
日本年金機構からのお知らせ

スッキリわかる社会保険制度説明会

協会けんぽ岡山支部からのお知らせ

第32回 社会保険 ボウリング岡山県大会

ウォーキング＆ボウリング大会開催のご案内

はじめてのアンガーマネジメント講座

令和3年8月

https://www.okayamashakaihokenkyokai.or.jp/

だより
34



社会保険協会だより

協会けんぽ岡山支部からのお知らせ
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健診結果の提供がスムーズに⾏えるようになりました︕
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印刷してください︕
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また、定期健診の検査項目が⾒直され、健診結果提供のための追加の問診や検査が不要となりました�
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社会保険協会だより 社会保険協会だより

日本年金機構　電子申請

Gビズ ID

令和3年9月10日　（金）

●発表
受賞作品は日本年金機構ホームページに全文を掲載する（11月下
旬予定）他、日本年金機構が発行する刊行物への掲載等を行いま
す。
受賞作品の著作権は日本年金機構に帰属します。
受賞者の氏名、年代、性別、住所地の都道府県を公表します。

●賞
厚生労働大臣賞、日本年金機構理事長賞、
優秀賞、入選 賞状の授与並びに記念品を贈呈します。

●応募資格
中学生以上の方

●提出先
日本年金機構　相談・サービス推進部
サービス推進グループわたしと年金 担当
〒168-8505東京都杉並区高井戸西3-5-24

●お問い合わせ先
日本年金機構　相談・サービス推進部
サービス推進グループ わたしと年金 担当
（電話番号）03-5344-1100（代表）

●応募要項
・公的年金の大切さ、応募者ご自身やご家族との公的年金制度
のかかわり、公的年金についてのあなたの考えなど、公的年金
制度をテーマにしたエッセイ。
･日本語で1，000～2，000文字以内。
･作品用紙の裏に、氏名、ふりがな、年齢、性別、住所、電話番号、
職業または所属（会社名、学校名等）を明記してください。
･内容は応募者本人が創作したもので、未発表のものに限りま
す。（応募作品は返却しません。）

後援主催

わたしと年金エッセイ

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください

日本年金機構

消印有効

厚生労働省、文部科学省、全国高等学校長協会　全国都道府県教育委員会連合会

●応募締切

日本年金機構
Japan Pension Service

事業主の皆さまへ 電子申請のご利用方法

社会保険手続きは

電子申請とは、申請・届出を紙やCD・DVD
ではなく、インターネットを利用して行うことです。

電子申請で
カンタンに

電子申請が

いちばん
早い！

電子申請のメリットは

24時間365日いつでも
どこでも申請可能です。
郵送費のコスト削減も期待
できます。

※1

※1　GビズIDとは1つのアカウントで複数の行政サービスにアク
　　　セスできる認証システムです。

※2　届書作成プログラムとは届書を簡易に作成・申請できる
　　　プログラムで日本年金機構ホームページから無料でダウン
　　　ロードできます。

※2

GビズIDを使うと手数料
なしで電子申請を始める
ことができます。

日本年金機構ホームページ
に利用手順を掲載していま
す。

手数料はかかりますか？ 電子申請のやり方が
わかりません

GビズIDのアカウント取得 STEP1

申請データの作成 STEP2

届書作成プログラムから申請 STEP3

「GビズID」の詳しい内容、手続きはGビズIDホームページをご覧
ください。

https://gbiz-id.go.jp

https://nenkin.go.jp/denshibenri/index.html

初めて電子申請を利用される方は

ホームページに「電子申請ご利用案内
動画」を掲載しております。

電子申請ご利用案内
動画をご覧ください

提出にあたりご不明な点は

ホームページに「電子申請相談チャッ
ト」を開設しております。24時間対応

電子申請相談チャット
をご利用ください

協会けんぽ岡山支部からのお知らせ 日本年金機構からのお知らせ



社会保険協会だより

https://www.okayamashakaihokenkyokai.or.jp/ホームページはこちら

事業を実施する全ての費用は、年 1回、事業主の皆様よりご協力をいただいております社会保険協会費が唯一の財源です。

各支部・地区では、被保険者と被扶養者の健康づくりの増進と親睦を図るため以下の大会を開催します。詳細・お申し込み方法に
ついては同封の折り込みチラシをご覧ください。

令和3年11月14日　　　　（岡山西支部）     　 サンフラワーボウル　

赤穂　 　　

広島     中央森林公園　　

岡山西

令和3年12月 5　日　　　　（倉敷東支部）     　 サンフラワーボウル　　　　　　　

サンフラワーボウル　　　　　　　　

令和3年10月24日　　　　

令和3年11月28日　　　　　（倉敷西支部）

倉敷東

令和3年 9月26日　　　　　　　（津山地区）　　         　　 ユーズボウル津山
令和3年10月　15　日　　　　（勝英地区）　　         ゆのごうボウル
令和3年 9月17日　　　　（真庭北区）　　         ボウルまにわ

津　山

令和3年　9月26日　　　　  （高梁地区）　　　　　　　　 サンフラワーボウル　　　　
令和3年　9月　12日　  　　　（新見地区）　　　　　 ボウルまにわ　　

児島　風の道

高　梁

倉敷西

令和3年10月3 日 　　 　　

支部名 種　類 日　時 地　区 場　所

岡山東

令和3年 8 月                  （旭東地区）　
令和3年 9 月26日　　　　（旭西地区）　　          　　　　　　　　
令和3年11月 7 日　　　　（西大寺・瀬戸内地区）　　
令和3年11月14日　　　　（東備地区）　　　　    

フェアレーン
フェアレーン
コーシンボウル
コーシンボウル

社会保険協会だより

①適用事業所ごとに編成されたチームで1事業所2チームまでとし、1チームで3名をもって編成、45歳以上の選手、また
は女子選手1名を含めるものとする。（各支部予選を勝ち抜いたチームであること。）

②参加選手は、県大会開催の前日まで、引き続き2ヶ月以上健康保険の被保険者であり、大会当日も被保険者であること。

1 参加資格

一般財団法人　岡山県社会保険協会 団体・個人共に第5位までとする。

3 表　　彰

社会保険社会保険
ボウリング岡山県大会ボウリング岡山県大会

サンフラワーボウル
（倉敷市松島1177）

と　き

ところ

主　催

令和3年10月17日 こんぴらさん

第　　回3232

上記予選を勝ち抜いたチームにより、岡山県大会を開催します。
支部（地区）大会にふるってご参加ください。

令和4年1月30日（日）10：00スタート

ボウリング

ボウリング

ボウリング

ボウリング

ボウリング

ボウリング

ウォーキング

ウォーキング

ウォーキング

ウォーキング

令和3年10月10日　　　　

①選手1名3ゲームとし、合計9ゲームトータルピンで団体戦の順位を決定する。
②個人賞は個人のトータルピンにより決定する。
③女子選手については、1ゲーム15ピンのハンディをあたえるものとする。
④投球はヨーロッパ方式とし、トータルピンが同一の場合はJBCルールを適用し、その他は正規ルールによる。

2 競技方法

すべての事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、予定が大幅に変更になる、もしくは中止となる場合
がありますのでご了承ください。

のお知らせ＆支部ボウリング大会 ウォーキング大会

中止

〒700-0032 岡山市北区昭和町12-15　　 ☎（086）253-8170(代)　FAX（086）253-8190
一般財団法人　岡山県社会保険協会

岡山県社会保険協会

I N F O R M A T I O N

詳しくは、同封の申込書チラシをご覧のうえ、FAXでお申し込みください。

～はじめてのアンガーマネジメント講座【会員限定】 ～

「スッキリわかる
社会保険制度説明会」
を開催します

「はじめてのアンガーマネジメント講座」
【会員限定】のご案内

「アンガーマネジメント」は怒らないことを目指すのではな

く、怒る必要のあることは上手に怒り、必要のないことは怒ら

なくて済むようになることを目標とします。

初心者向けの内容となっていますので、この機会に受講されて

みてはいかがでしょうか？

５月・６月に新型コロナウイルス感染拡大の影響により中
止した説明会を、再計画して開催します。

第６回シリーズ説明会を開催します。

～シリーズ説明会（基礎編）【会員限定】 ～

～ 初任者編（再計画）  ～


