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健診結果、
どう受け止めますか？
あるサラリーマンの未来の姿

受けてみな
ければ

始まらない

受けてからが
分かれ道

　皆様は毎年きちんと健康診断を受けていますか？　健診結果を確認し、特定保健指導の案内があった場合

は指導を受けて生活習慣の改善を試みている人と、受診すらしない人や受診しても結果を真摯に受け止めず

放置している人とでは、20年という歳月を経ると明らかな差が出てしまいます。

　特にメタボリックシンドローム（通称メタボ）は生活習慣と密接な関係にあり、放置すると動脈硬化が進み命

を脅かす病気にかかる恐れがあります。また、自分自身の問題だけでなく、家計を圧迫するなど、家族をはじめ

とする多くの人たちに迷惑をかけることになりかねません。「健診を受けておけばよかった」「健診結果をもっと

まじめに受け止めるべきだった」と思っても、後の祭りです。

　これは、あるサラリーマンが健診結果を受け、その後まじめに改善に努めたか？ あるいは何もしなかったか？

それぞれの20年後の違いです。

健診結果など
おかまいなし

高カロリーのボリュームたっぷりな夕食 休日は特に出かけず家でゴロ寝

健診結果から
生活習慣改善を決意

和食中心の少なめな夕食 休日はウォーキングでリフレッシュ

現 在
（43歳）

平成27年度から始まるデータヘルスにおいても、
特定保健指導の実施率改善はせきゆけんぽの重点課題になっています
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健診結果、
どう受け止めますか？

健診結果をどう受け止め、生活習慣改善に向けてどのような取り組みを行ったかによって、皆様の20年後は大きく変わります。
特定保健指導の案内があったら必ず指導を受けて、健康寿命を延ばしましょう！

会社では部下から
頼られる憧れの上司。
休日は孫と一緒に
釣りを楽しむ。

脳卒中で倒れ、
救急搬送。
その後、長い
リハビリ生活……。

20年後
（63歳）

石油 太郎さん

身長170.5㎝、体重71.7kg、BMI24.7、
腹囲88.3㎝、血圧131－80mmHg
脂質は悪玉コレステロール（LDL）やや高め。肝機能（AST／
ALT／γ-GT）※は基準より数値が高めの項目がいくつかある。
腹部超音波により「脂肪肝」の判定。尿酸値もやや高め。

※別名GOT/GPT/γ-GTP

42歳のときの健診結果

1972年生まれ（43歳）・男性
首都圏在住のサラリーマン
趣味は釣り
30代前半で結婚してから肥満気味で、メタボに該当したりしな
かったりの繰返し。以前から血圧がやや高め。10年以上脂肪
肝と付き合っている。
飲酒は人並みで、たばこは1日一箱。運動は嫌いではないが、
休日はもっぱら「ゴロ寝」。

プロフィール
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４月１日

健康保険
委員会の設置

5月

第1回
健康保険
委員会の開催

6月

禁煙サポート
開始

７月

健康優良者の
表彰

１０月

ウォーキング
大会

9月

生活習慣病
予防セミナー
の開催

１月下旬

禁煙サポート
の結果発表

データヘルスが始まります！
以前よりご案内しておりました「データヘルス計画」について、

せきゆけんぽの取り組み方針が具体的に決まりましたので、お知らせします

※スケジュールは平成27年4月時点のもので、変更となる可能性があることをご了承ください。

各事業所から原則1名の委員を選出して

いただき、せきゆけんぽと皆様の橋渡し

を担っていただきます。データヘルス計

画を遂行するうえで、最も重要となる組

織であり、各保健事業を加入者の皆様

にできるだけ広く知ってもらい、可能な

限り参加していただくためになくてはな

らないものです。

健康保険委員会

せきゆけんぽの健診受診率は、

ほかの健康保険組合と比べて決

して高いものとはいえません。特

に「特定保健指導」に関しては、

当計画において実施率を大幅に

改善していかなければならない

事項と考えております。

健康診断の
受診勧奨

喫煙者に対し、医療機

関で実施している「禁煙

治療」へのサポートを実

施します。
※詳細はP.5をご覧ください。

禁煙
サポート

このほかに、提携スポーツクラブの法人契約や契約保養所利用に対する補助金、

ウォーキング大会の開催などを引き続き実施していきます。

せきゆけんぽの保健事業における三原則

「運動・栄養・休養」に関するセミナーや

講演会を実施します。

各種セミナー等の
開催

平成26年度中に一度も保険診療をしなかった

世帯の方々を表彰します。現在データを取りま

とめており、7月中には実施する予定です。

健康優良者の表彰

D A T A  H E A L T H

ス
ケ ジ ュ

ー ル年 間

データヘルス
の要

せきゆけんぽの
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せきゆけんぽ
「禁煙チャレンジ」のご案内

　せきゆけんぽでは、データヘルスへの取り組みの一環として、今年度から

「禁煙チャレンジ」を実施します。医療機関で「禁煙外来」を受けていただき、

見事達成された方には達成賞、途中で断念してしまった方にもチャレンジ賞

を進呈します。ぜひご参加ください。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

「禁煙チャレンジ」に参加申し込み（5月末まで）
お電話にてお申し込みください！
せきゆけんぽ総務係　TEL：03-3265-3237

せきゆけんぽで参加資格を確認後、詳細案内・アンケート等を送付（6月初旬）

各自、医療機関の「禁煙外来」を受診し、医師の診断・治療を受ける（約2〜3カ月間）
※初回診療時に、ニコチン依存症テストを受けてください。

◉「禁煙チャレンジ」の流れ

せきゆけんぽより達成賞、チャレンジ賞としてQUOカードを進呈
達成賞（最終診療まで受診された方）…5,000円
チャレンジ賞（途中で断念してしまった方）…2,000円
※各賞の進呈はアンケートを提出された方に限ります。
※各賞の進呈にあたっては、診療報酬明細書（レセプト）により、禁煙治療の実績・経過を確認させていただきます。

治療完了後（途中で断念した場合も含む）、アンケートをせきゆけんぽに提出
※アンケートは9月末までにご提出ください。

対　象　者：40〜59歳の被保険者・被扶養者

申込期限：平成27年5月末まで

※1日1箱460円として概算

“脱たばこ”を強力サポート 禁煙外来

たばこ代

0 10,000 20,000 30,000 40,000
（円）

禁煙治療費

　たばこに含まれるニコチンには依存性があり、いざ禁煙しようと思い立っても、自分の意志だけでやめるのはなかなか難しいものです。

　そんなとき、強い味方になるのが「禁煙外来」です。一定の条件を満たせば健康保険を使って治療を受けることができ、禁煙補

助薬の処方や医師のアドバイスを受けながら禁煙に取り組むことができます。

　禁煙補助薬は種類にもよりますが、8〜12週間の処方で13,000円〜20,000円程度です。例えば、１箱460円たばこを1日1箱

吸う方なら、保険診療で8〜12週間の禁煙治療を受けた場合の自己負担額のほうが安くなります。

　禁煙外来を利用した場合の禁煙成功率は70％以上ともいわれていますし、活用しない手はありません。ご自身やご家族のために

も、禁煙にチャレンジしてみませんか？

8～12週間のたばこ代
約26,000円～39,000円

8～12週間の禁煙治療費（自己負担分）
約13,000円～20,000円

あなたの

禁煙を応援
！
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　現在、妊娠中でかぜをひき、鼻汁がつらいと

のこと。手元にある市販の薬で症状を楽にした

いと考えてご相談いただいたのですね。妊娠中

は市販薬に限らず、からだに取り入れるものは

すべて、おなかの赤ちゃんにも何らかの影響が

あると考え、慎重に対応なさるのはとても大事な

ことです。

　妊娠中に薬を服用するうえで心配なのは、薬

の種類や服用の時期などによっても異なります

が、主に赤ちゃんの奇形の発生や中毒性です。

だからといって、妊娠中は薬をのめないのかと

言えば、そうとは限りません。これまでの臨床で

の経験や動物実験の結果、安全であることがわ

かっている薬やメリットとデメリットを考えて、メ

リットが大きいと判断される場合は、妊娠中で

あっても必要に応じた薬を服用することが勧めら

れます。かぜをひいて、妊婦さんの体力の衰弱が

激しい、食事や睡眠に影響が出るほど強い症状

でつらい、激しいせきなどでおなかへの負荷が大

きくかかるなどの場合は、薬を服用したほうがよ

いと判断されることが多いでしょう。

 「市販の薬のほうが、病院で処方される薬より副

作用が軽くて安全」と考える方もいらっしゃいます

が、そうとも言えません。市販の薬も、妊婦さん

に禁忌（用いてはならない）とされる成分を含むも

のも少なくないのです。自己判断で安易に服用す

ることは避けましょう。必ず受診をして、妊婦さん

や赤ちゃんへの影響が少ない薬を処方してもらう

ことをおすすめします。

　なお、かぜの原因はほとんどがウイルスなの

で、薬でつらい症状を緩和することはできても、

かぜそのものが治るわけではありません。十分な

休養や栄養をとり、保温なども心がけて、自らの

免疫力を上げるようにしてください。

妊婦さんには禁忌の成分を含むものも
あるので、受診して相談しましょう

相 談
健 康

室

あ
な

た
も 悩 ん で い ま せ

ん

か
？

ご利用ください！　せきゆけんぽ健康相談室
無料でご利用いただける相談窓口です。服薬についてのお悩みも医師にご相談いただけます。

毎月第2・第4火曜日10：00〜12：00［石油健保ビル5F］
ご予約はこちら　03-3265-3289（受付時間：9：00〜17：00）

考え方のクセを知って
上手にコントロール

文：せきねとしこ（産業カウンセラー）

●レッテルを貼ること自体は悪くない。
●自分の良い面や別の側面に目を向ける。
●レッテルを増やして自分の多面性に気づく。

考え方のクセを変えるには

だれしも考え方にクセはあるもの。そこに気づいて少し気持ちを切り替えてみ
ませんか。きっといろいろなことがスムーズになります。
監修／平井大祐（保健同人社　臨床心理士・精神保健福祉士・産業カウンセラー）
　　　鈴木裕子（保健同人社　臨床心理士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント）

　例えば仕事がうまくいかなかったとき、その原因を「自分がダメだから」と思ってはいません
か。これは知らず知らずのうちに自分に貼った「レッテル」です。
　こうしたネガティブなレッテルを貼り続けていると、何をするにしても「自分にはできない」「無
理」と思い込んでしまいがち。それが次の仕事の失敗を招き、「やっぱり自分はダメだ」と自己
評価を下げ、他人からの評価も下がって、ますます自分を追い込むという悪循環に陥ります。

　レッテルはネガティブなものだけとは限らず、貼ること自体が悪いわけでもありません。良くな
いのは、１つのレッテルに固執することなのです。
　そこで自分の良い面や別の側面にも着目してみましょう。レッテルを２つ、３つ…と増やせば
いろいろな面を持っていることがわかり、視野も広がります。そうするとこの仕事ができなかっ
たのは、段取りが悪かった、最後の詰めが甘かった……など本来の原因が見えるようになり
ます。問題解決能力が上がると、おのずと自信につながっていきます。

自分にネガティブなレッテルを貼っていませんか

自分の良い面や別の側面にも目を向けてみよう

レッテル貼り

「私がダメだから…」

「どうせ私は…」

c a s e
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アスパラガス
ほんのり甘いグリーンと、
甘みのなかにほろ苦さがあるホワイト。
みずみずしさは共通の持ち味です。

気候と味わい

知っ得メモ

旬

日本での栽培は北海道で始まったという。寒さ厳しい土地で育
てられたアスパラガスは、香りと甘みが強い。

グリーンとホワイトがあるのは栽培方法の違い。ホワイトは、土
を盛り、光を遮って栽培する。いずれも鮮度が落ちるのが早い
ので2～3日で食べきりたい。保存は、ラップに包んで冷蔵庫
へ。畑に生えていたときのように穂先を上にして立てておく。

ご活用ください！

せきゆけんぽ
ホームページ

便利なWEBコンテンツで、
健康情報やかかった医療費が確認できます
　せきゆけんぽのホームページでは、健康保険について解説したページのほかにも、
皆様の健康づくりに役立つさまざまな健康情報や、かかった医療費をご確認いただける
WEBコンテンツがあります。ぜひアクセスしてみてください。

話題の病気や生活習慣病、メンタルヘルス、ヘルシーレシピ等、生活に
役立つさまざまな医療・健康情報を掲載しています。
○週1回、月2回、旬の健康情報が更新されます！
○人気記事をランキング形式でご紹介しています！

お役立ち健康情報の玉手箱

「みんなの健康ライブラリー」

パスワード：06134365

医療機関にかかったときの医療費や、処方されるお薬をジェネリック医
薬品に切り替えた場合の差額などがすぐにわかります。パスワードはせ
きゆけんぽよりお送りしている案内状をご覧ください。
「パスワードを忘れてしまった……」「見方がわからない」などのお困りご
とは、「医療費のお知らせ」ヘルプデスクへお問い合わせください

かかった医療費がひと目でわかる

「医療費通知＆ジェネリック差額通知」

TEL：03-5213-4540

◉アスパラギン酸
アスパラガスから発見された成分で、エネルギーの代
謝を促し、疲労の回復に役立つ。また、アンモニアを
尿として排泄し、神経を安定させる効果が期待できる。

◉ルチン
穂先に多く含まれている成分で、ビタミンP とも呼ばれ
る。毛細血管を丈夫に保つ働きがあり、脳出血を予防
する効果や抗酸化作用が期待できる。

この成分に注目！ご当地食材Data

5～6月

ご当地食材
魅惑の

監修 高木澄子
（保健同人社 管理栄養士）

北海道代表

http://www.toseki-kenpo.or.jp/

スマホにも対応！
外出先でもご確認
いただけます

検　索せきゆけんぽ
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春はご家族の就職等が多い季節。就職や結

婚などで状況が変わったときは、せきゆけん

ぽの被扶養者から外す手続きが必要です。

忘れずに届け出をお願いします。

ほかにもこんなときには扶養削除の届け出が必要です

配偶者の被扶養者になったとき

※悪質な不正使用を行った場合、刑法により詐欺罪として処罰を受けることがあります。

結婚したとき

被保険者本人の収入額の
半分未満を超えたとき

月々の収入が
108,000円未満を超えたとき

（60歳以上の方は月 1々50,000円未満）※2

か つ

※1  同居の場合の条件です。別居している場合は、「被保
険者からの援助額より少ないこと」になります。

※2 ほかに「障害年金を受給している方」も含みます。

せきゆけんぽ適用係
【お問い合わせ先】

TEL : 03-3265-3201

パートやアルバイトなどの
収入が基準額を超えたとき

● 離婚したとき
● 75歳になったとき
● ほかの家族の被扶養者になったとき
● 死亡したとき
などがあります。

そのほかに

あっ！

そういえば、

会社で新しい保険証を

もらったなぁ。

条件

2

条件

１※1

4月に社会人に
なった息子

母 母

お母さん、どうも

具合が悪くて……。

何だか

熱っぽいや……。

えっ！

保険証を持って

早く病院に

行ってきなさいよ。

じゃあ、

今まで使っていた保険証は

早く返さないと

いけないわね。

あら、そうなの？

不要な保険証は早く返しましょう！！

（扶養削除の届け出もお忘れなく！）

新入社員のお子様の保険証、まだお持ちではないですか？
例えば…
ご家族が

就職した場合

就職などでご家族が

被扶養者でなくなったら、

必ず手続きを！

4月に社会人に
なった息子
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コレって

使える
●打撲・ねんざ・挫傷（肉離れ等）
●骨折・不全骨折（ひび）・脱臼の応急手当
　（応急手当以外は医師の診察と同意が必要）

これらは、骨・筋肉・関節のけがや痛みで、負傷原因が
はっきりしているものです。例えば…

●転んで足首をねじった（ねんざ）
●スポーツ中に肩を強く打った（打撲）など

●慢性的な肩こりや筋肉疲労
●内科的原因による痛み
●脳疾患後遺症などの慢性病や
　症状の改善がみられない長期の施術
●マッサージ代わりの利用など漠然とした施術
●医療機関で同時期に治療をしている部位の施術

使えない

使える？使えない？健康保険

整骨院・接骨院では
「負傷原因」「負傷名」によって
健康保険が使えないことが
あるってホント？

慢性的な肩こりや筋肉疲労
などは健康保険が使えず、
全額自費となるので注意が
必要です。

整骨院・接骨院の看板で見かける「各種健康保険取扱い」の文

字。これは医療機関と同様に健康保険が使えるということでは

ありません。むしろ、使えるケースは限られています。健康保険

が使えるのは、負傷原因のはっきりした外傷性のけがのみ。打

撲・ねんざ・挫傷（肉離れ等）のほか、骨折・脱臼は応急手当であ

れば健康保険が使えます。

施術を受けるときのルール

１ 負傷の原因は正確に伝える

通勤途上や業務が原因のけがの場合は、労災保
険が適用になります。

２ 領収証は必ず受け取る

整骨院・接骨院では領収証の無料発行、明細書の
希望者への発行が義務付けられています。

３ 提出する書類は内容をよく確認し、 　
　白紙の用紙にサインはしない

整骨院・接骨院で健康保険を使う際に提出する
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、施術内容
（負傷原因、負傷名、日数）や料金をよく確認し、
必ず自分で署名・捺印をします。

「柔道整復施術療養費
支給申請書」は

ここをCHE
CK！

負傷名、施術期間は
合っていますか？

負傷原因は
正確ですか？

金額は正しいですか？

必ず自筆で署名（捺印）

整骨院・接骨院 !

せきゆけんぽ給付係
【お問い合わせ先】

TEL : 03-3265-3306
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　健康保険組合の支出は「保険給付費」

と「高齢者納付金等」で、そのほとんどを

占めております。

 「保険給付費」は加入者の方 が々病院や

診療所にかかったときの窓口負担（1〜3

割）以外の医療費で、都道府県ごとにあ

る社会保険診療報酬支払基金をとおし

て各医療機関に支払っています。このほ

か、出産や傷病の際における現金給付

も保険給付費に含まれます。この医療費

は、ジェネリック医薬品の利用、適正受

診や健康の保持など、皆様のご理解と

ご協力により節減できますので、引き続

きご協力お願いいたします。

 「高齢者納付金等」については、以前よ

平成27年度

予算のお知らせ
平成27年2月13日に開催された組合会において、
当健康保険組合の平成27年度予算が決定されました。
その概要を収入と支出の代表的な項目をあげて、以下に説明いたします。

　健康保険組合の収入のほとんどは、

皆様と事業主からお預かりする「保険

料」です。平成27年度は平成26年度と

比べ、被保険者が減少することを見込

み、約100億円を見込んでおります（前

年度予算は約125億円）。

　次に額の大きな収入項目として「準備

金繰入」があります。準備金とは、健康

保険組合が経常的に保持しておくべき

積立金のことで、法律で定められている

ものです。この積立金を一時的に取り崩

すことによって、事務費や予備費を含む

総支出額と保険料収入との差額を補い

ますが、当年度は約5億円を見込んでお

ります。

収 入

支 出

※1　平成27年度予算総額は114億196万8,000円です。
※2　支出の「その他」には、多摩石油会館の売却予算が含まれています。
※3　上記金額やパーセンテージは概算です。
※4　予算項目の名称が長いものは省略しています。

りご案内しておりますとおり、少子高齢

化により年々増加し、健康保険組合の財

政を逼迫させる一番の原因となっている

ものです。いわゆる「団塊の世代」の方々

が前期高齢者となることにより、今後も

さらに負担が増える模様です。

　今年度は「保険給付費」を約51億円、

「高齢者納付金等」を約46億円と見込

んでおります（計：97億円）。

　支出のうち、これらに次ぐものとして

「保健事業費」があげられます。これは

皆様の健康を支えるための事業に対す

る支出で、最も大きいのは健康診断に

関する費用です。また、今年度はP.4〜5

でご案内しました「データヘルス事業」を

実施していくための費用を加算しており、

約5億円の支出を見込んでおります。

【事業状況（平成27年2月末現在）】

事業所数 906 被保険者数 25,606人

男 20,431人

女   5,175人

平均標準報酬月額 332,242円

男 354,979円

女 242,478円

保険料 90%

準備金繰入 4% その他 6%

保険給付費 46% 高齢者納付金等 42%

保健事業費 4% その他 8%

収入の部 支出の部

【お問い合わせ先】

せきゆけんぽ総務係  TEL : 03-3265-3237

【公告】

事業所所在地変更

サクライ産業株式会社

湊商事株式会社

田原香油株式会社

田原商事株式会社

事業所名称

神奈川県横浜市

宮城県仙台市

東京都新宿区

東京都新宿区

新所在地

東京都渋谷区

東京都台東区

東京都墨田区

東京都墨田区

旧所在地

平成26年11月25日

平成27年1月21日

平成27年2月24日

平成27年2月24日

変更年月日
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作り方

材　料 （2人分）
ショートパスタ（ペンネ） … 140g
鶏もも肉 ……………… 1/2枚（120g）
　　　塩……………… 小さじ1/4
　　　こしょう ……… 少々
ブロッコリー ………… 小１個（150g）
新たまねぎ …………… 2/3個（100g）
黄パプリカ（大） ……… 1/2個（75g）

にんにく ……………… 1かけ
白ワイン ……………… 大さじ2
赤唐辛子（小口切り） … 少々
オリーブ油 …………… 大さじ1
塩……………………… 大さじ1/2
しょうゆ ……………… 小さじ1

　やわらかくて甘みのある春野菜。野菜には、からだに必要なビタミン、ミネラル、

カリウム、食物繊維などがたっぷり含まれ、その栄養素が生活習慣病などの予防

に役立つと期待されています。野菜は食べているつもりでも、意識しないと1日に

必要な350gをとることはできません。まず毎日どれくらい食べているのか意識す

ることからはじめ、1日3食で、できるだけ野菜を食べる工夫をしましょう。色の濃

い緑黄色野菜と、色の薄い淡色野菜がありますが、350gのうち、緑黄色野菜は

120gを目安に。それぞれの野菜にどんな栄養素があるのかを知らなくても、緑黄

色・淡色を織りまぜていろいろな種類の野菜をとれば、自然に多くの栄養素を摂

取することができます。たっぷりのカラフルな野菜で食卓に春を呼び込みましょう。

野菜、食べていますか？

1

❶ 鶏肉は余分な脂を除き、横に1㎝幅に切り、【A】をからめる。
❷ ブロッコリーは食べやすく切り分け、水にさらして水気を切る。パプリカは縦半分

の横1㎝幅に切る。
❸ にんにくはみじん切りにする。新たまねぎは1㎝幅のくし切りにしてほぐす。
❹ 鍋に1リットルの熱湯を沸かし、塩を入れてパスタをゆでる。ゆで終わり2分前に

❷を入れ、一緒にゆでて、ざるにあげる。
❺ フライパンにオリーブ油を熱し、❶を入れてふたをし、2分ほど蒸し焼きにする。

ふたを取って赤唐辛子と❸を炒め、白いワインを振って煮詰める。❹を入れて炒
め合わせ、しょうゆを振って混ぜて盛る。

1人分491kcal／野菜165g（正味）

いちご（小粒） ……… 1パック（300g）
プレーンヨーグルト … 200g

はちみつ …………… 大さじ2〜3

❶ いちごは洗って水気をふき、へたを取って縦半分に切る。保存袋に入れて冷凍する。
❷ ❶を冷凍庫から取り出し、３分ほど常温に戻したら、フードプロセッサーで、ヨー

グルト、はちみつといっしょになめらかになるまで混ぜる。密閉容器に入れて冷
凍庫で3時間ほど凍らせる。

❸ スプーンですくって盛る。

作り方

材　料 （4人分）

3
1人分103kcal／フルーツ75g

【A】

作り方

材　料 （2人分）
セロリ ………………大1/2本（50g）
にんじん ……………小1/2本（50g）
サニーレタス ………２枚（50g）

　　　おろしたまねぎ、
　　　おろしにんじん、
　　　オリーブ油、酢 … 各大さじ1
　　　塩………………… 小さじ1/4
　　　こしょう、砂糖 …… 各少々

❶ 【A】を混ぜておく。
❷ セロリは筋を取り、にんじんの皮をむく。セロリは長めにピーラーでそぎ、にんじ

んも同様にそぐ。サニーレタスは一口大にちぎる。
❸ 器に❷を盛り合わせ、❶をかけ、よく混ぜて食べる。

2
1人分85kcal／野菜75g

【A】

3

2

1

※野菜240g=1日にとりたい野菜（350g）の⅔の量

健康を維持するためには、「毎日350g
以上の野菜」を食べることが推奨され
ています。効率よく野菜をとるための
レシピをご紹介しましょう。

料理：今泉久美（料理研究家・栄養士）
写真：片柳沙織　構成：大嶋律子（ジラフ）

1食で240g !

食物繊維でからだスッキリ
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北 海道の代表的な観光地である富良野。道内中央に位置し、東に北海道

の屋根といわれる大雪山連峰十勝岳、西に夕張山芦別岳などの山地に

挟まれた盆地となっている。この「富良野盆地」は内陸性気候のため、日々ある

いは年間の寒暖差が比較的大きく、冬はマイナス30度ほどになる日もあれば、夏

は摂氏30度を超える日もある。地名の由来は、アイヌ語のフラヌイ（huranu-i ニ

オイのするところ）に由来し、十勝岳の噴気にちなんだといわれる。

富良野といえば、まずきれいで壮大なラベンダー畑が思い起こされる。ラベン

ダーは品種により見頃の時期が違い、早咲きは6月下旬から開花が始まる。富良

野市内でいちばん作付面積が広い「おかむらさき」は7月中旬頃が最盛期。遅咲

きは8月上旬まで楽しめるが、8月に入ると株の保存のために刈り取りが始まる畑

もあるとのこと。

また、テレビドラマ『北の国から』のロケ地としても有名である。富良野駅前の

「北の国から資料館」をはじめ、主人公一家が最初に住んだ「五郎の石の家」

など、ファンには垂涎の地を訪ね歩くツアーも用意されている。

大自然を利用した各種アクティビティも見逃せない。夏は空知川の激流を下る

ラフティングやカヌー、あるいはどこまでも限りない大地に向かってゴルフに興じる

のもよいだろう。冬はいわずと知れたスキーやスノーボードの名所であり、ほかに

犬ぞり体験もできる。

北海道の雄大な自然を味わえる富良野。一度足を伸ばしてみるのもいいかも

しれない。
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旅に
出よう！

北海道 富良野
ほっかいどう ・ ふらの

ふらの観光協会公式サイト
http://www.furanotourism.com/

ホテル ナトゥールヴァルト富良野
北海道富良野市北の峰町14-46

ホームページ http://naturwald-furano.com/

0167-22-1211TEL

せきゆけんぽ

契約保養所

当ホテルは富良野の高台にあり、昨年大浴場をリニューアルし、あわせて「別館ふくろうの森」をリニューアルオープンさ

せました。この別館はレトロな作りになっていて、リーズナブルにお泊りいただける施設として好評です。また、キッズコー

ナーやベビーカーの貸し出しも行っており、小さなお子様連れでも安心して泊まれる施設として「ウェルカムベビーのお宿」

の認定を受けています。地元富良野の豊富な野菜を使った本格的なフレンチや和食など、料理自慢のホテルでもあります。

せきゆけんぽにご加入の方は補助金の申請対象ですので、富良野にお越しの際はぜひ当ホテルをご利用ください！

石の家

キタキツネ

ラフティング

ラベンダー畑

当ご 地

マル特情報

当ホテルご予約の際には、「ス

マイルを見た！」とお伝えくださ

い。あわせて当日フロントに本

誌をご提示いただくことにより、

「ふらの天然水500ml」をお

一人様1本進呈します。


