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開催日

平成29年9月24日（日） ※雨天決行

時間および人数

第1班： 受付8時30分 → 搭乗10時30分
 ……150名

第2班： 受付9時30分 → 搭乗11時30分
 ……150名

第3班： 受付10時30分 → 搭乗12時30分
 ……100名

参加費および賞品

参加費：無料
参加賞：当組合特製スポーツタオル

完歩賞：東京スカイツリー搭乗券
　　　  「セット券（天望デッキ＋天望回廊）」

参加資格

せきゆけんぽ加入者
（当組合の保険証をお持ちの方）

申込受付および抽選日等

受 　 付 　 期 　 限：8月18日（金）必着
抽 　 　 選 　 　日：8月21日（月）
当選通知書発送日：8月28日（月）
※代表者様への発送をもって当選発表とします。

申込方法

右ページの参加申込書に必要事項を記入し、
総務係宛に郵送またはFAX送信してください。

〈問い合わせ先〉 総務課 TEL：03-3265-3237

募集人員

400名（申し込み多数の場合は抽選）

受付場所およびゴール

受 付

ゴール

スポーツクラブルネサンス両国
墨田区両国2丁目10-14
JR両国駅西口より徒歩３分
都営大江戸線両国駅A4出口より徒歩７分

東京スカイツリー ※約４㎞のコース

恒例のウォーキング大会を、平成24年以来
５年ぶりに東京スカイツリーで開催します。
前回は350mの天望デッキまででしたが、
今回は完歩賞として、450mの天望回廊ま
での搭乗チケットをご用意しております。皆
様、ふるってご参加ください！
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【申し込みおよび記入上の注意】
● 搭乗希望時間を第３希望まで記入してください。
● 電話番号は日中連絡のとれる番号をご記入ください。
● 参加人数は１口５名までとします。
● 申し込み後の人数変更はできません。また重複申し込みは無効となります。
● 参加費は無料ですが、交通費や昼食代はご自身でご負担ください。
● 参加当日の年齢をご記入ください。
● ３歳以下のお子様はチケット不要です（無料で搭乗できます）。
● 本申し込みにより取得した個人情報は、当該イベントの実施並びに傷害保険加入手続きの
 ために利用するものとし、本人の承諾なしに他の目的に使用することはございません。

※下記枠内をもれなくご記入ください。当選通知書は下記連絡先に送付させていただきます。

『 平成29年度 ウォーキング大会 』参加申込書

↑参加申込書
↑
宛
名
ラ
ベ
ル

申
込
代
表
者
記
載
欄

事業所名 ◆搭乗希望時間◆
（1～3の数字を記入してください）

氏　　名 10：30 第　　希望

連
絡
先

住所

〒　　　　-
11：30 第　　希望

12：30 第　　希望　勤務先　／　自　宅　（いずれかに○を付けてください）

電話 （　　　　）　 携帯 （　　　　）　

参加申込書をコピーしてFAXまたは封筒に入れて郵送してください。
郵送の際には右記宛名ラベルをご使用ください。

FAX : 03-3264-2714

参
加
者
全
員
記
載
欄

保険証
氏　名 区　分 性　別 参加当日

の年齢記号 番号
（申込代表者） ※再記入願います。

本人  ・  家族 男  ・  女

本人  ・  家族 男  ・  女

本人  ・  家族 男  ・  女

本人  ・  家族 男  ・  女

本人  ・  家族 男  ・  女

※代表者を含む参加者［当組合に加入している被保険者（本人）・被扶養者（家族）］すべての方を記入してください。

上記のとおり、申し込みます。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

〒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
　　   ≪ウォーキング大会参加申込書　在中≫
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東 振 協 主 催「健康フェスティバル2017」のご案内
東振協が主催する「健康フェスティバル2017」が、今年も10月から開催されます。

主なイベント（6月末現在）をご紹介しますので、ぜひ皆様でご参加ください。
※詳しい内容は情報が入りしだい、せきゆけんぽホームページでお知らせします。

今年の講師は、
マルチな活躍を続けるお笑いタレント・間寛平氏！

日 　 　 程 日 　 　 程

日 　 　 程

日　程 会　場

10月11日（水） 10月22日（日）

10月15日（日）、22日（日）

会 場 会 場

会 場

大手町サンケイプラザ（東京都千代田区） 東京サマーランド
（東京都あきる野市）

ドゥミルネサンス新橋（東京都港区）

予 定 人 員

予 定 人 員

予 定 人 員

予 定 人 員

500人

各コース600人

3,800人

各回75人

ビッグな全天候型室内プールには、
「水遊び」と「冒険」がいっぱい！

初心者でも楽しめるプログラムもご用意しています。
お気軽にご参加を！

さわやかな秋の1日に、
お好みのコースでウォーキングを楽しもう！

10月1日（日）
10月7日（土）
10月9日（祝）
10月15日（日）
10月21日（土）
10月29日（日）
11月3日（祝）

清水公園（千葉県野田市）
鎌倉（神奈川県鎌倉市）
昭和記念公園（東京都立川市）
葛西臨海公園（東京都江戸川区）
天覧山・飯能河原（埼玉県飯能市）
高尾山（東京都八王子市）
横浜みなとみらい21（神奈川県横浜市）

健康講演会 ウォーターフェスティバル

ウォークラリー

スポーツクラブフェスタ

平成28年度決算状況（概略）について
～国に支払う拠出金の重みが正常な収支バランスを阻む結果に～

　平成28年度決算につきましては、当組合の事業運営に対す
る皆様のご理解ご協力を賜り、おかげさまで経常収支を黒字
で終えることができました。
　しかしながら、前回のスマイル春号において「高齢者医療制
度を維持するために国へ拠出している納付金等は現役世代に
過度に負担を押し付ける制度である」ということをご説明いたし
ましたとおり、この納付金等は例年保険料収入の実に50％近
くを占め、当組合の財政を圧迫している一番の原因となってお
ります。
　このように皆様からお預かりした保険料収入の半分は、高
齢者医療制度のため国へ強制的に拠出させられ、結果として
残った半分しか本来の事業である皆様の医療サービスに回せ
ない、という誠に理不尽な状況が続いております。

　そのため一刻も早い高齢者医療制度への公費の投入は必
要不可欠なものであり、健康保険組合連合会（健保連）が国に
強く働きかけているところであります。
　さらに、医療費についても金額の増加傾向は変わらず、当組
合の医療費は他業界の健保組合と比べて約5.6万円（一人当
たり）高い状況となっておりますので、今後も当組合の財政運
営については予断を許さない状況が続きます。
　さらなる財政健全化に向け、当組合としましても医療費適正
化対策やデータヘルス計画に則した対策を実施してまいります
ので、加入者の皆様におかれましては引き続きご理解・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（本稿は平成29
年6月作成）。
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高額療養費の自己負担限度額が見直されます
＼70歳以上の人の／

世代間の負担の公平性と能力に応じた負担を図るため、法律改正により、70歳以上75歳未満の人の高額療養費の
自己負担額が見直されます。見直しは平成29年8月からと、平成30年8月からの2段階に分けて行われる予定です。

※付加給付は平成29年度の金額です。今後見直される場合があります。

平成30年8月以降

所得区分
1カ月の自己負担限度額 付加給付後の

自己負担限度額外来・個人ごと 入院・世帯

標準報酬月額83万円以上 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
【多数該当 140,100円】 150,000円

標準報酬月額53万～79万円 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
【多数該当 93,000円】 110,000円

標準報酬月額28万～50万円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
【多数該当 44,400円】 70,000円

一般
（標準報酬月額26万円以下）

18,000円
〈年間上限144,000円〉

57,600円
【多数該当 44,400円】

低所得Ⅱ
（住民税非課税・年金収入80万～160万円）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

平成29年8月から平成30年7月まで

所得区分
1カ月の自己負担限度額

外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者
（標準報酬月額28万円以上） 57,600円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

【多数該当 44,400円】

一般
（標準報酬月額26万円以下）

14,000円
〈年間上限144,000円〉

57,600円
【多数該当 44,400円】

低所得Ⅱ
（住民税非課税・年金収入80万～160万円）

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

平成29年7月まで（現行）

所得区分
1カ月の自己負担限度額

外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者
（標準報酬月額28万円以上） 44,400円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

【多数該当 44,400円】

一般
（標準報酬月額26万円以下） 12,000円 44,400円

低所得Ⅱ
（住民税非課税・年金収入80万～160万円）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

限度額の
引き上げ

限度額の
引き上げ

区分の
見直し

付加給付後の
自己負担限度額

70,000円

付加給付後の
自己負担限度額

70,000円

法 律 改 正 の お 知 ら せ
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目指せ！ 健康長寿

紫外線　ご用心
紫外線が気になる季節です。紫外線は体内でビタミンDの合成を助ける一方で、浴びすぎ
ると、シミやしわなどの原因となるだけでなく、皮膚がんや白内障など健康面でも影響を
及ぼすことをご存じですか？　紫外線の性質を正しく知って、早めに対策をとりましょう。

<参考：環境省「紫外線環境保健マニュアル2015」>

大気層を通過し、多くが地表まで届き
ます。UV-Bに比べて影響は小さいも
のの、皮膚の奥まで到達し、長時間さ
らされることで肌に影響を与えます。

大気層などでさえぎられますが、一
部は地表に届き、皮膚がんの原因に
なるなど、体に害を与えます。

紫外線にはUV-A、UV-B、UV-Cがあり、大気層を通過し地表まで届くのがUV-AとUV-Bの２つです。

UV-A UV-B

★紫外線の強い時間帯の外出を
　できるだけ避ける
紫外線がもっとも強くなるのは、太陽が頭上にくる正午頃です。

★外では日陰を利用する
日なたにいるときと比べ、紫外線（UV-B）にさらされる量は
50％ほどになります。

★日傘、帽子を着用する
帽子はつばが幅広いもののほうが効果的です。

★長袖を着る
熱中症の恐れがあるので、通気性のよい、吸汗・速乾素材の
衣服を選びましょう。

★サングラスをかける
UVカット効果のあるサングラスや眼鏡の着用で、眼に入る紫
外線量を約90％減らすことができます。

★日焼け止めを使う
朝に日焼け止めを塗っても、汗を拭いたりするうちに落ちて
しまうため、2、3時間おきに塗り直すように心がけましょう。

▶ひどい日焼けによる水ぶくれ、腫れなど
▶光老化によるシミやしわ
▶良性腫瘍（脂漏性角化症）
▶前がん症（日光角化症）
▶皮膚がん（有棘細胞がん、基底細胞がん、メラノーマ）

▶紫外線角膜炎（結膜の充血、異物感、眼痛など）
▶翼状片（進行すると視力障害）
▶白内障（視力の低下、進行すると失明）

肌 眼への影響 への影響

に

紫外線の種類

紫外線が及ぼす影響

紫外線対策はしっかりと

曇りの日も油断は禁物
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目指せ！ 健康長寿

ロコモティブ
シンドロームを防ぐ！

ロコモティブシンドローム（略称：ロコモ、和名：運動器症候群）とは、骨や筋肉、
関節などの「運動器」（下図参照）が衰え、立つ・歩くといった「移動機能」が低下
した状態のこと。進行すると「要介護」や「寝たきり」になる危険性が高まります。

誰にでも起こりうるロコモだからこそ、「自分は大丈夫だろう」と過信せず、若いうちからの予防と対策が大切です。
自分のためだけでなく、あなたの大切な家族や友人などのためにも、運動器の健康維持について考えてみませんか？

出典　1）3）ロコモ チャレンジ！推進協議会WEBサイト　2）厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査」をもとに作成

Part.1

ロコモは健康寿命の最大の敵！

　ロコモの主な要因は「骨や関節の病気」「筋力の低下」「バ
ランス能力の低下」。介護が必要になった主な原因の第1位は
「運動器の障害」によるものという報告もあります。

■要介護や寝たきりになる主な原因2）

脳卒中

認知症

高齢による衰弱

骨折・転倒

関節疾患
0 5 10 15 20（%）

18.5%

15.8%

13.4%

11.8%

10.9%

■ロコモの三大要因1）

　要介護や寝たきりの状態になることは、本人だけでなく、
家族や周囲の人にとっても大きな問題。ロコモは健康寿命の
最大の敵といっても過言ではないでしょう。

骨や
関節の
病気

筋力の
低下

バランス
能力の
低下

ロコモ

Part.2（スマイル秋号）に続く

骨量や筋肉量のピークは20～30歳代 40歳以上の8割が「ロコモ予備群」！？

　ロコモは高齢者がなるものと思われがちですが、早い人で
は20歳代から始まるともいわれています。骨量や筋肉量の
ピークは20～30歳代。それ以降は、何もしなければ衰えて
いくばかりです。若いからといって安心とはいえません。

■図：運動器を自動車に例えると3） 運動器の各パーツ

　また、自覚症状はなくても、レントゲン検査などで運動器の
変性が見つかる人は、推計で約4,700万人いるという報告も
あります。40歳以上の8割がロコモおよびロコモ予備群であ
ると考えられ、要介護の予備群ともいわれています。

呼吸器 循環器

消化器

運動器

運動器は車体やタ
イヤのようなもの。
各パーツのどれが
壊れても、体はう
まく動きません。

自立して生活
する力が低下
した状態です。

これらが運動
器の障害。合
わせると全体
の20％超に！

関節

筋肉

骨

脳

脊髄椎間板

末梢神経

軟骨
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　薬局では、かぜ薬一つとっても各メーカーから

いろいろな商品が出ており、どれを選んでよいか

迷うかもしれません。自分の症状に合った薬を選

ぶには、まず薬のパッケージを見て、次のことを

確認しましょう。

❶	自分の症状（せき、鼻炎など）を抑える働きをす

る成分が多く含まれているか。

❷	自分が飲みやすい薬の形状（水なしでも飲める

チュアブル錠、カプセルなど）かどうか。

❸	自分の生活に合った飲み方（昼の服用はいらな

いタイプなど）ができるか。

　なお、金額の高い薬が効くとは限りません。含

まれる成分や量の違いなどさまざまな薬があります

ので、迷ったときは、薬剤師に相談してください。

　例えば、胃薬には「消化を助ける薬」と、「胃酸

の分泌を抑える薬」の２タイプがあります。しかし、

消化不良で胃もたれするときにも、テレビCMで

知っているという理由だけで、胃酸の出すぎを抑

える「H2ブロッカー」が主成分の薬を求める人が

多くいます。「H２ブロッカー」胃薬は第一類医薬

品のため薬剤師との対面販売が義務づけられて

いますので、症状に合った薬を選ぶためにも、ま

ずは薬剤師に相談することをおすすめします。

　相談の際は、症状や病歴など、自分の情報を

できるだけ詳しく伝えてください。その情報から薬

剤師は適切な薬を提示するので、そのうえで自分

がよいと思う薬を選びます。なお、薬剤師が医

療機関への受診をすすめた場合は、それに従い

ましょう。

薬選びで、
薬剤師に伝えるべきこと

●薬を服用する人（自分、子どもなど）

●いつから、どんな症状があるのか

●現在、服用している薬（市販薬、

　処方薬、サプリメント）があるか

●持病の有無や体質について

●別の病気（症状）で通院中かどうか

●過去に薬の副作用を経験したかどうか

●車の運転の有無

●妊娠中または妊娠の可能性があるか

セルフメディケーション

薬局・ドラッグストアでは
どんどん薬剤師に相談しよう

薬選びのポイントは？

購入するときは
薬剤師に相談すると安心

薬剤師に聞く！ 市販薬の賢い使い方

まずは成分をチェックし
自分の症状に合ったものを選ぶ

監修
伊藤真美

そうごう薬局 綾瀬店
薬局長・薬剤師
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～原薬、添加物、製法まで新薬と同じ！ なのに安い！～

オーソライズド・
ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品のちょっと気になる点

オーソライズド・ジェネリック（AG）とは？

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医薬品）
の特許が切れたあと、新薬と同じ有効成分で作られる薬の
こと。効能・効果は同等、研究開発費を抑えている分、価
格は新薬の５割程度と安いため、その使用率は年々増えて
います。しかし、添加物や製法などにおいては新薬と異な

ることがあり、安全性などを気にして使用をためらう患者
や医師がいるのも現状です。
　このような不安を払拭する医薬品として登場したのが、

「オーソライズド・ジェネリック（AG）」です。

　オーソライズドとは「許可された、許諾された」という意
味。新薬メーカーの許諾を得て、原薬、添加物、製法等ま
でも新薬と同一にしたジェネリック医薬品のことをいいま
す。もちろん、一般的なジェネリック医薬品同様に開発コス
トがかからないため、価格は新薬の5割程度に抑えられて

います。
　さらに、新薬と同じ工場や生産ラインで作られているこ
とが多く、場合によっては特許が切れる前の販売も可能。
新薬とほぼ同じ薬が安定的に供給され、それでいて価格
も安い、ということになります。

　ジェネリック医薬品による薬代の節約効果は大きく、増え続ける国民医療費の削減効果も
期待されています。今までジェネリック医薬品の使用に不安があった人は、これを機に今回ご
紹介したオーソライズド・ジェネリック（AG）も選択肢に加えつつ、ぜひジェネリック医薬品へ
の切り替えをご検討ください。
※すべての薬にジェネリック（AGを含む）があるわけではありません。

事業所名称変更

株式会社タイトーコーポレーション

株式会社三京石油

新事業所名称

タイトー石油株式会社

有限会社三京石油

旧事業所名称

東京都千代田区

東京都江戸川区

所在地

平成29年4月11日

平成29年6月6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
851

被保険者数 
20,045人

男 15,818人

女   4,227人

平均標準報酬月額 
353,011円

男 379,101円

女 255,381円

マイナミアミューズメント株式会社 東京都台東区 東京都港区 平成29年6月1日

アルプス東京株式会社 千葉県木更津市 東京都目黒区 平成29年6月7日

【事業状況】 ※平成29年5月末現在【公告】

新薬との比較

オーソライズド・
ジェネリック

有効成分

同一

＊1　同一でない場合もあります。
＊2　再審査（新薬承認の数年後に行われる有効性や安全性の確認審査）対象の適応症を除きます。

原 薬

同一

添加物

同一

製 法

同一

製造工場

同一 ＊1

効能・効果

同一 ＊2

価 格

4～5割

ご存じ

ですか
？
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料理：田中可奈子　写真：片柳沙織　構成：大嶋律子（ジラフ）

米・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.5合（270ml）
ミニトマト・ ・・・・・・・・・ 8〜9個
長ねぎ・・・・・・・・・・・・ 10㎝
にんにく・・・・・・・・・・・ 1かけ
オリーブ油・・・・・・・・・ 大さじ1.5
スイートバジルの葉・・・ 適量

塩・ ・・・・・・・・ 小さじ1/2
酒・ ・・・・・・・・ 大さじ1
水・ ・・・・・・・・ 270ml（ミニトマトと合わせて）

木綿豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200g
レタス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3枚
ブロッコリースプラウト・・・・・・・・・・・・ 1パック
じゃがいも・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

きゅうり・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/2本
アボカド・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/2〜1個
赤パプリカ・・・・・・・・・・・・・・・ 1/2個
にんにく（ガーリックチップ）・・ 1かけ分
ピーナッツ・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ3
しょうゆ、みりん・・・・・・・・・・・ 各大さじ2
白みそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2/3
しょうが汁・ ・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
豆板醤・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

モロヘイヤ・・・・・・・・・・・・・・・ 10束
オクラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10本
たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/4個
コンソメ（顆粒）・ ・・・・・・・・・・小さじ1
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
クミン、こしょう・・・・・・・・・・・・各少々
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・少 （々好みで）
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3カップ（600ml）

【A】
【A】

【B】

【C】

トマトとバジルのピラフ エスニック豆腐サラダ モロヘイヤとオクラの
とろとろスープ

★1人分 75kcal  ★塩分 1.4g★1人分 345kcal  ★塩分 2.4g★1人分 348kcal  ★塩分 0.7g

材料（3人分）材料（3人分）材料（3人分）

❶・モロヘイヤとオクラは洗って固い部分と茎を
取る。

❷・たまねぎは薄切りにする。
❸・鍋にオリーブ油を熱し、たまねぎをしんなりと
するまで炒める。❶と水、コンソメを入れ、オ
クラがくたくたになるまで煮る。飾り用にオク
ラを輪切りにして少し残しておく。塩、クミン、
こしょうを加え、フードプロセッサーにかけてな
めらかにする。

❹・器に盛り、オクラを飾り、オリーブ油と好みで
レモン汁をかける。

作り方

❶・豆腐は手で大きめに崩す。レタスは大きくち
ぎり、スプラウトは根を切る。【A】はすべて
1.5㎝の角切りにする。

❷・じゃがいもは2㎝の角切りにして水にさらし、
アクを抜く。

❸・にんにくは薄切りにして少量のオリーブ油で
チップ状にする(市販のガーリックチップ可)。
ピーナツは包丁で粗く刻む。

❹・フライパンにオリーブ油を熱し、中火でゆっく
りとじゃがいもを揚げ焼きにする。

❺・器にレタスを敷き、豆腐を乗せ、❹と角切り
の野菜、スプラウトを盛り、❸を散らす。

❻【C】を合わせ、いただく直前に❺にかけ全体
を混ぜる。

作り方

❶ 米は洗って15分ほど浸水してからざるにあ
げ、水を切る。

❷・ミニトマトは軽く切れ目を入れて種をしぼる。
❸・にんにくは薄切りにする。長ねぎは小口切り
にする。

❹・フライパンにオリーブ油を熱し、にんにくを入
れ、香りが出るまで中火で炒める。長ねぎを
加え、色づくまで炒める。

❺・米を加え、フライパンに米が少し張りつくまで
炒めたら、【Ａ】を加え、ミニトマトを乗せて、ふ
たをする。

❻・中火で加熱し、沸騰したら弱火にして約15
分。ふたを取り、米に芯が残っていなければ
火を止め、ふたをして5分ほど蒸らす。仕上げ
にバジルを散らす。

作り方

香り立つ季節のおもてなしレシピ

みずみずしく、うまみたっぷりのトマト、

加熱するとさらにうまみが増します。

ねぎやにんにくの香ばしさに加え、

爽やかなバジルの香りで食欲アップ！

夏を元気に乗り切りましょう。

A B
C

CBA
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続けることで効果を実感！

ストレッチにより筋肉をほぐすことで、
疲れにくい体をつくります。心身の疲れをいやし、
気持ちよく明日を迎えましょう。
監修／スポーツクラブルネサンス

【肩】

【もも裏】

余裕があればひざを伸ばし、
つま先を天井に向けます。

ストレッチで
疲労回復編

手を肩にのせ
ます。

ひじで円を描
くように、前
から後ろに回
します。

後ろから前に
も回します。

〉〉 〉〉

座面の前3分の1の位置に座
ります。

【胸】

両手でいすの背もたれを持
ち、上体を前に出します。

腕のつけ根から胸にかけて
伸ばします。

右足を前に伸ばします。

背筋を伸ばしたまま上体を前
に倒します。

左足も同じように行います。

!

あごが
上がらない
ように
気をつけて

●反動をつけずゆっくりと、心地よいと感じるところまで伸ばす。
●１ポーズ10～15秒を目安に行う。
●伸びている部位を意識して、呼吸は止めない。

【ポイント】

正しく楽しい
エクササイズ

背中が
丸くならない
よう目線は
正面に

特に
背中側に

大きく回すよう
意識して
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スポーツクラブを
せきゆけんぽ
で貸切！

最新マシンも体験できます～まちがった睡眠は太りやすい体質をまねく!!～

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：ⓒGoodluz／PIXTAスマイル　Vol.314　平成29年7月発行

睡眠が美容に良いのは常識ですが、実はダイエットにも驚くべき効果が期待できるのを知っ
ていますか？ もちろん睡眠時間が長ければよいというわけではありません。今回のセミナー
では、質の良い睡眠をとるための秘訣をご紹介します。睡眠について学んだあとは、スタジ
オレッスンとマシントレーニングで運動の楽しさを実感しましょう。当日、皆様の体力を講師
が見きわめクラス分けしてくれますので、ご高齢の方も初心者も経験者も楽しめます。

日 　 時 平成29年10月12日（木）
13:30～16：30

日　時

場 所

平成29年11月13日（月）

石油健保ビル会議室

応 募 方 法 参加申込書を健康管理課へ電話してお取り寄せいただき、
必要事項をご記入のうえFAXしてください。
TEL 03-3265-3289　　FAX 03-3265-3533

内 　 容

＊終了後はシャワー・サウナでおくつろぎください。
＊運動ができる服装をお持ちください。
＊スニーカーはプレゼントいたしますのでご用意は不要です。

●睡眠セミナー（60分）
●スタジオレッスン（45分）
●マシントレーニング（45分）

場   所 コナミスポーツクラブ飯田橋
飯田橋駅（各路線）より徒歩約3分

応 募 資 格
＊せきゆけんぽに加入されていないご家族やお友達の方も1名まで同伴OK。
＊年齢性別問わずご応募お待ちしております。

せきゆけんぽにご加入の方

応 募 〆切
＊応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

平成29年8月18日（金）〆切

このような想いを持っている方はぜひ、ご応募ください。
□ 今、注目の「睡眠」について知りたい方
□ 運動不足の方
□ なかなか体重が落とせない方
□ スポーツクラブに通いたい初心者の方
□ すでにスポーツクラブに通っていて、
 最新マシンやスタジオレッスンを体験してみたい方
□ 息抜きしたい方、大歓迎！

せきゆけんぽ
寄席

笑う門には健康長寿！

有名な噺家さんを招いて「落語＆ランチ会」を開催します！

詳細はホームページをご覧ください。 せきゆけんぽ 検 索

お電話お待ちしております

┃40名様限定無料ご招待┃

参加者全員に

スニーカー
　　　　　

　　　　　と

スポーツタ
オルを

プレゼント！

有名ブラン
ド

睡眠セミナー &
スポーツクラブ体験

せきゆけんぽ主催

次
回
予
告

※写真はイメージです。


