
石油製品販売健康保険組合

せ き ゆ け ん ぽ

健診と保健指導で
“からだメンテ”！
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！

ご家庭に
お持ち帰り
ください

◉特集



自覚症状なく進む生活習慣病やがんの芽を
摘み取るためには、健康なうちに受ける健診
が欠かせません。自分や大切な家族のために
も、年1回きちんと健診を受け、早期発見・予
防のチャンスを逃さないようにしてください。

早期発見・予防のチャンス特集

健康診断・特定保健指導は、東振協へ委託し、全国約700カ所の健診機関で実施します。

東振協の契約健診機関以外で受診される人は、せきゆけんぽの補助金制度をご利用ください。

生活習慣病のリスクが高い状態を放置しておくと、脳卒中や心筋

梗塞など命に関わる深刻な病気になる可能性が高くなります。

健診の結果から生活習慣病になるリスクが高いと判断された方へ

は、「特定保健指導」によって生活習慣改善をサポートします！　費

用はせきゆけんぽが全額負担。自分や家族のためにも、健診結果

を生活習慣の改善につなげましょう。

また、せきゆけんぽでは「健康相談室」（P8参照）や、各種健康セミ

ナーを開設しています。皆様のご利用・ご参加をお待ちしています

特定健診としての健康診断は、40歳以上の方に対し、法

律で受診が義務付けられています。また、健保組合が負

担する後期高齢者支援金の金額は、皆さんが特定健診や

特定保健指導を受けるかどうかで大きく変わってきます。

もし、対象者にもかかわらず、法律で決められているこれ

ら特定健診や保健指導を受ける人が少なければ、支援金

が増額されて健保財政は確実に圧迫されます。健保財政

が苦しくなれば、皆さんの保険料アップにつながるおそれ

もあります。

冊子『健康診断のご案内』は、3月上旬に各事業所（本社）および任意

継続被保険者様宛にお送りする予定です。健康診断に関する事項は、

せきゆけんぽホームページでもご覧になれます。ご質問やご不明な点

は、せきゆけんぽ健康管理課へお問い合わせください。

03-3265-3289

＊ 配偶者以外の被扶養者は
25歳以上が対象です。

※対象年齢は平成29年3月
31日までに達する年齢です。

東振協・健診コース別
自己負担金

人間ドック
（D1コース）

生活習慣病健診
（Bコース）

一般健診
（A2コース＊）

春季・秋季 婦人健診
（Cコース）

40歳以上の
被保険者・被扶養者

20,000円 5,000円 無料 5,000円

30歳以上の
被保険者・被扶養者

ー 5,000円 1,000円 5,000円

29歳以下の
被保険者・被扶養者

ー ー 1,000円 ー

一般的な料金 40,000円 20,000円 10,000円 30,000円

40歳以上におすすめ！ 30歳以上の女性におすすめ！

40歳以上の被保険者・被扶養者には、人間

ドックに匹敵するD1コースをご用意していま

す。一般の人間ドックなら通常40,000円か

かるところ、半額の20,000円の自己負担で

受診できる大変お得なコースです。

40歳以上におすすめ！

そこで…

せきゆけんぽの補助がないと…
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若い世代では、女性のほうが「がん」になりやすいこと

をご存じですか？　がんのリスクは高齢になるほど高

まりますが、20代から40代では女性のほうががんに

なりやすく、30代から40代の罹患率は男性の２倍以

上にもなります。とくに乳がんは、生涯を通じて女性

のもっともかかりやすいがんなのです。しかし、いずれ

も検診で早期に発見し、早い段階で治療を始めれば

治る確率も高まります。

家事や子育てに追われる女性の中には、

「とりあえず健康だから」「忙しくて時間が

とれないから」と、健診から足が遠のいて

いる人も少なくありません。また、「費用が

気になって……」と、受診をためらわれる

場合も多いようです。しかし、家庭の中心

にいる女性は、いわば影の大黒柱。皆さ

んが体調を崩してしまっては、困ってしまう

人がたくさんでてしまいます。健診は、病

気の芽を未然に摘むためにあるのです。

女性にやさしいさまざまなサービスを展開する健診施設のご案内です。

あなたにあった健診施設がきっと見つかります。

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

女

（歳）

800
（対人口10万人）

「地域がん登録全国推計によるがん罹患データ」2011年

◆ 男女の年齢別がん罹患率
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男性の2倍以上！

女性にやさしい
健診施設のご案内

東振協Bコースとほぼ同等の検査項目に、乳房エコー検査・子宮頸がん検査

を含んだ健診が、自己負担5,000円で受診できる女性にお得なコースです。

30歳以上の女性におすすめ！

春季　〔申込期間〕12月～1月　〔実施期間〕4月～7月
　　　申込みは〆切りましたが3月31日までは追加申込みを受付けています。なお、会場
　　　に空きがなく申込みができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

秋季　〔申込期間〕6月下旬～7月中旬　〔実施期間〕10月～1月
　　　6月中旬に詳細をご案内します。

注目
の
施設

淀川健康管理センター
　大阪市淀川区　　06-6303-7281　
　阪急神戸線・宝塚線・京都線十三駅

近畿健診センター
　大阪市北区　　06-6365-1655　
　地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅

福島健康管理センター
　大阪市福島区　　06-6441-6848　
　JR環状線野田駅・JR東西線新福島駅・
　地下鉄千日前線玉川駅

健診プラザ日本橋
　東京都中央区　　03-3693-7240　
　東京メトロ日比谷線小伝馬町駅

フィオーレ健診クリニック
　東京都新宿区　　03-5287-6211　
　都営大江戸線・東京メトロ副都心線東新宿駅

一番町健診クリニック
　仙台市青葉区　　022-251-7261　
　地下鉄南北線勾当台公園駅

健診スタッフが女性のみ
レディースデーあり
女性専用スペースあり
託児所あり
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　昨年11月、接骨院で施術したように装い、健康保険から支払われる療養費（総額１億円強）を不正請求するという事件が起

こりました。知らないうちにかかわったとされる患者役の中に芸能人がいたこともあり、メディアで大きく取り上げられましたの

で、記憶されている人も多いと思います。不正を行った当事者が悪いことは言うまでもありません。しかし、本人の知らないとこ

ろで、いつの間にか患者役として不正行為に加担させられ共犯と疑われた被害者が多く、注意が必要です。

　以前より、接骨院だけに限らず医療機関等の不正請求は、「医療

費　むしばむ架空請求」と取りざたされています。これは医療費高騰

に直結するため、国から厳しい審査が求められています。このような不

正行為に巻き込まれないようにするには、定期的に「医療費通知」をご

自身でチェックするしかありません。

　医療機関等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、せきゆけんぽのホーム

ページから簡単にご確認いただけます。チェックして「こんなに通院して

いない」「こんなに薬をもらっていない」など不審な点がありましたら、

医療費のお知らせヘルプデスク（03-5213-4540）までご連絡ください。

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

　医療機関等からの「水増し請求」「架空請求」などの
不正や間違いが起きないよう、健保組合も国から審査
の強化を求められています。
　せきゆけんぽでは、不正請求を防ぐため、治療日数が
多い、長期にわたり繰り返し治療が行われている、複数
の家族が同時期にけがをされているなどの場合は、治療

内容や負傷原因などについて皆さんに照会させていた
だくことがあります。
　不正な請求があると、医療費だけでなく高齢者納付
金にも影響し、当組合の保険料にまで影響が及んでしま
います。皆さんの大切な保険料を適正に使用するために
も、適切な受診にご理解・ご協力をお願いいたします。

巻き込まれないよう

十分注意してください

負傷原因・治療内容などについて照会を行っています
せきゆけんぽからのお願い

こんな『事件』がありました

医療費通知を確認しましょう

せきゆけんぽ 検　索

スマホ版も
あります！

!Caution
接骨院の受療で

さらに定期的に

まずは、接骨院等で健康保険が使える条件を、今一度確認しておきましょう。

同封のパンフレットを今すぐチェック！

医療機関等の不正に…
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　平成27年10月13日、第2回健康保険委員会が、石油健保ビル3

階会議室にて開催されました。

　当日は13時より開会。第1部として事務局から、データヘルス計画

を進めていく上で重要な広報媒体の現状と説明や、健診などを事業

主と協働で進めていくコラボヘルス等について説明がありました。その

場での質問を受けつける要領で進行し、委員の皆さんの貴重な生の

ご意見をうかがうことができました。

　また、第2部として保健同人社から講師を迎え、「ストレスチェック」

についての講義が行われました。このストレスチェックの実施について

は、委員の方々の関心も非常に高く、皆さんが真剣に受講されておら

れた姿が印象的でした。

　次回は来年度の開催を予定しています。

　メタボ体型を脱却するには、糖質の制限が有効である

といわれます。そこでせきゆけんぽでは平成27年11月13

日、プライベートジム「ライザップ」が監修する低糖質カフェ

「LOCABO CAFÉ（ロカボカフェ）」にて、低糖質メニュー

体験セミナーを開催しました。

　参加者は平成26年度の健診において、BMI25以上か

つHbA1c6.0以上（あるいは血糖値110以上）で、東京

近郊にお住まいの被保険者・被扶養者の皆さん。当日の

セミナーでは、講師のロカボカフェ責任者・杉浦泰治さん

から、自身も低糖質メニューによる13kgの減量で、メタボ

体型を脱却したという成功体験をお話いただきました。ま

た、アドバイザーのライザップ株式会社・板倉裕樹さんか

らは、リバウンドしないためには基礎代謝を上げるための

運動も必要であるとのお話をいただきました。

　その後、ロカボカフェの低糖質メニューを実食。糖質制

限でカロリーを気にせず食べることができ、しかもおいしい

と、参加者の皆さんからは満足の声が多く聞かれました。

帰りには記念品をお持ちいただき、セミナーは予定どおり

終了しました。

講義に熱心に耳を傾ける委員の皆さん

お話には、効果的にメタボ脱却を図るヒントがいっぱい

低 糖 質メニューの
一例。おいしいうえ
にボリューム満点！

第2回健康保険委員会が開催されました

「低糖質メニュー」体験セミナーを実施！
ライザップ監修のカフェで
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楽しかったウォーキングの思い出がこの1枚に！

平成27年10月18日（日）、横浜・八景島シーパラダイスで行われたウォーキング大会にて、フォトコンテス

トが開催されました。テーマはウォーキング中に見たり感じたりした「喜」「動」「愛」「楽」のいずれか。多く

の方からすばらしい思い出の1枚が寄せられ、厳正なる審査の結果、次の作品が受賞されました。

テーマ

『楽』

テーマ

『愛』

梶田淳様

菊池紀子様

（クオカード10000円
相当贈呈）

（クオカード5000円
相当贈呈）

理事長賞

金賞
今年（開催当時）の

7月に生ま

れた赤ちゃんイル
カとおかあ

さんイルカです。ド
ーム型水

槽の上方を仲良さ
そうに泳ぎ

回っていました。

水槽の中を自在に泳ぎ回る
「ハイイロアザラシ」。時には
逆さになって楽しそうに泳ぐ姿
も見せてくれます。そんな中、
ちょうど撮影のためにポーズ
を決めてくれたように直立不
動となったので、逃さずシャッ
ターを切って撮った1枚です。

第1回
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　平成27年10月18日（日）、せきゆけんぽ加入者およびご

家族の皆さん約450名が参加のもと、恒例のウォーキング

大会が横浜・八景島シーパラダイスで開催されました。

　当日の朝は曇りでしたが、昼前からは快晴となる絶好の

ウォーキング日和。参加された皆さんは水族館を中心に、

ジェットコースターなどのアトラクションや島内の散策など、

思い思いに楽しまれていました。また、今回はあわせてフォト

コンテストが開催されるとあって、携帯カメラはもちろん本

格的なカメラで被写体を追う姿も多く見受けられました。

　夜になると園内は美しいイルミネーションに彩られ、昼間

とはまた違った雰囲気に。楽しい秋の一日の思い出が、皆さ

んの胸にいっそう深く刻まれたことでしょう。

ご参加ありがとうございました！

テーマ

『喜』

テーマ

『楽』

望月のぞみ様

菅原寛亮様

（クオカード3000円
相当贈呈）

ファミリー賞

「初めて自分ひとりで釣りました！
楽しい1日でした！」
無理して喜びを抑えたような、そ
れでいて得意気な表情が何とも
いえずかわいらしいです。

「500円で館内の
『ぬい

ぐるみくじ』を引い
たら、

こんなに大きいシ
ロイル

カのぬいぐるみをゲ
ットし

ました！なんと1等賞
！」

お母さんのほうが
うれし

そう……！？

ファミリーウォ
ーキング

at

横浜・八景
島シーパラ

ダイス
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　男性が50歳前後になると、気分が沈み込んだ

り、身体的な不調になったりしても、病院の診察

では、特に異常が見つからないことがあります。そ

ういった場合、男性の更年期障害が疑われます。

　更年期障害は、加齢に伴い性ホルモンの分泌

が減少することで起こり、意欲や気力の低下、疲

労感、倦怠感、頭痛やめまい、耳鳴り、発汗、ほ

てり、性機能の低下など、さまざまな症状が現れ

ます。女性の場合、閉経の前後10年間に急激

に症状が現れますが、男性の場合は、20歳前後

から徐 に々性ホルモンが減り始め、40〜50代に

なってから心身の不調を感じるようになります。

　男性の更年期障害は、女性と比べてあまり知ら

れていないため、心身の不調があっても、内科な

どで受診するのが一般的で、更年期障害の治療

をする泌尿器科までなかなかたどり着けません。

女性の婦人科のように、泌尿器科は広く男性特

有の症状を扱っているので、調子が悪いときは、

泌尿器科での受診も選択肢に入れてください。

　男性更年期障害の診断は、自覚症状と採血に

よる男性ホルモン値の測定で行います。治療は、

不足した男性ホルモンを補うホルモン補充療法

が基本です。多くの人はこれで症状の改善が見

られますが、薬の量や間隔に関しては医師と相

談する必要があります。また、漢方薬や症状に応

じて勃起機能改善剤・抗うつ剤なども有効です。

　更年期障害は、性ホルモンの分泌の減少に、

几帳面で自己犠牲的な性格や、職場や家庭など

環境のストレスといった要因が絡み合って発症す

ると考えられています。そのため、更年期障害の

予防には、スポーツや運動などで体を動かした

り、打ち込める趣味を持つことで、ストレスをた

め込まずに発散することが、有効です。

男性の更年期障害が疑われるので
泌尿器科の診察を受けてください。
ホルモン補充療法で症状が改善します。

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）

Mental Health Repor t

文：せきねとしこ（産業カウンセラー）

●ネガティブな面を気にしてしまう自分に気づく
●悪い面だけ見ることで、
   自分の心に負担をかけていることを知る
●今日起こった小さな「いいこと」を探してみる

考え方のクセを
変えるには

誰しも考え方にクセはあるもの。
自分のクセに気づいて少し気持ちを切り替えてみませんか。

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）

　任された仕事がうまくいったのに、「もっとこうすれば良かった」「あの点は失敗だった」など
とネガティブなところに目が行ってしまう……。これは「こころのフィルター」を通して、物事の
悪い面ばかりを抽出している状態です。
　この傾向が強くなると良い面が認識できないため、気持ちが落ち込み、自信を失う引き金
になります。さらに、自信のなさが表情や言動にも出てしまうため、周りからの評価も下がり、
それを悲観してまた失敗を招くという悪循環に陥ることも。

物事の悪い面ばかりを見て良い面が見えない

　「こころのフィルター」は考え方のクセであり、悪いことではありません。ただ、万事がそれ
では心が疲れてしまうので、良い面にも目を向けられるようになりましょう。
　その方法でおすすめなのは「いいこと日記」です。実際に書かなくても、夜寝る前に今日起
こったいいことを思い浮かべるだけでＯＫです。「今朝は目覚ましがなる前に目が覚めた」「昼
食の焼き魚がおいしかった」など、些細なことでいいのです。それを積み重ねていくと、「あ
あすれば良かったけど、できたこともあるな」とバランス良く考えられるようになるでしょう。

今日起こったいいことを思い浮かべてみよう

考え方のクセを知って
上手にコントロール

こころのフィルター

「悪いところだけに

目が行く」

「悪いことばかり

思い出す」

c a s e
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マイナンバー詐欺、3つのタイプ！

　「マイナンバー制度（個人番号制度）」がいよいよ1月からスタート。皆さん、お手元に届いた「通知
カード」は大切に保管されていることと思います。「マイナンバー」は、社会保障、税金などの各分野で
管理されている個人情報をつなげる大切なもの。最近では、マイナンバー制度に便乗した詐欺も全国
で発生しているので、十分気をつけてください。

国や自治体およびせきゆけんぽから、
電話やメール等で
マイナンバーを含む個人情報を
お尋ねすることはありません！

今後は、マイナンバーを使った「なりすまし」等のトラブルも考えられます。
マイナンバーは一生使うもの。

むやみに他人に見せたり教えたりすることなく、しっかり管理していくことが必要です。

※不審な電話等があったときは相手をせず、せきゆけんぽ、
　お住まいの自治体、最寄りの警察等に連絡してください。

※平成27年12月現在の内容です。

● マイナンバーの調査です。本
人確認のため、ご住所と生年
月日を教えてください。

● 銀行口座にもマイナンバーが
適用されます。マイナンバーと
銀行口座を教えてください。

etc.

● マイナンバーが流出したら悪用
されます。情報を守るためにこ
ちらのサイトから手続きしてく
ださい。

● あなたの個人情報がもれてい
ます。削除には電子マネーが
必要です。

etc.

● マイナンバーカードは届きまし
たか？　お金を払えばすぐに届
けてあげます。

● マイナンバーの手続きのため、
この書類に押印してください。

etc.

▲

源泉徴収票への記入により給与の把握

▲

健康保険の適正な資格確認や給付

▲

年金や児童手当、雇用保険の適正な

確認や給付

▲

銀行口座情報とひもづけて資産管理

▲

健診結果や予防接種記録の異動先へ

の引き継ぎ

▲

引っ越し時のワンストップサービス

　 
など

電 話 メール 訪 問

マイナンバーをかたる

詐欺にご用心！

予定されている
マイナンバーの活用範囲
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「被扶養者資格調査書」の早期提出にご協力ください

せきゆけんぽ禁煙チャレンジ
達成報告

標準報酬月額・標準賞与額の
上限が引き上げられます

任意継続被保険者の
標準報酬月額の上限について

　昨年末に事業主様をとおして、該当の方 へ々「被扶養者資格調査書」をお送りさせて

いただいております。記入がお済みになりましたら、事業所のご担当者にご提出ください。

詳細はせきゆけんぽホームページにも

掲載していますので、あわせてご覧ください。

※ 配偶者以外の方については証明書等の提出は不要で
すが、事業主様（または事業所のご担当者様）に資格
確認作業をお願いしておりますので、ご協力ください。

※ ご提出いただいた書類等に係る個人情報につきましては、
当該確認調査以外の目的では利用いたしません。

※ この調査は、健康保険法施行規則第50条に基づき、医
療費の適正化のために、被扶養者の認定状況の再確認
を目的として実施しております。

提出期限：平成28年2月19日まで（せきゆけんぽ必着） 

皆様のご協力、どうぞよろしくお願いします！

　せきゆけんぽでは、禁煙への取り組みに力を入れています。今

年度の禁煙イベントに小橋良友さんがチャレンジされ、見事に禁

煙を達成されました。

　これまでは報酬月額が117.5万円以上であれば、いくら高くても

標準報酬月額を121万円とみなして保険料の計算をしていました。

平成28年4月より、この標準報酬月額の上限が引き上げられます。

該当する人は、保険料が変更になりますのでご注意ください。また、

賞与についても同様で、これまで540万円だった保険料算定のた

めの上限が、573万円に引き上げられます。

　当組合の平成27年9月30日の平均標準報酬月額は、340千円

と決定されました。したがって、平成28年度の標準報酬月額の上

限は変更ありません。

等級 標準報酬月額 報酬月額

47 1,210,000円 1,175,000円以上 1,235,000円未満 

48 1,270,000円 1,235,000円以上 1,295,000円未満

49 1,330,000円 1,295,000円以上 1,355,000円未満

50 1,390,000円 1,355,000円以上

3等級が追加されます

せきゆけんぽ 検　索

平成28年度

今回の調査において、以下に該当される方は
所得証明などの提出が必要です。

被扶養配偶者
ご注意

ください！

【事業状況】※平成27年11月末現在

事業所数
875

被保険者数 
21,512人

男 17,190人

女　4,322人

平均標準報酬月額 
346,100円

男 369,200円

女 254,300円

【公告】

事業所所在地変更

コスモ石油販売
北海道カンパニー株式会社

株式会社コスモ 東京都府中市

株式会社イチネンTDリース

新事業所名称

事業所名称 新所在地

北海道丸善株式会社

東電リース株式会社

旧事業所名称

北海道札幌市

東京都調布市

東京都港区

所在地

旧所在地

平成27年10月26日

平成27年9月29日

平成27年11月16日

変更年月日

変更年月日

事業所名称変更
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　　　溶きがらし ……適量
　　　油、酢 ………各小さじ2
　　　砂糖、塩 ……各小さじ1/4
　　　こしょう ………少々

作り方材　料 （2人分）
豚肩ロースソテー用 …… 2枚（180g）
片栗粉…………………… 大さじ１
れんこん ………………… 小1節（正味150g）
にんじん ………………… 小1/2本（50g）
たまねぎ ………………… 1/4個（50g）
サニーレタス …………… 2枚（20g）
油……………………… 大さじ1

　　　しょうゆ、酒 …… 各小さじ1
　　　溶き卵 ………… 小さじ2
　　　しょうゆ、酒 …… 各大さじ1
　　　黒酢…………… 大さじ1・1/2
　　　砂糖…………… 大さじ2
　　　水……………… 1/4カップ

【水溶き片栗粉】
　　　片栗粉………… 小さじ1
　　　水……………… 小さじ2

1

❶ 豚肉は片面に軽く切れ目を入れて3cm角に切り、【A】をよくからめ、片栗粉をまぶす。
❷ れんこんは縦に４等分にして乱切りにし、さっと洗う。耐熱ボウルに入れ、ふんわりラッ

プをかけ、600Wの電子レンジで2分半加熱し、ざるにあげる。
❸ にんじんは小さめの乱切りにし、たまねぎはくし切りにする。にんじん、たまねぎの順

に耐熱ボウルに重ねたら、❷の要領で600Wの電子レンジで1分半加熱し、❷のざる
にあげる。

❹ フライパンに中火で油を熱し、豚肉を広げ入れてふたをする。中火弱で2分焼いたら、
豚肉を返してふたをし、さらに2分ほど焼く。

❺ 中火にし、❸の野菜を入れてさっと炒め、よく混ぜた【B】を入れ、さっと煮からめる。
水溶き片栗粉でとろみをつけて、サニーレタスを添えて盛る。

1人分439kcal／野菜135g

たまねぎ …………… 1/4個（50g）
エリンギ …………… 1本
卵 …………………… 1個
しょうゆ …………… 小さじ1/2
塩、こしょう ………… 各少々

　　　水 …………………… 300ml
　　　鶏がらスープの素 …… 小さじ1
　　　酒 …………………… 大さじ1

【水溶き片栗粉】
　　　片栗粉 ……………… 小さじ1
　　　水 …………………… 小さじ2

❶ たまねぎは薄切りに、エリンギは短冊切りにする。
❷ 小鍋に【A】、たまねぎ、エリンギを煮立て、あくをとる。
❸ ふたをして2分ほど弱火で煮る。火が通ったら中火にし、塩、しょ

うゆ、こしょうの順で味をつけ、水溶き片栗粉でとろみをつける。
❹ 卵を溶いて細く流し入れたらさっと煮て、器に盛る。

作り方

材料 （2人分）

3
1人分69kcal／野菜25g

【A】

【B】

【A】
【A】

作り方

材　料 （2人分）
春菊の葉 ……… 1/3束分（40g）
大根…………… 100g
プチトマト ……… 6個（60g）

❶ 春菊の葉はやわらかいところを摘み、大根は薄い輪切りにして千切りに
し、ともに冷水に取って水気を拭く。トマトはヘタを取り、縦半分に切る。

❷ ❶を器に盛り合わせ、混ぜた【A】をかける。よく混ぜて食べる。

2
1人分65kcal／野菜100g

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 !

疲労回復、老化防止に
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Vol.4

雛のつるし飾りまつり

城ヶ崎海岸 東海館

金目鯛
伊豆稲取に江戸時代から伝わる

伝統的な風習の『雛のつるし飾りま

つり』。子や孫の成長を願うやさしく

温かい心を込めた、独自のさまざま

な和裁細工を見ることができる。

絶景が楽しめる名所として人気

の『城ヶ崎海岸』。 伊豆半島東側

のリアス式海岸で、散策路や、長

さ48ｍ・海面からの高さ23mの門

脇吊橋などから断崖絶壁のスリル

を楽しめ、門脇灯台からは伊豆

七島や天城連山が望める。

歴史ある建物が数多く残っている

のも伊東のよさのひとつ。松川沿い

にある『東海館』は、昭和初期の建

築の粋を集めた木造3階建ての老

舗旅館で、現在は観光施設。各階

を別々に競って施工させたといわれ、

巧みな建築美が随所に見られる。

高級魚としても知られる金目鯛は、12～

3月が脂がのって1年で最も美味しい季節。

伊東市内の食事処では、地キンメの刺身、

煮付けなど豊富なメニューが味わえる。

全国有数の豊富な湧出量で静岡一
を誇る伊東温泉を含め数多くの温泉地
があり、澄んだ海、断崖絶壁の雄大な
海岸、滝、原生林など自然景観が見ら
れる静岡県伊豆半島。いち早く春が訪
れる南伊豆・東伊豆を巡ってみる。

発行所／石油製品販売健康保険組合　〒102-0075 東京都千代田区三番町1-5　TEL:03-3265-3237　FAX:03-3264-2714
ホームページ　http://www.toseki-kenpo.or.jp/ 表紙写真：雪と仔犬©fukufuku/PIXTAスマイル　Vol.308　平成28年1月発行

静岡県・南伊豆＆東伊豆
しずおかけん・みなみいず　ひがしいず

旅に
出よう！

伊豆の温暖な気候と早咲きの特性により、２月上旬ごろから開花し始める河津桜。ソメイヨシノより

も花期が長く、濃いピンク色の花を咲かせるのが特徴。『河津桜まつり』の期間中は夜間ライトアップ

も。河津川沿いでは同時期に菜の花も咲き始め、河津桜との美しいコントラストを眺めることができる。

期間：2月10日（水）～3月10日（木）予定

期間：1月20日（水）～3月31日（木）

写真提供：静岡県観光協会

河津桜まつり↑

↑

↓ ←

→ おすすめグルメ

ラフォーレ倶楽部 
伊東温泉 湯の庭
静岡県伊東市猪戸2-3-1

ホームページ www.laforet.co.jp/ito/
0557-32-5489T E L

せきゆけんぽ

契約保養所

2013年パブリックスペース・レストランのリニューアルに加え、2015年12月23日、和

洋室にリノベーションを施し、お部屋でもホテルの自家源泉を堪能いただける和洋室54

室が新たに誕生。歴史ある温泉街・伊東の旅の拠点として、豊かな温泉を楽しみながらよ

り上質なご滞在を提供する「ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭」にご期待ください。

当ご 地

通常４～５名様用の温泉付きプレミアルームのお泊りが、

料金据え置きで平日２名様でご利用いただけます！

※2/19・26泊は料金が異なります。

「リニューアル記念特別宿泊プラン　冬ごもり」

２名様利用なら、平日のお泊りがお得！
マル 得 情報

※せきゆけんぽにご加入の方は補助金の申請対象です。南伊豆・東伊豆へお越しの際はぜひご利用ください。


