６月20〜21日、福祉保育労は21回目となる社会福
祉研究交流集会（社研集会）を京都で開催します。
３年ぶりとなる今回の集会テーマは「現場から問い
直す福祉労働の役割」。参加のよびかけが広がるな
か、概要をお伝えします。

まち

さ

あ せい

１９９５年︑日本テレビ入社︒
アナウンス部に配属され︑ニュー
スなどさまざまな番組を経験︒そ
の後︑報道部へ異動︒報道記者︑

年に及ぶ介護経験をつづった

ＡＤなども︒フリーへ転身し︑自身
の

﹃十年介護﹄
︵小学館文庫︶を出版︒

︵アナウンサー・報道キャスター︶
ん

〜地域で看取るということ〜﹂

﹁十年介護

記念講演

社会福祉と福祉労働とは何か

で京都︑その後︑東京︑

論の場として︑第３回ま

専門性と役割を問い直す集会
社会福祉の発展へ

そもそも︑社研集会と

などで︑組合員を中心に

賀︑高知︑神奈川︑大阪

兵 庫︑ 愛 知︑ 広 島︑ 滋

はなんでしょう︒福祉保

２００人前後の福祉関係

全国的討論の場

育労結成の翌年１９８７

回開催され

者を集め︑

京都開催は

てきました︒

年︑福祉労働の専門性と
労働条件の向上︑社会的
地位の確立をめざす集会
として第１回が開催され

年ぶり
３５０人の参加めざす

の労働組合・ＳＥＩＵを

かを問い直し︑その専門

あり方︑福祉労働とは何

⁝ ﹂︒ 辞 め る 職

力がすごくて

﹁その方の圧

迎えて全体で４００人が

性と役割を深めようと企

が 足 り な い ﹂︑ 保 育 事 故

た男性介護者から﹁介護

段︑詳細はチラシ参照︶
︒

い ま す︵ 概 要 は ２ 面 下

マの基礎講座を企画して

は望めないと相談者はあき

で︑職場に民主主義や連帯

ネジメントを果たさないの

話 し い た だ き ま す︒
﹁仕

を担った経験をもとにお

変わりながら︑家族介護

から﹁福祉が福祉でなく

所 が な い ﹂︑ 福 祉 経 営 者

ら﹁制度のはざまで居場

児童養護施設の組合員か

画となるミステリーツア

会終了後のオプション企

初日の夕食交流会と集

別々の話だが︑民主主義

がっている︒

場労働者が声をあげ立ち上

心ある文化人・知識人や現

穏当で不適切な介入だが︑

をよびつけた︒こちらは不

重ね︑テレビ朝日やＮＨＫ

マスコミへの圧力と介入を

相を党首とする政権党は︑

国づくり﹂に躍起な安倍首

と こ ろ で︑﹁ 戦 争 で き る

らめている︒

当事者の保護者から﹁子

が現場への適切な介入＝マ

が待っている︒施設責任者

れたら︑逆上と罵声と孤立

ば せい

顔︒直訴が﹁その方﹂に知

に﹁現場で解決﹂と知らぬ

業所の施設長は職員の訴え

手だが︑地方都市の当該事

全国展開する上場企業の大

にある相談員︒高齢分野で

介護経験のない主任的役割

の 話 だ︒﹁ そ の 方 ﹂ と は︑

相談で面談した介護労働者

１人のみ︒労働

所当時の職員は

員続出︑昨年開

参加した国際シンポジウ

画し︑全体で３５０人の

びかけています︒

参加で成功させようとよ

ム︵上写真︶以来︑ 年
２０１２年６月の福岡

福祉が足りない深刻な

ました︒社会福祉をめぐ
る情勢と運動を学習・研

から３年ぶりで︑京都で

状況の中で︑社会福祉の

ぶりとなります︒
究し︑その推進・発展に

は２００２年にアメリカ

４つの特別報告︑記念講演︑夕食交流会
分散会・分科会・基礎講座と盛りだくさん

事と介護が両立できない

なってしまう﹂の４つの

ーも︑京都の組合員が全

京都でも着々と

のは制度が不十分︒制度

特別報告をうけます︒佛

国のなかまを迎えようと

ど も の 命 が あ ぶ な い ﹂︑

記念講演は報道キャス

を変えていく必要があ

教大・藤松素子教授から

準備をすすめています︒

で︒地元京都では組合に

申し込みは５月

開催準備すすむ

ター・町亞聖さん︒アナ

る﹂
などの姿勢で︑
福祉労

のまとめと問題提起︑町

家族介護の経験語る

ウンサーとして入職し︑

働の専門性への

さんの記念講演とつづき

町さんの記念講演

報道局やＡＤなど仕事が

期待も含めた講

ます︒

日ま
演になります︒

す︒全国から京都に集ま

どにもよびかけていきま

守り豊かにしていく行動に

は︑孤立を排し築き生かし

日の特別報告と問題提起

入っていない人や学生な

を深めあう４つの分散

日︶は︑初
は︑基調報告の

２日目︵

あと︑離職せざ

あると再認識させられる︒

︵上岡︶

りましょう︒

初日︵ 日︶

リカに」
知事「沖縄の声をアメ
沖縄に」
声を
カの
メリ
首相「ア
高宮信一･作

会︑５つの分科会︑２コ

21
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〜現場から問い直す福祉労働の役割〜
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４月３日、社会福祉法「改正」法案が国会

障害者福祉施設の退職金共済制度の公費助
に提出された。社会福祉法人の財産を活用さ

成も、経過措置を設けて新規分を廃止するこ
せ、地域貢献の計画と実施を法律で義務化す

とも盛り込まれた。
「権利としての福祉を守
るもの。国が自らの責任を縮小し、やるべき

る５・12 院内集会」も開催する。現場から法
ことを転嫁するねらいがある。

案の撤回と公的責任を求めよう。

2015年
５月号
第287号
全国福祉保育労働組合

―社会福祉法人に地域貢献を強いる―

社会福祉法「改正」法案提出

▶東海地本と名南支部の
主催で３月６日に２分
会合同の結成報告会・
お祝い会を開催

間内に保障されず︑自宅

細切れで︑内勤が勤務時
も精神的に限界でした︒

め︑現在働いている職員

東海地本
成果を勝ち取って
終わりではない
自分たちで踏み出す時
団体交渉の末に︑２園

決定︒団結し仲間に支え

とも理事会が園長交代を
で理事会へ訴えることに

分に発揮した結果です︒

られ︑組合の持つ力を十

めぐみ保育園分会
しろつち保育園分会
﹁パワハラがひどい﹂
少し先に公然化しため
しかし大変なのはむしろ

しました︒

ぐみ保育園の分会長が
これからです︒

労働相談から

﹁組合として訴えれば︑

組合結成へ
東 海 地 本 で は 昨 秋︑

ができる﹂と︑しろつち

が守られてたたかうこと

貫かれる職場づくりをし

学び実践して民主主義が

みではなく︑自分たちが

団をめざすのか︑園長頼

どのような保育と職員集

良い仕事をするために

理事側は無視できない

う﹂ という相談がつづ

保育園の職員に公然分会

し︑労働者としての権利

き︑２分会の結成につな

の結成を勧めた姿はとて

あらためて計画の撤回

はつくらせない﹂と︑

は絶対に辺野古新基地

うだけでなく︑中東や

軍による抑止力﹂とい

政府の言うような﹁米

は︑辺野古への移設が

さらに重大なこと

する国に変えていく安

し︑日本を海外で戦争

法９条を実質的に否定

る︒通常国会では︑憲

結びついた問題であ

許さず︑福祉と相容れ

し︑安保法制の提出を

民のたたかいに連帯

ーを突きつける沖縄県

必要だ︒安倍政権にノ

勢を変えていくことが

職場との交流と学びをお
こなう地域支部の役割は
重要です︒組合は︑たた
かって勝ち取って終わり
ではありません︒良い仕
事・働きつづけられる職
場にむけて自分たちで踏
み出すスタートです︒

これまでなかった改善提
案もあり︑一歩前進に︒

なかまがふえて
パワーアップ
立ち止まらず前へ
職員の意見が反映され

正常な保育園の状態に戻

にくくなってきたなかで︑

したいという思いで日々
たたかっています︒何も
変わらないのではない
か︑前に進んでいないの
ではないかと不安になる
こともあります︒支えに
なっているのは︑分会の
なかまがいる︑福岡や全
国になかまがいること︒
３月に３人のなかまが

分散会①〜④（職員会館かもがわ）
（20日の特別報告①〜④と対応し、
語りあいます）

６月 日︵日︶９時〜

時
12

﹁園長のパワハラがひど

がりました︒働きつづけ

ていく意思統一が必要で

を求めた︒また︑県民

全保障法制の改定・創

ない﹁戦争への道﹂を

６月 日
︵土︶ 時〜

京都教育文化センター

福祉保育労中央本部まで（TEL 03‑5687‑2901）
お申し込み・お問い合わせ

く︑ 職 員 が 辞 め て し ま

られる職場づくりをめざ
も誇らしく見えました︒

張して思ったことが言え

人になって︑心
強くなりました︒立ち止

増えて
た︒弁護士しか相手側が

れずに︑立ち向かってい

まるのではなく︑前に前

きます︒みんなで笑って

発言しないことに︑疑問

ずに悔しい思いをしまし

定例化など︑法人側から

今津保育園分会

福岡地本

職員の声が
反映される園に
なかまの支えを力に

と
仲間 ょに
し
いっ へ
前
一歩
ん
ちゅ

す︒そのためにも︑他の

し︑公然化して団体交渉

回定期全国大会以降︑働きつづけられる職場をめ

働きつづけられる職場へ
めざす姿にむかってスタート

昨年９月の第
ざして︑分会を結成して労働組合の力を実感するなかまが増えてい
ます︒３〜６月までの福祉保育労の組織拡大キャンペーンも後半を
迎えました︒組合がなく離職がつづいていた職場に組合ができ︑生

や障害児デイサービス事

続
続

まれた変化とは⁝︒労働組合の力に迫る各地からのレポートです︒

それ以上に社長が﹁減

に持ち帰って仕事をする

働条件以外は会社の決め
給するぞ﹂と怒鳴り︑気

これまで就業規則や給

られるままになっていま
にいらないことがあると

ことも少なくありません

１月に結成した︑あい
した︒人によって手当が
仕事を与えないなどの︑

でした︒

サポート分会の職場は︑
ついたりつかなかったり
パワハラや身勝手な態度

与規定がなく︑労働契約

滋賀県大津市にあるヘル
することもありました︒
が多く︑職員が何人も辞

書に記載された賃金や労

あいサポート分会

滋賀支部

休憩も取れるように
労働条件の改善を実現

バラバラの労働条件や
パワハラ続く職場では

パーステーションです︒
休憩は訪問後に 分ずつ

働き続けられない

会社は居宅介護支援事業

業も運営しています︒

初めての団交は
疑問と怒り
悔しさをバネに

悔しさと反省点を踏ま

に進んでいく気持ちを忘

えて打ち合わせてのぞん

と怒りも感じました︒
て︑３月に１回目の団体

２月に分会を結成し

交渉を開催しました︒出

月中にも関連法案を国

保育できるあたたかい保

会に上程する予定だ︒

だ４月下旬の２回目の団

にこれまで以上の犠牲

政府の強引な新基地

席した組合員８人全員が

を強いるだけでなく︑

建設工事に対する沖縄

が移設計画に﹁明確に

アジアへの出撃拠点と

設がねらわれている︒

５月29日（金）

２日参加
3,500円（学生2,000円）
１日参加
2,000円（学生1,000円）
夕食交流会 5,000円 宿泊費9,800円
（１泊朝食付き）
☆参加費などは６月12日までに事前入金を
参加費
申し込みしめきり

分科会（職員会館かもがわ）
Ａ「福祉職場の健康を考えよう」
Ｂ「働き方と職場環境を見直そう」
Ｃ「小規模化について考えよう」
Ｄ「福祉の専門性って何ですか」
Ｅ「ちょっと先輩と語る魅力ある福祉
職場」
︵全国青年部事務局長・山田麻衣さん︶

保育現場の取材を重ね、規制緩和など
による質の低下を浮き彫りにしたルポル
タージュ。
「保育士が足りない」実態につ
いて福祉保育労の調査にもふれた上で、
「子どもの人権を守るには、保育士自ら
の労働者としての権利が守られなければ
実現しない」
「今、声を挙げなければ、
このままでは保育が完全に崩壊してしま
う」と警鐘を鳴らす。職場流産、株式会
社による異常な経営など、多様な視点で
保育行政の貧困を社会に問いかける。
頒価1,500円
サイズ Jr.L
（150）
・Ｓ・Ｍ・Ｌ・XL
色：紺・緑

組合結成で団体交渉
要求を実現
さらに団結を強めて
同僚だったヘルパーか
ら労働組合の存在を教え
てもらっていたことで︑
思い切って相談し労働組
合を結成︒最初の団体交
渉で︑規則はすぐに整備
され︑休憩もまとめて取
れるようになるなど要求
の多くが実現してきまし
た︒その反面︑組合員へ
のパワハラはきつくなり
攻撃がつづいています︒
組合の団結を強めて︑が

首 相 は︑
﹁辺野古移設

米軍の海外での戦争行

育園をめざして︒

が︵普天間基地の危険

為の拠点となり︑日本

体交渉では︑職員会議の

性除去の︶唯一の解決

団体交渉は初めてで︑緊

首相との会談で翁長

策﹂という従来の見解

んばっていきます︒

知 事 は︑
﹁沖縄は自ら

のたたかいは今もつづ

会談が実現した︒

知事と直接会うことを

基地を提供したことは

全土が巻き込まれてい

お なが

拒否してきたが︑日米

を述べるのみで︑双方

政府は︑翁長沖縄県

首脳会談を前に世論と
な い ﹂ と 強 調 し︑﹁ 辺

いている︒支援と共感

運動に追い込まれ︑ ４

くことを意味している︒

野古移設に反対する県

り︑安倍政権への批判

の主張が相容れること

月５日に菅官房長官︑

はなかった︒

は急速に全国に広が

民の思いとともに︑私

沖縄の問題は改憲と

日には安倍首相との

へとつながっている︒
民意よりも日米同盟

反対していること﹂を

して計画されているこ

断とうではないか︒

に重きを置く政府の姿

オバマ大統領に伝えて

首相の訪米を受けて５

絶賛発売中！

著 小林美希
（ジャーナリスト）
岩波書店
800円＋税
４月21日発売
11年目になる今年は、だれでも着られる定番の紺色
と、爽やかなグリーンの２色。絵柄は生地に白で描か
れています。
普段着で平和をアピールしようと公募し、青年部代
表者会議でデザインを決定。一人でも多くの人の目に
ふれて、平和を意識してもらいたいという想いの詰ま
ったＴシャツです。
４月末のNPT（核不拡散条約）再検討会議にむけた
要請行動でも、参加した７人の福祉保育労代表団が全
員で着て、ニューヨークで平和をアピールしました。
憲法を変える動きが強まっていますが、戦後70年の
夏、ぜひオリジナルＴシャツを！
ご注文は各地本・支部または中央本部まで。

保育行政の貧困を社会に問う

基礎講座（ハートピア京都）
「子どもの貧困とどう向き合うか」
21 「福祉労働とは何か」

基調報告
土田 昭一さん
20
（福祉保育労副中央執行委員長）
特別報告
①介護が足りない
13
②子どもの命があぶない
③制度のはざまで居場所がない
④福祉が福祉でなくなってしまう
まとめと問題提起
藤松 素子さん（佛教大学教授）
記念講演
町 亞聖さん
『十年介護
〜地域で看取るということ〜』
夕食交流会・宿泊 （ホテル本能寺）

保育崩壊』
『ルポ

社研集会で学びあい 交流しよう
ブック レビュー

青年部オリジナルＴシャツ

分会結成

とだ︒基地建設が沖縄

郵便振替口座00110−１−45713
NPT代表派遣カンパと明記してください。

今年も普段着で
平和を
アピールしよう

86

職場改善にむけて、組合員とお子さんで

ほしいと訴えた︒安倍

４月末から５月にかけて開催される国連のNPT（核不拡散条約）
再検討会議にむけ、核兵器の廃絶を求めて、福祉保育労として７人
の代表団を４月25日から30日まで派遣しました。行動の
詳報は６月号の１面に掲載しますが、組合員のみなさん
に派遣費用を支えるカンパをお願いしています。

画・ニムラ
案・タミヤ

11

２月15日の九州ブロック
労働学校のあとに開催された分
会結成大会。引きつづいて参加
して激励した福岡地本や中央本
部の役員といっしょに

NPT再検討会議要請団
派遣へカンパを

10

◀地本から分会旗、
支部からお楽しみ
袋、全国の地本・
支部からお祝いメ
ッセージが贈られ
ました

なかまといっしょに

力
の
合
組
が
れ
こ

沖縄のたたかいに連帯し
憲法に根ざした平和国家への道を選ぼう

17

良い仕事の
ためには
組合が
必要なんじゃ

器の
核兵 めて
を求
廃絶

31

チカラ

福祉保育労

②
2015年５月号

福祉のなかま
第287号

③

福祉のなかま

第287号

2015年５月号

めての実習先が今の職場

専門学校に入学後︑初

らませています︒行事・

もうか︑思いを日々ふく

も子どもも何をして楽し

等も遠いのですが︑大人

さん

でした︒大家族がひとつ

遊びを通して心・身体を

こ

屋根の下で過ごしている

成長させて︑体験・葛藤・

福岡地本・つくしの里分会 石井

今なら加入特典があります。ぜひ、この機会に
ご加入を！

組織共済ご加入の組合員のみなさまへ
2015 年度の新制度のきりかえのご案内
（継続 ・
新規）
を、ご自宅または分会あてにお送りしまし
た（個人共済加入の方はご自宅へ、組織・団体共
済のみ加入の方は分会あてに）
。
中身をご覧いただ
いて、新しい共済へのきりかえをお願いします。
分会共済担当者のみなさまへ
新制度による2015年度のきりかえのご案内を分
会あてにお送りしました。分会として①「分会慶
弔共済」にきりかえる。②各組合員の「ワンコイ
ン共済」加入を促進し、
「組織共済」のとりくみ
は解消するなど、どうしていくのか相談し、必要
な手続きをお願いします。
きりかえにあたり、煩雑な事務手続きをお願い
することになりご迷惑をおかけいたします。より
手厚い保障を実現するためですので、ご理解・ご
協力をお願いします。

①来 年 の ６ 月 ま で に
「ワンコイン共済」
に加入された方全員
に「 ワ ン コ イ ン 共
済」１カ月分の掛金
（500 円） をプレゼ
ント ! ! ご加入後、１
回目の掛金を口座引落しの時に 500 円を割引
します！
②分会で「組織共済」に加入されてきた方は、
来年の６月までに、
「ワンコイン共済」に加
入すると、分会で加入していた「組織共済」
での「給付ない歴（入院 ・ 休業）
」を引きつ
げます。
「ワンコイン共済」 加入後すぐに
「健康給付１万円」の対象となる方も！
（給付の請求は、
「ワンコイン共済」加入後
の９月頃送付予定の給付請求の様式でおこな
っていただくようお願いします）

⑯部屋の中の温度

⑱弓の矢が⁝⁝を射る

㉑警報が出たら高台へ

⑳山の手

㉓旅行に必要なお金

㉕寄席では最後の出演者

㉗鶏の鳴き声⁝コッコ

２８５号︵２０１５年３月

号︶の答えと当選者

今きりかえるとお得キャンペーン実施中

⑬﹁もうけ﹂のことです

⑮新聞⁝⁝︒⁝⁝会見

⑰ラーメンのトッピング

⑲土の筆と書いて？

㉑泣きっ⁝⁝を蜂が刺す

㉒三重奏︒３人組

㉔徳島県と淡路島の間にあ

る⁝⁝海峡

㉖オチが命の⁝⁝マンガ

人でした︒

答えは﹁ハナダヨリ﹂で

した︒応募は

抽選により︑次の方々に図

計子さん

書カードを送ります︒

富田

↔

制度改正⑧
「新制度きりかえ加入特典」

福祉保育労共済が新しくなりました

まさに！
正仁さん

参加した労働学校と
記事と思いがつながった
㉘５月４日の祝日

㉙お金を必要以上に惜しむ

人

■タテのカギ

①栗ではなく貝です

小池

︵山形地本・山形分会︶

啓子さん

②書類に⁝⁝を押す

︵群馬支部・おひさま倉賀野

10

厳しい非正規の実態

１面の非正規実態調査は、 まさに！まさ
に！の思いです。仕事にやりがいを感じなが
ら、雇用や生活に不安がいっぱい。おかしい
ですよね！

︻解き方︼二重ワクの文字

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

① ⁝⁝の日は５月の第２日

④石の⁝⁝にも３年

順子さん

保育園分会︶

馬場

︵大阪地本・穂積福祉会分会︶

③ダーウィンの⁝⁝論

③５月５日に入ります

⑤文章の中で文と文との続

曜日

⑦化 学 式 Ｍｎ Ｏ ２の 元 素 は

き具合

⑥えんも⁝⁝もない他人

答えとあなたの近況や「福祉のなかま」への感
想など、一言を添えてはがきかＦＡＸ、メールで
送付ください（地方組織 ・ 分会、氏名、住所明
記）。紙面やＨＰ等に掲載させていただくことが
ありますので、ご了承ください。
締切▶６月15日
発表▶2015年７月号
賞品▶正解者の中から３人の方に
図書カード（1000円）進呈
宛先▶「福祉のなかま」編集部

二酸化⁝⁝

応 募 方 法

⑨﹁雪﹂﹁酒﹂﹁涙﹂などの

F

⑧内勤

Ｅ

⑪千人⁝⁝︒幕内⁝⁝士

Ｄ

歌詞が定番の音楽

⑭５月の誕生石

Ｃ

⑩水中に沈める船の重り

⑫１メートルの千分の１

答え

Ｂ

あたりまえのようにある組合。今まで勝ち
取ってきたことの中身を伝えることって大事
ですね。保育園で紙面をながめていたら、１
面の大阪地本・非正規部会のゆるキャラ「ア
キレス健」を、４歳児が「かわいいなぁ」っ
て。

大阪地本・コスモス分会 北野

子ども・保護者と共に育ちたい

A

順子さん

や

ような︑心温まるこの保

ぶつかり合いのなかで仲

さ

育園で働きたいと感じま

間の大切さも感じられる

紗也子

した︒実習後から就職活

ように過ごしています︒

はぎ わら

動を始めたものの募集枠

乳幼児期の安心感・信

萩原

はなく︑卒業後２年間は

頼関係づくりに苦労もあ

大阪地本・穂積福祉会分会 馬場

１９８９年生まれ
千葉支部・杉の木分会

別の職場で働きました︒

組合で勝ち取ってきたことの
中身を伝えよう
バスケットボールのチーム
をつくり︑さまざまな大会
に出場し︑大切な仲間と汗
を流して楽しんでいます︒

待ちつづけて︑あこがれ

ります︒それでも︑一人

を伝えつづけ︑子どもを

の職場に４年越しで勤め

今の園で４年目を迎

真ん中に保護者と共育ち

ひとりに大好きな気持ち

え︑保育士としては６年

していきたいです︒

ることができました︒

目︒園庭は小さく︑公園

３月号を読んで

「あこがれの職場」で４年目

↔

④

正史さん

非正規実態調査などの記事を読んで、参加
した２月の九州ブロックの労働学校で学んだ
ことがつながりました。非正規の方には毎日
助けられています。いないと回らないほどで
す。待遇が少しでもよくなるようにがんばり
たいです。

新しい共済

福祉のなかまの味方！

群馬支部･おひさま倉賀野保育園分会

小池 啓子さん

新しい共済は、働く私たちの強い味方です
ね。今年は初めてインフルエンザにかかりま
したが、これからは「ワンコイン共済」に医
療・交通災害などを組み合わせて入ろうと考
えています。

った!!
入ってて 良か
銀婚式のお祝い金は
趣味の登山に使います
銀婚式のお祝い金をいただき、
ありがとうございました。実はす
っかり忘れていました。長女の誕
生月と結婚記念日の月は１年違い
で同じなのですが、 長女が 25 歳になってはじめ
て、
「あ〜去年が銀婚だったのね」と気づき、ア然
としました。子育てに手をかけることが少なくな
った分、気をつかうことは増えます。心配性の私
は相変わらずあれこれとしてしまい、
「１日１日大
切に生活しよう」と思いつつも、あっという間に
過ぎていく毎日です。
お祝い金は、３人の子どもたちがちゃんと立派
に自立していけるよう、 夫婦のこれからの趣味
（登山）のために使わせていただこうと思ってい
ます。良い節目にしていただきました。
（群馬支部

おひさま倉賀野保育園分会共済会
小池 啓子さん）

結婚25年を祝う銀婚も
組織共済お祝い金の対象です
子どもも成人し、銀婚を迎えた方はいらっしゃ
いませんか？お祝い金を忘れずに給付請求してく
ださいね（３年間さかのぼって請求することがで
きます）
。

