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新型コロナウィルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定について…２・３
令和２年度被扶養者資格再確認を行います…４ マイナンバーの通知カードの廃止による本人確認書類の変更について…５
医療費が高額になりそうなときはどうする？…５ 健康づくりＤＶＤの貸出しについて…６
パークゴルフ大会を開催します…６

ピンク/ブランピエール・ドゥ・ロンサール

紫/カーディナル・ドゥ・リシュリュー
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日本年金機構からのお知らせ
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社会保険あきた／２年8･9月／2

※お問い合わせは、前頁の【年金加入者ダイヤル】又は、お近くの年金事務所へお願いいたします。
社会保険あきた／２年8･9月／3

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

ੈভऐ़॒दमؚ೨৳૫भჰുधऩढथःॊ্ऋؚਠुजभ૾யपँॊऊ॑નੳऔचथःञ
टऎञीؚফ২ؚৱતभગનੳ॑ৰखथःऽघ؛
ഥਮফ২पणऌऽखथमؚাഽऊैৣഽपऊऐथَჰു૾யজ५ॺُ॑उଛॉखऽघभदؚ
ৱત॑ओનੳःञटऌؚຆभନਦ৷ຆपथओল॑उൢःखऽघ؛
ৱતગનੳमؚਠயનੳटऐदमऩऎؚ৳૫મ૿भೄपणऩऋॊপજऩનੳदघभदؚओ৶ੰध
ओੈৡ॑उൢःखऽघ؛

નੳभৌधऩॊ্
ഥਮڮফڰাपउःथୃਰभჰുقओੇఔك
پৌधऩॊ্ऋःऩःৃ়मؚჰു૾யজ५ॺमଛહऔोऽच॒؛

ଛહৎ
ഥਮڮফাഽऊैৣഽपऊऐथؚৌभহਚषଛહखऽघ؛

ল
ഥਮڮফাقাك

હછథ
ௐেௌ௮ेॉગનੳਜभడત৲॑ीैोथःॊऒधऊैؚ
০ফ২म੶ৣؚपჾਊघॊৃ়ؚহৰ॑घॊછథभলऋ
ਏधऩॉऽघ؛

શؚਲਗકभ্म
ओିਔऎटऔःآ

 س৳૫धશखथःॊჰു ڀலଛॉभহৰधலଛॉપऋનੳदऌॊછథ
 سਲਗपકखथःॊჰു ڀਲਗ્ਏ੯पჾਊखथःॊऒधऋનੳदऌॊછథ

ჰുऊैਗोॊჰുभ্ऋःॊৃ়
ગનੳभટؚჰുऊैਗोॊৃ়मؚჰു૾யজ५ॺपຆभჰു৹છැ౮
ඍधؚჾਊघॊ্भ೨৳૫॑इथੈؚভऐ़॒षओল॑उൢःखऽघ؛

ഥਮ੪ফ২भৰౚ
 ٳჰുੰਯ ৺ਐয
 ٳৈೡୢ২षभ૿ೄપقટપ ك৺
ƓբƍӳǘƤέ ң˟ƚǜǆᅸဋૅᢿ ಅѦǰȫȸȗ ᲪᲫᲲᲧᲲᲲᲭᲧᲫᲲᲪᲪ
社会保険あきた／２年8･9月／4

ঐॖॼথংقشযಀكभৢੴढ़ॻشमॹؚ४ॱঝুਢ১भਫपेॉؚঐॖॼথং॑شணடછप੶
োघॊभমযનੳછథधखथઞ৷दऌऩऎऩॉऽखञৢق؛ੴढ़ॻشभ੶ൗহඨق؞કਚಉكप
ಌऋऩःৃ়॑ऎك؛
ঐॖॼথং॑شணடછप੶োघॊमؚઃभधउॉ১ਫभমযનੳછథभહ॑उൢःखऽघ؛

ũȞǤȊȳȐȸǛဎᛪƴᚡλƢǔᨥƷஜʴᄩᛐ
ᲢဪӭᄩᛐƱ៲ΨᄩᛐƷƦǕƧǕɟໜƣƭƷช˄ƕ࣏ᙲưƢŵᲣ

ಀનੳછథ

ମ੪નੳછథ

嵣嵆崌崲嵛崸嵤崓嵤崱قযಀ崓嵤崱ك峘ഫએ峘
崛崼嵤
嵣যಀ峘ৢੴ崓嵤崱峘崛崼嵤੶قൗੲਾ峒
ਠய峕ৼୀ峘峔岮峬峘ك
嵣કড়ق嵆崌崲嵛崸嵤峘੶ൗ峘岬峵峬峘ك
嵣કড়੶ൗহඨછق嵆崌崲嵛崸嵤峘੶ൗ
峘岬峵峬峘ك

嵣嵆崌崲嵛崸嵤崓嵤崱قযಀ崓嵤崱ك峘એ峘
崛崼嵤
嵣ઈૡඊಅ峘崛崼嵤
嵣崹崡嵅嵤崰峘崛崼嵤
嵣峇峘ਁ౧岶ষ峃峵ઌહ岷ମীછ
峘崛崼嵤

پৈપുા峮২પి৷嵣ఏ૿પપੳணடಉ峘峕岝嵆崌崲嵛崸嵤峼ਹ৷峁峐岝ঽ৬峢ਚ੭ୖقઘ嵣
శୖઘك峘નੳ峼ൌ峃峵ৃ়ಉ峕嵆崌崲嵛崸嵤峼ணடછ峕੶ো峃峵岽峒峕峔峍峐岮峨峃岞

೨৽રଐ১যऋੳऔोऽखञ
২પి৷ੳ॑ओਹ৷ऎटऔःآഖଛदুਢदऌऽघآ
ୢਃঢ়ಉभษઠदभउ੍௸ःऋৈપऩ૿धऩॊৃ়मैँؚऊगीَ২પి৷ੳُभઐહ॑
ਭऐथؚ৳૫धಡचथୢਃঢ়ಉभษઠपંघॊधڭऊাڭقऊैাଜऽदكभउ੍௸ःऋঽഞ
૿২પऽदधऩॉऽघ؛২પमফೡृਾີಉपेढथ౮ऩॉऽघभदؚถखऎमشঌش४ऽ
ञमঃথইঞॵॺಉ॑ओ༮ऎटऔः؛
ऩउؚணடਭહাेॉभাभ২પి৷ੳभઐહमदऌऽच॒भदؚஙपඥ॑ुढथओணட
ऎटऔः؛
پघसथभணடুਢऌऋഖଛददऌऽघ؛

၏ᨈ
ң˟

䐟

ڭౝங২

䛂㝈ᗘ㢠㐺⏝ㄆᐃ⏦ㄳ᭩䛃䜢༠
 䛡䜣䜍 䛻䛤ᥦฟ䛟䛰䛥 䛔

䐠

䛂㝈ᗘ㢠㐺⏝ㄆᐃド䛃䛜䛥
䜜䜎䛩

䐡ಖ㝤ド䛸ే䛫䛶䛂㝈ᗘ㢠㐺⏝ㄆ
ᐃド䛃䜢་⒪ᶵ㛵❆ཱྀ䛻ᥦ♧䛧
䜎䛩
э❆ཱྀ䛷䛾ᨭᡶ䛜⮬ᕫ
㈇ᢸ㝈ᗘ㢠䛷῭䜏䜎䛩

ƓբƍӳǘƤέ ң˟ƚǜǆᅸဋૅᢿ ಅѦǰȫȸȗ ᲪᲫᲲᲧᲲᲲᲭᲧᲫᲲᲪᲪ
社会保険あきた／２年8･9月／5

秋田県社会保険協会からのお知らせ

健康づくりＤＶＤの貸出しについて！
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No.1〜No.４

「健康づくりＤＶＤ」タイトル一覧

出演・監修

時間

No.1 前回紹介

初めてのウオーキング＆ジョギング

君塚正道先生

31分

No.2

〃

若々しい体をキープ！エクササイズ＆ダイエット

中村格子医師

32分

No.3

〃

Ｇｏｏｄ−ｂｙｅストレス

福西勇夫医師

28分

No.4

〃

正しく知れば怖くない がんのお話

土田知宏医師

26分

元気な職場をつくるメンタルヘルス
「自分でできるストレスコントロール」
元気な職場をつくるメンタルヘルス
「ストレス・ コーピングによるセルフケア」

山本晴義医学博士

25分

No.5 [NEW]
No.6 [NEW]

山本晴義医学博士

26分

No.7 [NEW]

トータル・ヘルスプロモーションのための
「健康サポート体操」10代目体操のお兄さん指導

梅田孝教授
佐藤弘道兄さん

60分

No.8 [NEW]

ちょちょいのちょいトレ2.0 毎日筋活部
筋肉を育ててメタボを予防しよう！

都竹茂樹教授

60分

No.9 [NEW]

夏の熱中症・冬のヒートショックに気をつけよう！

和田耕治教授

42分

※ ほかに高血圧・健診・ダイエット・禁煙・アンチエイジング等に関するＤＶＤもございます。

No.5〜No.9
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の
支部から
お知らせ

主催／社 会 保 険 協 会 本 荘 支 部

共催／本荘地区社会保険委員会

レクリエーション
パークゴルフ大会を開催

秋田県社会保険協会本荘支部では、本年度の健康づくり事業の一環として本荘地区社会保険委
員会との共催のもと、次のとおりレクリエーションパークゴルフ大会を開催します。
・社会保険協会本荘支部の会員事業所の皆様には、参加申込案内を同封しております。
・他支部の会員事業所からの参加も歓迎いたしますのでご連絡ください。
●日

時 令和２年９月26日（土）受付開始12時30分

●会

場 八塩パークゴルフ場（由利本荘市東由利田代字沢中41-6）

●申込方法 同封の大会参加申込書により、令和２年９月11日（金）までにFAXまたは郵
送で、一般財団法人秋田県社会保険協会あてお申込み願います。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止となる場合もあります。
社会保険あきた／２年8･9月／6

退職後の健康保険証の使用について

Ｑ

勤め先を退職した後に誤って健康保険証を使用した場
合はどのようになるのでしょうか？
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まだまだ油断大敵！『熱中症』

新しい生活様式の「マスクの着用」「３密（密集、密接、密閉）の回避」「身体的距離の確保」の実践に
よって、今年の暑さ対策は例年以上に必要です。まだまだ暑い日が続きます。熱中症は命にかかわる病気
ですが、予防法を知っていれば防ぐこともできます。
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休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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年金についての相談やお問合せ先
★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
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保険料の納期内納入にご協力ください
一般財団法人 秋田県社会保険協会

௧㸰ᖺ㸶㺃㸷᭶ྕ

ᲪᲯᲪưڼǇǔᩓᛅưƓƔƚƴƳǔئӳƸᲢிʮᲣᲢɟᑍᩓᛅᲣ

月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。
㈨ࠉᩱ
ᥦࠉ౪

⛅⏣࣭㮚ᕢ࣭᭤࣭ᮏⲮࠉᖺ㔠ົᡤ
ᅜᗣಖ㝤༠⛅⏣ᨭ㒊

▲

ʖ᧸ầٻЏṠẅẮộỜỆ൦Ўᙀዅử

︱ 職場内で回覧しましょう ︱

ʖ᧸ầٻЏṞẅẰửᢤẬộẲỢạ

