
石油製品販売健康保険組合

せ き ゆ け ん ぽ

東京ディズニーシー®DEウォーキング

健保連によるプロジェクト

せきゆけんぽホームページから
アクセスしてください！

ご家族の
皆様でご覧
ください

◉Event

まだ間に合います! 秋の婦人健診



東京ディズニーリゾートでのウォーキング大会はおかげさまで大好評。
一昨年の東京ディズニーランドのときは、
募集人数の3倍近くの申し込みがありました。
今年は15周年を迎える東京ディズニーシーが舞台となり、
参加費はなんと無料！
皆様、どうぞふるってお申し込みください。

Tokyo DisneySea De Walking

15周年を迎える記念の年に…

400名
※申込多数の場合は抽選になります。

募集人数

せきゆけんぽご加入者の方
（当組合の保険証をお持ちの方）

参加資格

無料
※現地までの交通費は自己負担になります。

参加費

「参加申込書」に必要事項を記入し、
郵便でお申し込みください。
詳細は次ページをご覧ください。

申込方法

8月22日（月）

抽選日 （申込多数の場合）

平成28年10月10日（月│祝）開催
※雨天決行

恒例のウォーキング大会を、今年15周年を迎える

東京ディズニーシーで開催します。イベント盛りだく

さんのパーク内を、ご家族・ご友人と楽しく歩いて

リフレッシュしてみませんか？

参加賞（入場券）

東京ディズニーシーパークチケット
※9月下旬ごろ、申込代表者宛に発送します。

スマイル夏号（本号）到着後〜
平成28年8月19日（金）まで

申込期間

好評につき2年ぶりに開催します！
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『平成２８年度ウォーキング大会』参加申込書

※下記枠内をもれなくご記入ください。

上記のとおり、申し込みします。なお、下記の事項に該当した場合、
事前の連絡なしに応募資格を取り消されることに異存ありません。
・故意に虚偽の申告をした場合
・注意事項等に反した方法で申し込みを行った場合

＊参加当日の年齢

キリトリ線

氏名

氏　名

フリガナ

事業所名

（　　 ） （　　  ）

住所 〒　　　-

TEL 携帯

フリガナ

［申込代表者］

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

本人／家族

本 ・ 家

本 ・ 家

本 ・ 家

本 ・ 家

本・家

被保険者証の

記号 番号
年齢＊

代
表
者
記
載
欄

申
込
者
全
員
記
載
欄

〒102-0075
東京都千代田区三番町 1-5

石油製品販売健康保険組合

総務課 総務係 宛

キリトリ線

申込時の注意

●右記の「宛先」「参加申込書」をコピーして切り取り、

必要事項を記入の上郵便で（申込書を封書または

　はがきにはがれないよう貼りつけて）お申し込みください。

●参加の申し込みは郵便でのみ受け付けます。

　FAXでは受け付けません。

●申込期日は８月１９日（金）必着とします。

●参加人数は１口５名までとします。

●申込後の人数変更はできません。また重複申込は無効

となります。

●参加費は無料ですが、現地までの交通費は自己負担

でお願いします。

●申込多数の場合は抽選とさせていただきます。

●当選の発表は、当選者に９月初旬までに当選した旨を

郵便でお知らせします。

●申し込みをキャンセルする場合は、速やかにご連絡く

ださい。

※申し込みの際に取得した皆様の個人情報は、当該イベントの開催
運営並びに傷害保険加入の手続きのために利用させていただき
ます。また、ご本人の了承のない限り、当該イベントの目的以外に
使用したり第三者に提供することはありません。 〈問い合わせ先〉 総務課 TEL：03-3265-3237

以下の注意事項をよくお読みの上、お申し込みください。

申込方法

宛先
［ コピーして切り取り、宛名ラベルとしてお使いください ］

参加申込書
［ コピーして切り取り、必要事項をご記入の上郵送してください ］

記入時の注意

●「代表者記載欄」には、申込代表者の氏名、住所
（チケットの送付先）、電話番号、加入事業所
名をご記入ください。

　※電話番号は日中連絡のとれる番号をご記入く
ださい。

●「申込者全員記載欄」には、申込代表者の方も
あらためて氏名等を記入してください。

●「本人／家族」の種別は、それぞれ該当するほう
に○印をつけてください。

　※当組合の保険証に、本人（被保険者）／家族
（被扶養者）のどちらか記載してあります。

●「年齢」は参加当日の年齢をご記入ください。
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健診は体の総点検をするせっ
かくのチャンス。自分の健康
を守るのはもちろん、結果的
には医療費の節約にもなると
いうことをお忘れなく。

年をとれば、
多少太ってくるのは
仕方ないわ

健診を受けないツケは思った以上に大きい！
監修● 福田 洋　順天堂大学医学部総合診療科　准教授

ずっと健診を受けず、
こんな生活を続けていると……

● 余った料理は、もったいないから自分が食べる
● ストレスは甘いものを食べて解消
● つまみ食いをよくする
● 運動はほとんどしない
● 歩いて５分のスーパーにも車で行く

健診を受けていないと、これだけの医療費がかかる？！

糖尿病で在宅インスリン注射、毎月受診の医療費

１カ月で 約22,000円（目安）

医療機関での
窓口負担 約6,600円 1年間でかかる

本人負担医療費 約80,000円
（参考：医療費の基本としくみがよ～くわかる本,2012）

これを放置しておくと…

例えば…

数年後、気づかないうちに糖尿病を発症。

糖尿病を発症後、高血糖状態をそのまま放置していると、
３大合併症を引き起こすリスクが高まる。

肥 満 高血糖状態

傷の処 置が遅れる
と、壊

え

疽
そ

になり、足を
切断するケースも。

糖尿病性神経障害

失明の恐れがある。

糖尿病性網膜症

重症化し腎不全に
なると、透析療法が
必要。

糖尿病性腎症

子ども（10歳） お父さん（43歳）

秋の婦人健診の申し込みは、7月15日（金）にていったん締め切りましたが、
実施期間前の9月30日（金）までは追加申し込みを受け付けています。
ご希望の方はお早めに申込書をFAXしてください（郵送も可）。
詳細はせきゆけんぽHPをご覧ください。※会場に空きがなく申し込みできない場合に限り後日ご連絡します。秋の婦人健診

まだ間に合います！

┃知っておきたい！┃

家庭の医療費学
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この間の健診で、
お父さんはメタボ
予備群だったけど、
お母さんはどうなの？

うーん、ここ数年は
受けていないから
わからないけど、
元気だから

心配いらないわ。

え―っ！
もう何年も
受けてないの？

お母さん（39歳）

出典：「平成26年 国民健康・栄養調査」（厚生労働省）

健診を受けていないと、自分
の体の変化に気づくことがで
きません。症状が現れたとき
には、病気が進行し重症化し
ていることも。そうなると、医
療費の負担も大きくなります。

女 性

お母さんは
ココ！
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女性限定

30名様無料ご招待“リバウンドしない”ための
一生ものの知識が手に入るセミナー開催

Message

キレイになれるコツ満載のセミナーで、
輝くときめきの一日を過ごしませんか? 
当日、皆さんにお会いできるのを楽しみ
にしています。ドーナツボールを使ったエクササイズを行いますので、

伸縮性のあるパンツなど、動きやすい服装でご参加ください。ご注意

セミナーに参加して一緒に理想の体型を目指しましょう！

RIZAP
トップトレーナー

板倉 裕樹 氏

平成28年9月7日（水） 10：30～12：30

日時

新宿フロントタワー20F RIZAP会議室
〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1
丸ノ内線「西新宿駅」から徒歩3分
※各路線「新宿駅」からも徒歩15分前後です。

場所

せきゆけんぽ 健康管理課に電話でご応募ください。
TEL 03-3265-3289
応募受付 月曜～金曜 9：00～17：00

応募方法

女性限定
せきゆけんぽの女性被保険者および被扶養者
※せきゆけんぽに加入されていないお友達やご家族の方も1名まで同伴OKです。

応募資格

8月12日（金）
※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
※状況により追加開催も検討します。

応募締切

10：00 受付開始
10：30 セミナー開始

12：00 ランチ
12：30 セミナー終了

当日のスケジュール

セミナー講師
紹介

もっと、こうだったらいいのに……を実現！

女性の永遠のテーマ、ダイエット。でも、「いつも挫折してしまう」「すぐにリバウンドしてしまう」……こんな経験がある方は多い

のではないでしょうか。そこでせきゆけんぽでは、RIZAPの人気トレーナーを講師に招いて、女性限定の健康セミナーを開催。

ダイエットとリバウンドのメカニズムを知ることで、10年後、20年後もキレイでいられる効果的なダイエットの秘訣をご紹介します。

講師は

RIZAP
トップトレーナー

担当ゲストのダイエット目標達成率

99.7％

参加者全員に

プレゼント

ドーナツボール＆
講師おすすめの
ダイエット本

肥満遺伝子検査が

無 料

肥満遺伝子のタイプを知れば

ダイエットはぐっと簡単！

（簡単な自己採取法、通常7,800円）

新宿高層ビルからの
景色を眺めながら楽しくランチ。

ヘルシーなメニューを
ご用意しています。
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第19期 組合会議員 が決まりました

理事長

酒井 英彦
株式会社大釿

常務理事

浜名 一
石油製品販売
健康保険組合

理事

阿部 匡
ダイヤ通商株式会社

理事

荒木 敬一
株式会社荒木

理事

渡邉 勇人
北日本石油株式会社

理事

渡辺 悦孝
ユニオン石油株式会社

理事

宍戸 大三
武蔵石油株式会社

議員

谷口 壽亜
青山石油販売株式会社

議員

田山 高澄
株式会社

千代田エネルギー

議員

菅野 信之
中央シェル

石油販売株式会社

議員

久保 和夫
株式会社

タテノコーポレーション

議員

川端 定則
川端石油株式会社

議員

亀岡 幸子
亀岡商会

ホールディングス株式会社

議員

奥田 洋史
株式会社ソニックス

議員

大家 章嘉
株式会社大家商店

議員

大谷 匡広
大谷石油株式会社

監事

松本 宏道
明光石油株式会社

　当健保組合第18期の組合会議員の任期が、平成28年6月10日をもって満了いたしました。これに伴う改選が6月

13日に行われ、下記の34名の方が第19期組合会議員に決まりました。また、同月20日には新議員の方々による総

選挙が行われ、14名の理事と2名の監事が選出されるとともに、理事長には酒井英彦氏（株式会社大釿）が再任さ

れました。続く同日開催の組合会において、酒井理事長より常務理事の指名があり、浜名一氏（石油製品販売健康

保険組合）の就任が承認されました。

　任期満了に伴い退任された皆様方には、これまで組合運営にご尽力くださいましたこと、心より感謝申し上げま

す。今後とも、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

事業主様の中から選ばれた議員
（順不同、敬称略）

選定議員
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が決まりました 　健康保険組合を取り巻く環境は、一時期と比べわずかに回復の兆しが見えるもの
の、少子高齢化の影響による医療費と高齢者納付金の増加により、引き続き厳しい
局面が予想されます。
　このような状況の中、このたびの組合会議員改選により、引き続き理事長にご推
挙いただき、誠に光栄に感じるとともに、その責任の重さを強く受け止めております。
　甚だ微力ではございますが、現在当組合が直面している難局を乗り切るべく、今般
改選された議員の方々とともに、専心努力してまいる所存でございます。
　今後とも、なおいっそうのご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、簡単では
ございますが、再任のご挨拶とさせていただきます。

理事

井口 一与
株式会社井口鉱油

理事

押切 竜一郎
カネダ株式会社

理事

柳原 道郎
中外石油株式会社

理事

矢島 幹也
ヤジマ石油株式会社

理事

松下 庄一
株式会社松勇

理事

福田 有吾
株式会社共栄オーメック

理事

田巻 寛
昭和礦油株式会社

議員

小泉 明
東電フュエル株式会社

議員

川上 裕志
アイ・エス・ガステム

株式会社

議員

垣見 佐右衛門
垣見油化株式会社

議員

石原 彰
株式会社日陸

監事

高嶋 孝典
東京都石油業協同組合

議員

渡邊 勝英
全国石油業共済
協同組合連合会

議員

福田 博夫
株式会社吾妻商会

議員

比毛 新太郎
東新エナジー株式会社

議員

千原 涼一
太陽鉱油株式会社

議員

高橋 正光
株式会社高橋商店

被保険者の皆様の中から選ばれた議員
（順不同、敬称略）

互選議員

理事長
再任の
ご挨拶

理事長

酒井 英彦
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　私たちが医療機関の窓口で支払うの
は、医療費のほんの一部だということを
ご存じですか？　残りの医療費は健康保
険でまかないますが、健康保険組合の主
な財源は、事業主と私たちが納める保険
料です。医療費が増え続ければ、自己負
担割合や保険料の引き上げというかたち
ではね返ってくることにもなるのです。

なぜ適正受診が
必要なの？ 医療費の7割は

健保組合が負担
※小学校入学～69歳の場合

（注） 窓口で支払った金額が3,000円の場合、実際の
医療費は10,000円です。残りの7,000円は健
保組合が負担をしています。

健保組合負担
7割

私たちが窓口で支払う金額は、医療費の一部
にすぎません。大切な保険料を有効に使うた
めに、賢い医療消費者を目指しましょう。適正受診のススメ

医療費節約の近道

窓口負担
3割

上手に医療機関にかかるには？

診療時間外の受診には一定額の加算があります。やむをえ
ないときを除き、控えましょう。診療時に聞き忘れたことを
電話で問い合わせることも、再診扱いとなり有料です。

時間外・深夜・休日受診は控えるPoint 1

病気やけがのときは、まずかかりつけ医に相談を。紹介状が
ないまま大病院を受診すると、特別料金（初診時に5,000
円以上、再診時に2,500円以上）が上乗せされます。

かかりつけ医をもつPoint 3

ひとつの病気で安易に医療機関を変えると、診察や検査、投
薬が重複し、医療費が増えるだけでなく、患者の体にもマイナ
スです。これはセカンドオピニオンとは異なる受診行為です。

はしご受診はしないPoint 2

業務上の病気やけが、通勤途上のけがは労災保険が適用と
なります。その場合、治療費の全額が保険適用となり、本
人の自己負担はありません。

業務上や通勤途上のけがは労災保険Point 4

なんと!

　全国の健康保険組合にとって過重な負担となっている高齢者納付金等
の影響により、当組合においても長年赤字決算が続いておりました。
　しかしながら、平成２７年度の決算の経常収支においては６億７000万円
の黒字を計上することができました。これもひとえに、加入者の皆さまの
当組合の事業運営に対するご理解と、医療費抑制の取り組みに対するご
協力によるものと感謝申し上げます。
　とはいえ、少子高齢化が加速する今後を見据えて、さらなる財政改善
策に取り組まなくてはなりません。特に医療費については、以前より抑制
されているとはいえ、東京都の総合健康保険組合の一人あたりの平均額
に比べ、約5万円も高い状況となっております（東総協調べ）。
　引き続き、医療費抑制のための対策として、ジェネリック医薬品の利
用促進や医療費通知のご案内、健康診断の受診勧奨を進めてまいりま
すので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

※当決算報告は7月の決算組合会を経て正式決定されます（原稿は
平成28年6月作成）。決算組合会後、ホームページにて改めて
ご報告いたしますのでご参照ください。

平成27年度決算（概要）のご報告

東京都の総合健保の
一人当たり医療費

せきゆけんぽの
一人当たり医療費

213,337円 266,031円

【平成27年度】
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例2
ストレスフリー

コミュニケーション

新商品の企画会議中、意見が出ず、なかなか議論
が始まらない。自分なりの案を出してみたところ、「そ
れを今の人員でやるのは無理なんですけど」と、あっ
さり否定されてしまった。

否定されてイライラ
Case2

会議はまた静まりかえり、一向に案は出
ず、イライラはつのる。

つい嫌味を返してしまい険悪な雰囲気
に。周囲の人たちも困った様子。

Win-Winを目指す 自分だけでなく、相手の利益にもなることを想像して言葉にすると、伝わりやすくなります。「現場の実作業を
減らす」という前提条件の見直しは、相手にとってもメリットになるはずです。

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

「はぁ、そうですよね……」

（心の声）
自分の提案はないくせに!

文句言うだけなら楽だよね、フン!

「だったら、
いい案をお持ちなんですよね。
出してみてくださいよ!」

「現場だけですべてをやろうとな
ると、リソースの問題がありますよ
ね。実作業は外部を使うとか、前
提条件から見直してみたらどうで
しょう？規約を外してみると、色々
な企画が考えられそうですよ」

例1
イライラ

イライラ

自分からは提案しないけど、他人
の提案は否定するタイプ。どう対応
する？

現場から言わせて
もらえば、それを
今の人員でやるのは
無理なんですけど

イライラしない

▶症状
軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹、結膜炎、倦怠感な
ど。すべての感染者が発症するわけではなく、症状がないか、軽
症のため気づかないことも。

▶ワクチン・治療薬
予防ワクチン・治療薬ともになく、症状に応じた対症療法のみ

▶潜伏期間
通常２日～７日。

ブラジルを中心とした中南米でジカ熱（ジカウイルス
感染症）が多数報告され、WHO（世界保健機関）は

「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」を宣
言しました。日本国内では、今年の２月に、医師による
届出義務のある“4類感染症”に追加されています。

ジカ熱って
どんな感染症？

おもに中南米やその周辺地域で流行しています。
◉中南米・カリブ海地域（ブラジル、コロンビア、メキシコなど）
◉オセアニア太平洋諸島（フィジー、ニューカレドニアなど）
◉アフリカ（カーボベルデ） 
◉アジア地域（タイ）

流行地

ワクチンなどはないため、蚊に刺されないことが大切です。
◉流行地では、長袖、長ズボンを着用し、できるだけ肌を露出しない。
◉こまめに虫よけ剤をつける。

ジカ熱を予防するには

ジカ熱との関連性が示唆されているもの
ブラジルの流行では、妊娠中の感染により、
胎児の小頭症の増加がみられています。
◉小頭症 ◉ギラン・バレー症候群

今年の8月～9月には、ブラジルのリオデジャネイロで、夏季オリンピック・パラリンピックが開催されます。
もし海外で蚊に刺されて心配な場合は、帰国時に空港等の検疫所や保健所に相談してみましょう。観戦旅行はご注意をTOPICS

・ ヒトスジシマカは日本のほとんどの地域

に生息（秋田県および岩手県以南）

・ ネッタイシマカは日本には常在しない

・ デング熱やチクングニア熱も媒介

ヤブカ属
ヒトスジシマカ
ネッタイシマカ

妊婦は

要注意
？！

▶感染経路
ジカウイルスを持った蚊に刺さ
れることで感染。人から人への
直接感染はほとんどしない（母
体から胎児への垂直感染によ
り、先天性障害を起こす可能
性はあるとされている）。
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熱中症を予防する6つのポイン
ト

●できるだけ高温多湿、炎天下での外出は控え、日陰を選ん
で歩く。

●外出時には日傘、帽子を使用。
●室内ではクーラーや扇風機を利用する （めやすは室温28℃）。

1 暑さを避ける

●のどが渇いたと感じる前に水分をとる。
●たくさん汗をかいたときは水分だけでなく塩分も補給。

3 こまめに水分補給

●ふだんからウォーキングなどで汗をかく習慣をつける。
●食欲がないときは少量でもいいので、栄養バランスのよい

食事を心がける。

5 暑さに備えた体力づくり

●通気性がよく、吸汗・速乾性がある衣類を選ぶ。
●熱を吸収しやすい黒色の服は避ける。
●熱や汗を逃がすため、襟元はできるだけゆるめる。

2 服装は涼しく

●急に気温が上がる梅雨明け後の数日間は要注意。
●猛暑日や熱帯夜が３～４日続いた頃に熱中症は急増する。

4 急に暑くなる日に注意

●朝食や水分をとらずに、暑いところで活動することは避ける。
●体調がすぐれない人、基礎疾患のある人は熱中症になりや

すいため、暑いところでの活動には注意する。

6 行動は体調にあわせて

熱中症にご用心!
梅雨が明け、本格的な夏に移行する時季から気をつけたいのが「熱中症」。

重症になると命にかかわることもあるので、あなどることは禁物です。
どのようなときに熱中症が起こりやすいのかを知って予防に努めましょう。

熱中症をあなどってはいけない 気をつけたいのはこんなとき
　私たちの体には、熱くなると末梢の血管を広げたり、汗
をかいたりして体温を下げようとする調節機能が備わって
います。しかし、この調節機能がうまく働かなくなると、体
内に熱がこもり、やがてめまいや不快感、意識障害などの
症状が現れます。この状態が「熱中症」です。
　熱中症による死亡数は増加傾向にあり、ただの暑気あた
りとあなどることは非常に危険です。高齢者や子どもは重
症化しやすいため、とくに注意が必要です。

　熱中症が起こりやすい環境的要因には「気温が高い」
「湿度が高い」「風通しが悪い」「日差しが強い」などがあり
ます。こういった環境下では汗をかいても蒸発しにくく、
体の放熱がしにくくなるからです。
　また、熱中症が起こるのは炎天下の屋外とは限らず、風
通しの悪い体育館や閉め切った車中など、室内で重症化す
る例が増えています。とりわけ、暑さを感じにくくなる高齢
者は、高温の自宅で冷房をかけずに過ごし、気がついたら
倒れていたというケースが典型のため、周囲が十分注意を
払う必要があります。

命にか
かわる

ことも
ある

事業所名称変更

杉本ワークス株式会社

新事業所名称

杉本石油ガス株式会社

旧事業所名称

東京都葛飾区

所在地

平成28年5月25日

変更年月日

事業所所在地変更

事業所名称 新所在地 旧所在地 変更年月日

事業所数
864

被保険者数 
19,970人

男 15,845人

女   4,125人

平均標準報酬月額 
351,425円

男 376,661円

女 254,487円

渡辺石油株式会社 東京都大田区 東京都中央区 平成28年4月18日

大智化学産業株式会社 東京都中央区 東京都墨田区 平成28年5月27日

【事業状況】 ※平成28年5月末現在【公告】
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作り方

❶ 【A】の野菜はすべて、1.5㎝角に切る。
❷ 鍋にオリーブ油を入れ、❶をさっと炒める。【B】とつぶしたにんにくを加

え、10分ほど煮る。
❸ 塩、黒こしょうで味を調え、枝豆、ヘタをとったミニトマトを加える。トマ

トの皮がはじける程度温める。
❹ 器に❸を盛り、温泉卵を割り落とす。好みでパルメザンチーズやジェノ

バペーストを添えてもおいしい。

Soup

作り方

❶ 鶏もも肉は皮目にフォークなどで穴をあけ、均一な厚みになるよう包丁
を入れる。塩、黒こしょうをすりこんでおく。

❷ フライパンを熱し、❶を皮目から中火でゆっくり焼く。ヘラなどで押さえ
つけながら3分ほど焼き、皮がカリカリになったら、返して中まで火を通す。

❸ 大根とにんじんは千切りにして塩を振ってもみ、しんなりしたら水洗いし
て絞る。

❹ ❸に【A】の甘酢をからめる。❷を食べやすい大きさに切る。
❺ 皿に❹を盛りつけ、ブロッコリースプラウトを飾る。
❻【B】のキムチを刻み、【B】のすべてをよく混ぜ合わせてサラダに添える。

Salad

夏は、汗で水分が失われ、血液がドロドロになりやすい季節。

こまめな水分補給と血液がサラサラになるような

バランスのよい食事を心がけ、元気に夏を乗り切りましょう。

186kcal

一人分

223kcal

一人分

料理：田中可奈子　写真：片柳沙織　構成：大嶋律子（ジラフ）

材料（2人分）

にんにく …………1かけ
オリーブ油 ………大さじ1
塩 …………………小さじ1/2
黒こしょう ………適宜
ミニトマト …………4個
枝豆（ゆでてはじいたもの）
　　 ………………適宜
温泉卵 ……………2個

たまねぎ …………1/3個
にんじん …………1/4本
ズッキーニ ………1/2本
セロリ ……………5㎝
パプリカ …………1/4個

スープ ……………2カップ
白ワイン …………大さじ1

【A】

【B】

材料（2人分）

鶏もも肉 ………… 1枚（160g）
塩………………… 小さじ1/3
黒こしょう ……… 少々
大根……………… 150g
にんじん ………… 70g
ブロッコリー
　スプラウト …… 1パック

酢、水 ………… 各小さじ2
塩……………… 小さじ1/4
砂糖…………… 小さじ1

納豆…………… 1/2パック
キムチ ………… 20g
ヨーグルト …… 大さじ１
納豆のタレ …… 1/2
マヨネーズ …… 大さじ1

【A】

【B】
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北の景勝地として名高い十和
田湖。日本の湖の中では第3位
の深さを誇り、藍色をたたえる湖
面はまるで鏡のように美しく神秘
的だ。新緑や紅葉の名所として
も知られ、シーズン時には特に、
四季を満喫しに訪れる人などで
あふれる。

十和田湖（十和田市）

毎年8月に開催される祭りで、国の「重要無形民俗文化財」にも指定されている。期間中
は300万人を超える人出を数え、約3.1kmのコースを運行する20数台の巨大ねぶたは迫力
満点。勇ましい掛け声とともに祭りをさらに盛り上げるのは、ハネトと呼ばれる踊り子。公認衣
装を着用していれば誰でも参加可能だ。

青森ねぶた祭り（青森市）

今から約5500年前～4000年
前の縄文時代の集落跡。平成
4年からの発掘調査で集落全体
の様子や当時の自然環境など
が解明され、多くの縄文土器、
石器、栽培植物も出土している。
遺跡は通年で公開され、自由に
見学できる。

三内丸山遺跡（青森市）

東北新幹線八戸駅開業に合
わせ14年前にオープン。いまや
観光客だけではなく、地元客や
出張族にも親しまれる屋台の聖
地だ。リサイクルシステムの構
築、全域のバリアフリー化など、
日本初の「環境対応型屋台村」
としても名高い。

八戸屋台村みろく横丁（八戸市）

世界の珍しい水生動物を約
300種・1万点を展示する人気の
水族館。トンネル水槽で頭の上
を魚の群が通りすぎれば、さな
がら海中散歩をしている気分。
屋内プールでは1年を通してイル
カのパフォーマンスが楽しめる。

青森県営浅虫水族館（青森市）

せきゆけんぽ
契約保養所
ご案内

青森県
本州最北端にある青森県。日本有数の豪
雪地帯として知られるが、古代から文化が栄
えてきた地域であり観光スポットは多い。夏
から秋にかけて楽しめる豊かな自然も魅力
のひとつ。これからの季節にぜひ訪れてみたい。

【あおもりけん】

利用者が直接、JTB各支店の
窓口または電話で予約（WEB
予約は不可）。
（注）		必ず「石油製品販売健康保険組

合」の組合員であることを申し出
てください。

予　約 申　請 宿　泊

予約完了後、JTBまたは当健
保から「契約保養所（宿泊）利
用申込書」を取り寄せ、必要事
項を記入し当健保総務係へ郵送
（FAXは不可）。当健保にて内
容を確認し、承認印を押印した
「利用申込書」を郵送にて返送。被保険者、被扶養者ともに、1泊につき3,000

円（年度内に2泊まで）を補助します。青森へ
お越しの際はぜひご利用ください。

返送された「利用申込書」を宿
泊前までにJTB窓口へ持参し、
旅行代金（補助金額を差し引い
た分）を支払い、予約日に宿泊。

ご利用方法

JTB（国内旅行のみ）

補助金対象

祝！北海道新幹線開業


