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新年 のご挨拶
理事長

明

新年あけましておめでとうございます。
二〇一七年が皆様にとって素晴らしい一年になりますよう御祈念申し上げます。
昨年を振り返ってみますと、世界的にはイギリスのＥＵ離脱決定や米国のトラン
プ次期大統領誕生など、全く想定していなかったことが現実に起こり、日本におい
ても、ロシア・中国・韓国・北朝鮮といった隣国との外交・防衛において先行き不
透明感が増しています。
また、日本経済においても東京オリンピックに向けた特需は期待できるものの、
混沌とした世界状況と「アベノミクス」への不信感も相まって、二〇一七年は厳し
い一年となることが予想されています。
昨年のスポーツ界に関しては、リオオリンピックでの日本人選手の大活躍や、広
島カープでの黒田投手二〇〇勝、新井選手二〇〇〇本安打、二五年ぶりのセリーグ
優勝など、広島県人にとっては大変うれしい出来事が多かった一年でありました。
そのような中、勤労者協会は一般財団法人として三年目を迎え、協会の基幹事業
である火災共済を中心に加入促進活動を進めてきましたが、景気低迷に加え「団塊
の世代」の定年退職、新卒採用の手控え等による社員・組合員数の減少が直接加入
口数に影響し、厳しい一年でありました。
しかしながら、昨年は大規模な災害もなく、火災件数も少なく、収支においては
安定した一年であり、これも会員各位のご理解とご協力のお陰と感謝いたします。
一方、公益事業としては期首計画に沿って実施できました。
とりわけ、講演会事業においては尾道・因島地区で開催した「さかなクン講演
会」は地域の教育委員会の全面的な協力を得、全体で一〇〇〇名を超える方に聴講
頂き、従来にない講演会となりました。
二〇一七年協会としては、厳しい環境下での事業推進となりますが、公益事業・
収益事業（その他事業）のバランスを取りながら、協会設立趣旨に則り「勤労者の
福祉の増進に寄与する。」ことを第一義とし、その目的のため本部・各支所全員が
火災共済・総合共済加入口数増に向けて、心機一転取組みますので、尚一層のご理
解とご協力をお願いし、新年にあたってのご挨拶とさせて頂きます。
二〇一七年 元旦

謹賀新年

会員の皆さまには お健やかに新年
を迎えられたことと存じます。
旧年中はひとかたならぬご愛顧に
あずかり、誠に有難うございました。
本年も協会役職員一同、誠心誠意
職務に努める覚悟でございます。
何卒本年もご支援のほど
よろしくお願い申し上げます。
平成二十九年 元旦

一般財団法人
広島県勤労者福祉推進協会
役職員一同

テレビでもおなじみのさかなクンを講師に迎え、去る2016年10月21日㈮尾道の「しまなみ交
流館」、10月22日㈯因島の福山大学マリンバイオセンター・大浜公民館において「瀬戸内海の
お魚と海の環境について」と題し講演会を開催しました。事前の入場券申込み通り、当日は大
盛会で、尾道会場641名、因島会場415名の聴講者があり、さかなクンと一体となって、魚や
海の環境について楽しく学び、考える講演会となりました。

講師のさかなクン

その場で描く魚の絵も
抜群に上手い！

因島：大浜公民館会場

楽しくしっかり学べるさかなクンの
楽しくしっかり学べるさかなクンの
ギョ魚ワールドで笑顔いっぱいの会場
ギョ魚ワールドで笑顔いっぱいの会場
福山大学マリンバイオセンターの大きな水槽の前で

主催者を代表して出店理事長挨拶

尾道：しまなみ交流館会場

一般財団法人

募集期間が変わりました！
（受付開始日が早くなりました）

勤労者協会の奨学金制度は、勤労者の子が義務教育を終え、上級学校に就学する者のうち、奨学金の貸与希望
者を募集、選考し、奨学金を貸与することで勤労者の経済的負担を軽減させることを趣旨としております。

期間
2017年１月１日～３月１０日迄 厳守
２０１7年度

新規貸与者の募集受付期間は

◆奨 学 金 貸 与 額／月額：３０，０００円
◆就 学 の 学 校／大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、医大、歯大、大学院
※新入学に限らず、在学中（４月に学年進級する者）でも応募できます。

◆貸

与

方
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１回の貸与額（円） 回数

法

偶数月に月額分の2か月分を貸与 （年額６分割）
4月と10月に各6か月分を貸与

（年額２分割）

4月に12か月分を一括貸与

（年額一括）
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年間貸与額（円）

３６０，
０００

◆貸 与 金 送 金／協会が指定する金融機関の被貸与者の口座に振込送金
◆貸 与 期 間／貸与開始から対象の子が就学する学校を規定の年月で卒業するまで
◆募
◆募

集
集

期
人

間／毎年、１月１日～３月１０日（期間厳守）
員／毎年、大学生等30名前後

募集時提出書類

①奨学金貸与願書、②勤労者および家族の所得証明、③対象学校の証明となる書類

◆審査と貸与採否の決定／奨学金貸与選考委員会で採否を決定、３月末までに応募者に結果通知
◆貸 与 条 件／採用者で、以下の書類を４月20日までに提出した者が貸与者として確定
提出書類 ①在籍証明書 ②家族であることの証明書（保険証の写し、戸籍抄本等）
③在学証明書 ④協会所定の奨学金貸借契約書 ⑤その他協会が指定した書類

◆貸 与 金 の 返 済／返済開始は子が就学の学校を卒業した後、その年の10月から
返済額は貸与月額の半額以上（半額の倍数）の額で月賦返済
◆利
息／無利息

より詳細な内容等については、協会本部または最寄りの支所にお尋ねください。
貸与希望者は、募集期間内に協会本部または最寄りの支所に
必要書類をご提出の上、ご応募ください。

保養所休館のお知らせ
（広島県庄原市比和町森脇）
№12 休暇村「吾妻山ロッジ」
例年通り、休暇村「吾妻山ロッジ」は２０１６年１１月１３日をもちまして冬季
休館に入りました。
２０１７年４月７日より営業を開始される予定です。その
頃にはロビー前のばしょう池に水芭蕉が咲き始め皆様のご利用をお待ち
していることと思います。
４月まで今しばらくお待ちください。

No.52

霧島国際ホテル

住所：鹿児島県霧島市牧園町高千穂３９３０番地
予約ＴＥＬ：０９９５－７８－２８０１

霧島と言えば、やっぱり温泉！霧島国際ホテルでは湯量豊富な自慢のいで湯で和みのひとときをお過ごしいただけます。また、豊富に湧
き出る温泉の中間熱エネルギーを利用した地熱発電等による「エコホテル」を目指し、地球温暖化防止に取り組んでいます。バリアフリ
ーにも対応し、車椅子をご利用のお客様やお年を召したお客様が快適にお過ごしいただけるよう、バリアフリールームのご用意やバリ
アフリーに対応した設備でお迎えしております。
◆客室…和・和洋室144、洋室31、バリアフリールーム1、プレミアム
ルーム9（内訳：和室2、洋室2、和洋室3、露付和室1、露付和洋室1）
お部屋からは、間近に立ち上る湯煙、晴れた日には遠方に桜島も望める、
温泉情緒たっぷりのロケーション。霧島温泉らしい景色で旅の醍醐味を感
じながら、ゆっくりとお部屋で寛ぎの時間をお過ごしいただけます。

情緒たっぷり
湯けむりと大自然の眺め

和室

霧島国際ホテル全景

◆入浴施設…自慢は源泉かけ流しの天
然温泉。乳白色のにごり湯や檜の露
天風呂、岩盤浴、女性にうれしい泥
パック、気兼ねのいらない露天付き貸
切風呂など、さまざまな湯で、身心をリ
フレッシュ。ゆったりした寛ぎの時間を
お楽しみください。

◆宿泊料金（1泊2食税込）
大 人 ････････････････10,800円～
子供料金（小学生）･･････大人料金の70％
幼児（小学生以下）…食事、寝具要5,400円、
食事のみ…3,240円、寝具のみ…2,160円、
食事、寝具不要…1,080円（施設使用料）

◆お料理…旅の大きな楽しみ
は、なんといってもグルメ。鹿
児島が全国に誇るブランド、
黒豚・黒牛のお肉をはじめ、錦
江 湾 であがる鮮 魚 、地 元 で
育ったお野菜などの旬の食材
をふんだんに使った会席料理
でおもてなしいたします。名
物のさつまあげや薩摩芋焼酎
など、この土地ならではの郷
土の味とお料理の数々を、ぜ
ひゆっくりとご賞味ください。

大浴場

泉 質／単純硫黄泉
適応症／胃腸病・神経痛・切傷・皮膚病・
リウマチ・糖尿病・動脈硬化

露天風呂

チェックイン 15：00～
チェックアウト ～10：00

霧島会席

◆その他の施設

※ＨＰ予約価格有り。宿泊プランには限定、早割、グ
ルメ、記念日、レディース、ファミリー、グループ等
が有り、客室のタイプや人数、宿泊曜日等で料金
が異なりますので、詳細については予約時にご確
認ください。

レストラン、そばコーナー、バー、焼酎バー、ロ
ビーラウンジ、売店、ゲームコーナー、卓球
場、プチコンビニ、リラクゼーションルーム、
マッサージ（客室にて）、宴会場、会議室、森の
中の屋外プール（夏休み期間中のみ）無料駐
車場（１００台）等。

【お車でのアクセス】

交 通 の ご 案 内

◆近隣の観光スポット
霧島神宮、霧島温泉市場、丸尾の滝、塩浸温泉龍馬公園、犬
飼の滝、霧島高原乗馬クラブ、霧島町蒸留所、千里ヶ滝、西
郷公園、まほろばの里、高千穂牧場、道の駅霧島・神話の里
公園、霧島アートの森、上野原縄文の森、霧島ゴルフクラブ、
夢見が丘（夢市場・夢公園）等の他にえびの高原・六観音御
池、高千穂峰・天の逆鉾、韓国岳・大浪池と変化にとんだ霧島
連山へのトレッキングルートがありますが、
トレッキングにつ
いては「噴火警戒レベル」情報や現地での注意事項案内等
をフロントでよく確かめてから。

和洋室

福岡・熊本・鹿児島方面の方は九州自動車道、宮崎方面の方は宮崎自動車道のご利用が便利です。
福岡方面
熊本方面
宮崎方面
鹿児島方面

九州自動車道（大宰府ICより約２時間４０分）
九州自動車道（熊本ICより約1時間30分）
九州自動車道（宮崎ICより約25分）
九州自動車道（鹿児島ICより約30分）

横川 IC
都城 IC
溝辺 IC

約35分
約50分

霧島国際
ホテル

約30分

【公共交通機関でのアクセス】

九州新幹線ご利用の場合、終点・鹿児島中央駅からＪＲ線乗り継ぎで霧島神宮駅へ。
駅からバスまたはタクシーをご利用下さい。
鹿
中

児
央

島
駅

JR日豊本線 約50分

JR霧島
神宮駅

路線バス 約25分
タクシー 約25分

車・レンタカー 約１時間30分

バ ス 停
丸尾温泉

徒歩5分

霧島国際
ホテル

