッサージ機コーナー、自販機コー
ナー、無料駐車場（60台）など。

◆近隣の観光スポット
三段峡、郡山城跡、道の駅、温井ダム、
　ユートピアサイオトスキー場、芸北国際スキー場など。

【お車でお越しの場合】
■中国自動車道から・戸河内ICより国道186号線を北へ25㎞（30分）
■浜田方面から・国道186号線を広島市内方面へ約35㎞（50分）
■他経路・広島市内より高速道路を利用して約1時間15分
　　　　・東広島市内より約1時間45分
※ 車以外／公共の交通機関では便数が少ない為、行動が困難です。
※ 車　　／冬季期間は積雪がありますので道路状況をご確認の上お越しください。
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内
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チェックアウト ～10：00

契約保養保契約保養所
住所：島根県出雲市多伎町小田208-3
予約ＴＥＬ：0853-86-2016

「はたご小田温泉」

「はたご小田温泉」は島根県出雲市のいちばん西、多伎町にあり、縁結びで有名な出雲大社と、世界遺産・石見
（いわみ）銀山の中間に位置しています。
創業より90余年、自家源泉を有し、宿泊の客室は大小あわせて七室という小さな一軒宿。
旅人の宿の意をもつ「はたご」。不思議な出会いや様々なご縁をつなぐ縁むすびと温もりの宿。木の香漂うレト
ロな癒しの空間。訪ねて下さるお客様に感謝を込めておもてなししています。

◆入浴施設…内湯　男女　各1
泉質：その他（ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸

塩・塩化物泉）。ほとんど無色、無味、無臭で、リラ
ックス効果の高いとされるマイナスイオンを多く含
んでいます。特に美肌に効果があるといわれるメタ
ケイ酸濃度は西日本有数の値です。 

効能：
リウマチ、
胃腸カタル、
創傷、痛風、病風、
肩こり、腰痛、
皮膚炎など。

◆お料理
日常的な食材をより
おいしくヘルシーに
仕上げています。
季節の味を堪能くだ
さい。
食材・調理法・器をより
吟味したグルメコース
もあります。
食事は別棟の『茶寮
清泉亭』にてお召し上
がり頂きます。

◆宿泊料金（1泊2食：税・サ込）
大　人 ････････････････14,040円～
小学生（お子様コース）･･･  8,640円～
幼　児（お子様コース）･･･  7,020円～
※宿泊プラン、宿泊曜日、ＧＷ、お盆、お正月などによって料金は変動します。
※その他詳細は、お問い合わせください。

◆その他の施設
アンティークショップ（利生庵）、
レストラン、売店、無料駐車場（10
台）など。

◆近隣の観光スポット
出雲大社、出雲日御碕灯台、日御碕神社、立久恵峡、
古代出雲歴史博物館、宍道湖、鰐淵寺、須佐神社、一畑薬師、
島根ワイナリー、荒神谷遺跡、出西釜、石見銀山など。

◆客室…和室７室
　６畳から20畳まで大小さまざまな個性
的な7つの部屋になります。
　20名様から貸切も可能です。

幸幸幸せなひとときなひとときせなひとときせなひととき
別荘荘別荘別荘ですごすように。で ご ようにですごすように。ですごすように。

内内の 案内内内ごごごご案内

1000ｍ級の山々が連なる西中国山地の高原の真っただ中、標高600ｍにある高原リゾートランド。
はるか遠くまで爽快な景色が広がる露天風呂、地域の食材を生かした食事も魅力。
建物に入ると木の香りがし、冬場には薪ストーブが施設の雰囲気をより一層引き立てます。

【公共交通機関利用の場合】
広島方面より３時間30分
広島バスセンター → 出雲（中国ＪＲバス・一畑バス）→タクシー25分
【お車の場合】
広島方面より２時間30分
広島（中国道）－（浜田道）－大朝IC－川本・石見銀山－国道9号（大田市から東へ約20分）

交
通
の
ご
案
内

チェックイン 16：00～
チェックアウト ～10：00

住所：広島県山県郡北広島町細見145-104
予約ＴＥＬ：0826-35-1230

「芸北オークガーデン」

スタンダードコーススタンダードコース

◆入浴施設…大浴場（ジャグジー、サウナ付）　男女　各1
　　　　　　露天風呂　男女　各1
　はるか遠くまで山々が見渡せ、爽快な景色が広がる露天風
呂。天然温泉の滑らかなお湯が身体をやさしく温めます。
泉質：芸北温泉/単純弱放射能冷鉱泉 
効能：
神経痛、関節痛、
慢性皮膚疾患、
高血圧症、痛風、
冷え性、疲労回復、
慢性婦人病など。

◆お料理
夕食は旬な食材を使用した和食会席。
春は山菜、夏は高原野菜など季節を味わえます。日本海から
取り寄せた海の幸、中国山地の山の幸をご堪能ください。

天風露天風呂 通常プラン通常プラン

和和室

◆客室…和室8室
窓から広がる豊かな森と、満天の星
空、四季折々の景色に感動しながら心
身共にゆっくり過ごせます。

中国山地の大自然に囲まれた中国山地の大自然に囲まれた中国山地の大自然に囲まれた
高原リゾートランドートランド高原リゾートランド高原リゾートランド

◆宿泊料金（1泊2食）
大　人 ････････････････8,350円～
小　人 ････････････････5,845円～
　幼　児（3歳以上）･･･････4,175円～
　※宿泊プラン、宿泊曜日、ＧＷ、お盆、お正月などによって料金は変動します。

◆その他の施設
レストラン、売店、アイスクリーム工房
（芸北ドルチェ）、カラオケルーム、グラウ
ンドゴルフ場、ふれあい広場、オークの
丘、マッサージ機コーナー、自販機コー
ナー、無料駐車場（60台）など。

◆近隣の観光スポット
三段峡、郡山城跡、道の駅、温井ダム、
　ユートピアサイオトスキー場、芸北国際スキー場など。

【お車でお越しの場合】
■中国自動車道から・戸河内ICより国道186号線を北へ25㎞（30分）
■浜田方面から・国道186号線を広島市内方面へ約35㎞（50分）
■他経路・広島市内より高速道路を利用して約1時間15分
　　　　・東広島市内より約1時間45分
※ 車以外／公共の交通機関では便数が少ない為、行動が困難です。
※ 車　　／冬季期間は積雪がありますので道路状況をご確認の上お越しください。

交
通
の
ご
案
内

チェックイン 16：00～
チェックアウト ～10：00



勤労者協会では、勤労者の資質の向上と一般社会のより高度な知識及び教養を身につけるため、政治・経済、労働、時事、文化、
スポーツ、広範囲にわたり有識者を講師に招いて講演会を開催し、勤労者の社会的地位の向上をはかることとしています。
勤労者協会設立25周年、一般財団法人への移行年という節目に、古田敦也氏を講師に招き記念講演会を開催致します。

開催日時

会　　場

開催日時および会場

２０１4年12月１日㈪  １８：３０～

リーガロイヤルホテル広島
（広島市中区基町6-78　TEL.082-502-1121） 入場無料！

演題：「優柔決断」のすすめ
　古田敦也氏は、プロ野球選手としての現役生活は1989年から2007年
の18年間にわたる。ヤクルトスワローズ、東京ヤクルトスワローズと
スワローズひと筋でプレー。「代打　俺」「ミスタースワローズ」とも
呼ばれるほどの東京ヤクルトスワローズの象徴的存在である。
　初本塁打は広島市民球場で北別府学投手から、1000本安打は黒田
博樹投手から、3000塁打は小山田保裕投手から、2000本安打は大竹寛
投手から…古田氏の節目と広島カープとは縁があるようだ。
　引退後は野球解説者、タレント、スポーツキャスターとして活躍中。
　奥様はフリーアナウンサーの中井美穂さん。従兄にタレントの大木
凡人氏がいる。
　趣味は将棋、ゴルフ、読書、映画鑑賞など。音楽ではU2の大ファン
である。書道は有段者。
　プロ野球の現場退任後、数多くのマラソン大会に出場しているため
マラソンランナーとしての知名度も上げている。

（ウィキペディア引用）

設立25周年・一般財団移行記念講演会

お問い合わせは
（一財）広島県勤労者福祉推進協会 本部　TEL.082―261―4208

古田敦也氏講演会開催

古田敦也氏の講演会に
　　　　是非お越しください。

講　　師
プロフィール

名 　 前

生年月日

血 液 型

出 身 地

身長・体重

役 　 職

投 ・ 打

球 　 歴

古田敦也（ふるたあつや）

1965年8月6日（49歳）

Ｂ型

兵庫県川西市

182ｃｍ・80ｋｇ

スポーツコメンテーター

右・右

川西明峰高→立命館大→トヨタ自動車→ヤクルトスワローズ
（’89　ドラフト2位）→選手兼任監督（2006年）→2007年引退
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　奥様はフリーアナウンサーの中井美穂さん。従兄にタレントの大木
凡人氏がいる。
　趣味は将棋、ゴルフ、読書、映画鑑賞など。音楽ではU2の大ファン
である。書道は有段者。
　プロ野球の現場退任後、数多くのマラソン大会に出場しているため
マラソンランナーとしての知名度も上げている。

（ウィキペディア引用）
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