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受講時間　10：00～17：00
　　　（現地での受付は9:30から・昼食は休憩時間に各自で）
セミナー内容　50歳の組合員と配偶者を対象（50歳以外の方
　　　も可）に退職後の「生きがい」「健康」「家庭経済」について
アンケートに寄せられた声　「大丈夫と思っていた退職後の
　　　資金が全く足りないことが判って良かった（40代）」
　　　「今のままでは定年退職後やることが無いことに気付
　　　かされた（50代）」

受講時間　10：00～16：00
　　　（現地での受付は9:30から・昼食は休憩時間に各自で）
セミナー内容　介護予防・制度に関する講義、介護技術の実技指導の講義
アンケートに寄せられた声  「少人数制で内容も濃く参加して
　　　よかった（50代）」「健康な身体では気付けなかった介
　　　護を受ける人への気配りを学んだ（40代）」

■ＫＫＲセカンドライフセミナー■ 

■ＫＫＲ介護予防セミナー■ 

開催地

福   岡 7月31日（土） KKRホテル博多（2階シリウス）

開催日 開催会場

開催地

さいたま 8月21日（土） ラフレさいたま（4階欅）

開催日 開催会場

全国年金相談会のご案内
平成２２年9月における

各会場とも開催地ごとの予約制です。
予約は電話または連合会ホ－ムページ
　　　　　　（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｋｒ．ｏｒ．jｐ）などでできます。
◎電話予約の場合
予約受付専用電話　  ０３―３２６５―９７０８（直）
受付時間　１０：００～１２：００　１３：００～１８：００
               （土日祝日除く）
◎年金相談を予約された皆さまには、別途、開催日にあわせ
てご自宅に年金相談会のご案内を送付します。

開催地

富山市 9月17日（金） KKR 富山銀嶺

開催日 開催会場

要 予 約
受講無料

開催時間　10：00～17：00
物件相談・展示　入退場自由
　　　協定会社による住宅総合相談や物件の展示を行います。
　　　自由にご覧いただけますので、お気軽にお越しください。
ハウジングセミナー　要予約　
         ・10:15～11:45「マイホームの買い時を考える！」
           講師：櫻井幸雄氏・住宅ジャーナリスト
         ・14:00～15:30「家づくり・家えらびのキーポイント」
           講師：早坂淳一氏・住宅コンサルタント
資金相談　要予約
　　　金融機関による資金計画　相談員：三菱ＵＦＪ信託銀行
※各住宅会社のブースをめぐる「スタンプラリー」にご参加いただい
た方に、「おたのしみ抽選会」も開催

■ＫＫＲ住宅フェア■ 
開催地

東　京 9月4日（土）東京交通会館（12階ダイヤモンドホール）東京都千代田区有楽町2-10-1

開催日 開催会場

受講・相談
無　料

要 予 約
受講無料

0120-556-860
フリーダイヤル　  ココロ　から　ハロー

「共済組合名（省庁名）」をお伝えください

Ｆ  Ａ  Ｘ  03-5805-7510
お手紙 
〒112-0002 文京区小石川1丁目12番14号
日本生命小石川ビル2階  株式会社　ライフケアパートナース゛
「ＫＫＲ介護相談ダイヤル」係
＊ご来訪によるご相談はお受けできません

年中無休 9：00～21：00

＊＊介護に関する相談先＊＊

3～10

立ったままで靴下がはけますか？
     （ロコモティブ症候群）
　　
ＫＫＲブライダルネットからのお知らせ

KKR Hotels＆Resorts 年末年始宿泊予約のご案内

泊まっ得！
ＫＫＲ宿泊利用券をもってさあ！ でかけよう

12

12

2、11

※セミナー受講には事前に予約申込が必要です

セカンドライフセミナー・介護予防セミナーの予約申込方法　

または、特定事業部　保健・情報サービス課　　
　　03-3222-3506（直） 9:30～17:30（土日祝日を除く）
※電話予約の際には氏名、住所、電話番号、所属共済組合、
同伴者の有無をお申し出ください

インターネットからは http://yoyaku.KKRnet.jp/（24時間・年中無休）

※詳しくはKKRホームページをご覧ください

ハウジングセミナー・資金相談の予約申込方法

または、特定事業部　保健・情報サービス課　　
　　03-3222-1841（代）　
　　9:30～17:30（土日祝日を除く）

インターネットからは
http://yoyaku.KKRnet.jp/（24時間・年中無休）

※詳しくはKKRホームページをご覧ください

http://www.kkr.or.jp/tokutei/secondlife-seminar.html
http://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo-seminar.html
http://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo-dial.html
http://www.kkr.or.jp/nenkin/22soudan/osirase/22soudan.htm
http://www.kkr.or.jp/tokutei/jutaku-fair.html
kouhou
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※3～10面は別のファイルでお届けしています。
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マイホームのご検討に、「ＫＫＲ号外《住宅広告特集》」の無料購読受付中 http://mag.KKRnet.jp/KKRインフォメーション

女性86.1/男性79.3、女性77.7/男性72.3。最初の数字は皆さんお解りと思いますが我が国の男女の「平
均寿命」です。では２番目の数字は何でしょうか？ これは「健康寿命」です。百科事典によりますと「健康寿命」
とは、「日常的に介護を必要としないで自立した生活ができる生存期間のこと」と書いてあります。ほとんどの
人は高齢であっても自立した生活を送ることを最大の願望としていますので、その実現のためにも「健康寿
命」を延ばす方法を知る必要があります。先ほどの数字を少し詳しく眺めてみますと女性86.1－
77.7=8.4、男性79.3－72.3=7.0。つまり人は亡くなる前の7―8年は寝たきり状態など何らかの理由で
自立した生活が送れていないことを意味しています。

　高齢女性に多い大腿骨頸部骨折（太股付け根
の骨折）は後側方に転倒、脊椎圧迫骨折は尻も
ちをついた時に発生するものがほとんどです。
受傷機転をお聞きすると、自宅でベッドやトイ
レでの立ち座りの時、あるいは布団から起きあ
がる時に畳の上の新聞紙やチラシで滑った、電
気のコードに引っ掛かったなどのエピソードが
多いようです。立ち座りの時の後方への転倒
や尻もちは主として体重が後方に掛かるためで
すが、その原因は高齢による体力全般の衰えや、
反射能力の衰えに加え、膝関節の障害や脊椎の
前わん変形（いわゆる腰曲がり）のために徐々に
お尻の筋肉、太股の筋肉、スネやふくらはぎの筋
肉の筋力低下を来たし、そのため立ち座りで体
重が後方に残ったり、柔らかい布団の上でバラ
ンスをとれなかったり、わずかに足が滑っただ
けでも体を支えきれなかったことに起因してい
ます。この様な場合には、立ち座り訓練で体重
を前方に掛ける、とくに足の親指に力を入れて
立ち上がることを意識して覚えます。

　75歳以上の高齢者での寝たきり・介護の主な原因
は脳血管障害(21.1%)や認知症(12.9%)もありま
すが、最も多いのは運動器疾患で24.2%(転倒・骨折
13.6%,関節疾患10.6%)となっています。
　運動器疾患とは具体的には整形外科が担当する骨
・関節・脊柱・筋肉・神経などの「運動器（ロコモティブオ
ーガン）」疾患のことを言います。これらの障害が原因
でちょっとしたことで転倒・骨折して最終的に寝たきり
状態に至ります。運動器の障害によって要介護状態
および要介護リスクが高くなっている状態を「運動器
症候群：ロコモティブシンドローム（ロコモ）」と呼んで

います。なおこの言葉は、2007年
10月8日に中村耕三・日本整形外
科学会理事長が発表した日本発信
の新語で、運動器を健康に保つこ
との重要性を訴えた日本独自のメ
ッセージです。
皆さん下の表でご自分のロコモ度
をチェックしてみましょう。５項目の
うち１項目でも当てはまれば貴方
は「ロコモ」です。



新別府病院
　大分県別府市大字鶴見３８９８
　　 ０９７７－２２－０３９１
　http://www.shinbeppu-hosp.jp/
外来受付／平日8:30～11:00、13:00～15:00
診療科／内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内
科、内分泌・代謝内科、循環器内科、外科、肛門外
科、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、脳
神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、泌尿器科、
眼科、救急科、腫瘍内科、麻酔科、放射線科
各種教室／病院にお問合せください
休診日／土曜日、日曜日、祝日、開院記念日（12月3
日）、年末年始（12月29日～1月3日）
病床数／269床
アクセス／＜バス＞別府駅東口亀の井バス15・
16・17番、西口亀の井バス2・5・7・41・43番「原」下
車徒歩5分＜駐車場＞155台（無料）

（11）　平成22年7月１0日      第783号

介護のご相談は「KKR介護相談ダイヤル」　フリーダイヤル0120-556-860　FAX 03-5805-7510
ココロからハロー

KKRインフォメーション

http://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo-dial.html
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ＫＫＲブライダルネット

KKR宿泊施設の年末年始宿泊予約については、次のとおり抽選または先着順でご利用者を決定させていただいております。
お申込方法などをご確認のうえ、お早めに各施設へお申し込みください。組合員の皆さまのご利用をお待ちしております。

地域 施設名 電話番号 住所　 抽選対象期間 申込受付期間 申込方法 抽選日

年末年始宿泊予約のご案内

  北海道 KKRはこだて 0138-57-8484
    東北　　 KKR蔵王白銀荘 023-694-9187
    関東 KKR日光ひぐらし荘 0288-54-0182
 KKR水上水明荘 0278-72-2345
 KKRホテル東京 03-3287-2921 
 KKRホテル中目黒 03-3713-8131
 KKR逗子松汀園 046-871-2042
 KKR鎌倉わかみや 0467-25-4321

KKRかわゆ　KKRホテル札幌　KKRホテル仙台　KKR甲府ニュー芙蓉　KKR諏訪湖荘　 KKRホテル金沢　KKRホテル名古屋　KKR富山銀嶺　　
KKR平湯たから荘　KKRホテル梅田　KKR奈良みかさ荘　KKR城崎玄武　KKRホテル広島　KKR鹿児島敬天閣
KKRホテル中目黒（ツイン、ダブル、シングル）

    関東 KKR江ノ島ニュー向洋 0466-23-7710
伊豆・箱根 KKR箱根青風荘 0460-85-5124
 KKR稲取 0557-95-2577
 KKR伊豆長岡千歳荘 055-948-0010
甲信越 KKR湯沢ゆきぐに 025-784-3424 ※10月1日から受付
東海・北陸 KKR下呂しらさぎ 0576-25-5505
 KKR鳥羽いそぶえ荘 0599-25-3226
    近畿 KKR京都くに荘 075-222-0092

  地域     施設名  電話番号   地域       施設名               電話番号

【申込方法】
　申込受付期間中に利用を希望する施設へお申し込みください。（申込方法に応じて、次の事項を施設へお伝えください）
①住所、氏名(代表者名)、郵便番号、連絡先の電話番号　②所属共済組合名および勤務先　③到着日と出発日(泊数)　④利用人数（男性、女性、小学生、幼児の別)　⑤食事数
【抽選結果の通知】
　各施設で抽選を行い、お申込者に通知いたします。（KKRホテル熱海は当選者のみ通知）

2　9月1日から直接電話による先着順で受付する施設 （KKR湯沢ゆきぐには10月1日から）

1　ご利用を電話または往復ハガキによる抽選で決定させていただく施設

関東

近畿

伊豆・
箱根

甲信越

KKRポートヒル横浜 045-621-9684

0460-87-2350

〒231-0862　横浜市中区山手町115港の見える丘公園

KKR宮の下 〒250-0402　神奈川県足柄下郡箱根町木賀1014　22.12/31～23.1/3の泊

22.12/31～23.1/2の泊

8/1～8/31

9/1～10/1

9月上旬

10月中旬

電話・往復ハガキ

0557-85-2000KKRホテル熱海 〒413-0005　熱海市春日町7-39 22.12/30～23.1/2の泊 8/1～8/31 9月上旬電話

055-931-0592KKR沼津はまゆう 〒410-0106　沼津市志下192 22.12/31～23.1/2の泊 8/1～8/31 9月上旬電話

0255-86-2113KKR妙高高原白樺荘 〒949-2112　妙高市関川2275 22.12/29～23.1/3の泊      ～8/31 9月上旬往復ハガキ

0739-42-3383KKR白浜美浜荘 〒649-2211  和歌山県西牟婁郡白浜町1564-2 22.12/31～23.1/1の泊      ～9/15 9月末電話

077-578-2020KKRホテルびわこ 〒520-0105　大津市下阪本1-1-1 22.12/31～23.1/2の泊 8/1～8/31 電話

往復ハガキ

    近畿 KKRホテル大阪 06-6941-1122
    中国 KKR山口あさくら 083-922-3268
　 四国 KKR道後ゆづき 089-941-2934
    九州 KKRホテル博多 092-521-1361
 KKR雲仙山荘 0957-73-3225
 KKRホテル熊本 096-355-0121

  地域       施設名   電話番号

（和室、トリプルのみ）

3  現在、ご予約を承っている施設　

KKRブライダルネット トップページ

9月中旬

　当日は、パーティー専任
スタッフが丁寧にエスコー
トしますので、初めて参加
する方も安心です。詳細に
ついてはホームページを
ご覧ください。

    大好評！ お見合いパーティー
　「参加者お一人おひとりと、きちんとお話ができる」と好評の、ＫＫ
Ｒブライダルネットのお見合いパーティー。札幌・仙台・大阪・金沢・福岡
･･･　と、今年は開催回数大幅アップでお届けしています。
　開催情報は随時更新されているので、見逃さないようにホームペ
ージをこまめにチェックしてみてくださいね！

カウンセラー

♥ラウンジメンバーズ会員募集中♥ 
　ＫＫＲブライダルネットでは、組合員および
ＫＫＲブライダルネット会員ご本人に向けて、
専任カウンセラーによる対面型結婚相談所
サービス「ＫＫＲブライダルネット・ラウンジメ
ンバーズ」を運営しています。
　ラウンジメンバーズサービスでは、専任の
カウンセラーがお相手のご紹介からお見合
いのセッティング、ご成
婚まで丁寧にサポート。
婚活の幅を広げたい方
にオススメのサービス
です。
※詳しくは下記ホーム
ページをご覧ください http://www.kkr-

　　　　bridal.net/http://www.kkrbn-
　loungemembers.com/

KKRインフォメーション 葬祭、供花のことなら年中無休、全国24時間受付 フリーダイヤル0120-919-556
クイック こころ
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