
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！

始まっています! 
健康保険でもマイナンバー
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ください

低糖質食事法で生活習慣病を予防しよう
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My Number健康保険でもマイナンバー

｜おさらい｜

マイナンバーは、いつ・誰が・どんな場面で利用するの？

平成28年1月から、
「社会保障」「税」「災害対策」の
行政手続きでマイナンバーが必要になりました。

災害対策税社会保障
年金、労働、福祉、
医療（≒健康保険）

※このほか社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、
　地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務 など

税務当局に提出する申告書、届出
書、調書などに記載
税務当局の内部事務 など

年金の資格取得や確認、給付
雇用保険の資格取得や確認、給付
ハローワークの事務
医療保険の給付の請求
福祉分野の給付、生活保護 など

始まっています！

特集

マイナンバーは、「行政の効率化」「国民の利便性の向
上」「公平かつ公正な社会の実現」のための社会基盤で
す。もともと「社会保障・税一体改革」実現のため創設さ
れた制度で、住民票を有するすべての方に１人１つの番号
を付すことで、「社会保障」「税」「災害対策」の分野で効
率的に情報を管理します。

健康保険（≒医療保険）は「社会保障」の「医療」の分野
に含まれるので、マイナンバー制度と深い関連がありま
す。そのため健保組合は、法律によりマイナンバーを取得
し利用する主体（個人番号利用事務実施者）として認めら
れているのです。

詳しくは総務省「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ

無料
9：30～20：00 （土日祝は～17：30）※12/29～1/3を除く

おかけ間違いのないようご注意ください。0120-95-0
マ

1
イ

7
ナン

8
バ ー

Ⓡ

健康保険組合では、番号法並びに健康保険法等に基づき、個人番号（マイナンバー）の取得・管理を実施しています。
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健保組合はどうやってマイナンバーを取得するの？

事業主様・事務担当者様へ

当組合ではこれまで、日本年金機構への届出の回付事

務を執り行っておりました。しかしながら、ホームページ

「お知らせ欄」および10月分保険料納入告知書への同封

文書にてご案内いたしましたとおり、マイナンバー制度導

入の影響により、適用関係の届出に係る厚生年金への回

付事務並びに国民年金第3号被保険者関係届の経由事務

を、平成29年1月より廃止させていただきました。

厚生年金保険の適用関係届出書が当組合に提出された

場合は、事業所宛に返戻させていただきますのでご了承く

ださい。事業主様・事務担当者様におかれましては、なにと

ぞご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

※厚生年金への届出は、日本年金機構（各都道府県の事務センター）へご提出願います。

※この記事は平成28年12月20日現在の内容です。

厚生年金への届出回付事務の廃止について

健保組合は取得したマイナンバーをどう利用するの？

また将来的には、皆様の医療・健康管理の分野での情報連携や、医療費の適正化等への活用が検討されております。

被扶養者異動届に添付する「課税証明書」や「年金通知書」等の所得を証明する書類
傷病手当金と障害年金等の併給調整に係る「年金通知書」等の証明書類

平成29年7月以降の情報連携により、下記のとおり届出時の書類の添付等が省略可能となる予定です。

平成29年1月以降に当組合へ加入の方については、「資格取得届」または「被扶養者異動届」によりマイナンバーを取得し
ます。これらの届出書を提出する際には、所定の欄へ忘れずにマイナンバーを記入してください。

スマイル秋号にてご案内いたしましたが、平成28年１2月末の時点で当組合に加入されている方々については、住基ネットより
マイナンバーを取得しました。しかしながら、必要項目が一致しなかったなどの理由で住基ネットより取得できなかった方々の分
については、事業主様から取得のお願いをさせていただいております。

氏名・生年月日・性別・住所
（住民票に記載されている住所）

 住基ネット 取得完了

一致（取得可）

 不一致  事業主様へ確認

問い合わせ先 総務課 03-3265-3237

届出書にマイナンバーの記載がないと、保険証の発行が大幅に遅れることがあります！
※届出用紙の書式の変更等については、ホームページをご参照ください。

ご注意
ください！

［必要項目］
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「時間がないから」「心配なときは病院を受診するから」と健診を面倒と感じていていませんか？
生活習慣病やがんは、症状がないままに進行します。

健診はあなたの体の声に耳を傾けることで、自覚症状のない病気の早期発見・予防をするまたとないチャンスです！

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

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 - 5,000円 1,000円 5,000円

29歳以下の
被保険者･被扶養者 - - 1,000円 -

一般的な金額（参考） 40,000円 20,000円 10,000円 30,000円

補助金制度をご利用ください。
詳しくは次回のスマイル春号でご案内します

事業所様には、3月に健康診断のご案内をお送りします。
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合せください。　　03-3265-3289

今後もバランスのとれた
食生活と適度な運動を心
がけ、1年に1回の健康診
断で体のチェックを行っ
てください。

お早めに病院を受診し、精密検査や適切な治療をお受
けください。

せきゆけんぽの健診は、東振協へ委託して全国約700カ所の健診機関で実施しています。
検査項目などの詳細は、ホームページをご覧ください。

年に1回の健診が

あなたの人生 をゆたかにします！

特定保健
指導を
受ける

結果を
受け取る

近くに契約健診機関がありません。

いつもの病院でD1コース以上の検査項目を受けたいです。

健診を
受ける

こんな

ときは…?

せきゆけんぽでは、第2・第4火
曜日に無料の健康相談室を開設
しています。ベテランの医師がお
体の不調や健診結果についての
疑問にお答えします。必要な場合
は適切な病院をご紹介いたしま
すので、お気軽にご利用ください。

ご相談窓口は健康管理課まで
03-3265-3289

異常が
なかった方

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し
ます。
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。

生活習慣病の
リスクの高い方

要医療・要精密検査の
判定の方

病院へ
行く

健康で快適な生活

せきゆけんぽ
無料健康相談室

健康
相談室
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意外とかかっている！子どもの医療費
監修● 福田 洋　順天堂大学医学部総合診療科　准教授

みんなで支えている！
子どもの医療費

乳幼児の受診は
診療時間外が多い!

糖尿病性神経障害

知っておきたい！ 家庭の医療費学

お父さん（43歳）子ども（10歳）
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乳幼児
が多い

困ったときは電話相談

例えば、６歳未満の子どもの
かかった医療費が10,000円だとすると

健保組合が、8,000円を負担

ホームページなどでお住まいの自治体の医療費助成をチェック！

※０歳から小学校入学前までの未就学児の自己負担分。小学校にあ
がると、自己負担は３割になる。

窓口で支払う自己負担
地方自治体からの助成（乳幼児医療費助成）で、窓口
での支払いが軽減。（自治体により、助成額は異なり、
場合によっては窓口での支払いがないこともあります。）

○△市　子ども　医療費助成 検 索

医療費の財源に充てられているのは、
私たちの保険料や税金です。医療費
が増え続けると、健保組合等や自治
体の財政が悪化。結果として保険料
や税金の引き上げにつながります。

未就学児の医療費は8割
を健保が負担し、自己負
担分の2割も自治体が補
助をします。けっして無
料ではないのです。

子どもの医療費は無料では
ありません。不要不急の受
診は避けて、医療費を大切
に使うことを心がけましょう。

年齢階級別の外来受診率

医療費を
節約するために
できること

品に切り替える親は少ないようです。
　しかし、ジェネリック医薬品の中には、子ども
が飲みやすい形状や大きさにしたり、甘みを加え
たりするなど、改良されているものもあります。
　医師や薬剤師と相談し、ジェネリック医薬品に
切り替えることも選択肢に入れましょう。

病院の窓口で赤ちゃんを
抱いたお母さんが「支払
いはありません」と言わ
れてびっくりしていたよ。

お母さん（39歳）

うちの市では自治体発行
の「医療証」を提示する
と小学校に上がるまでの
医療費は無料なのよね。

そう。でも、それを
支えているのはお父
さんたちなんだぞ！

厚生労働省
「平成26年患者調査」より

［人口10万人対］

　夜間など、診療時間外で子どもが嘔吐したり、熱を出したりして心
配なときは、小児救急電話相談を利用しましょう。医師や看護師が相
談に応じてくれ、対処法のほか、すぐに医療機関を受診すべきかどう
かもアドバイスしてくれます。

※都道府県により実施時間帯が異なります。

「＃８０００」小児救急でんわ相談

　子どもの場合、「安い薬にするのは心配」「窓口負
担がない、またはあまりないから安い薬を使う必要
がない」という理由から、積極的にジェネリック医薬

ジェネリック医薬品を
上手に利用
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　生活習慣病を予防するためには、「運動」と「食」への取り

組みはとても大切なものです。いわばこの「二本の柱」を軸

にして、一人ひとりが健康を意識した対策を取っていかなけ

ればなりません。このうちの「食」について、皆さんはどのよ

うなことに気をつけていらっしゃるでしょうか？

よく聞くのは「脂質制限」や「カロリーオフ」といったフレー

ズですが、最近ではこれらの言葉はもはや「過去のもの」に

なりつつあるともいわれています。こういった減量方法は主

に食事の「量」を制限する性質が強く、たんぱく質やビタミン・

ミネラルの不足を引き起こし、栄養不足の状態を招いてしま

います。さらに、脂肪だけでなく筋肉も減って代謝力が低下

するため、逆にエネルギーをため込みやすい体質となり、減

量前よりも太りやすくなってしまうこともあります。

最近の研究においては、生活習慣病を予防する上で制限

すべきは脂質やカロリーではなく、「糖質」であることが明ら

かになってきました。「糖質制限ダイエット」という言葉を聞

いたことがある方もいらっしゃると思います。糖質の摂取を

制限する食事法は「ローカーボハイドレート（ロカボ）」と呼ば

れ、例えばメタボリック症候群であるところの肥満の解消に

役立つといわれています。

では、なぜ糖質の摂取を控えることが生活習慣病の予防に

つながるのでしょうか。その仕組みをひも解いてみましょう。

　食事をすると血糖値が上がり、膵臓からインスリン（ホル

モンの一種）が分泌されます。インスリンは血液中のブドウ糖

をエネルギーとして利用可能にし、体の細胞内に送り込みま

す。これによって血糖値は下がるわけです。一方、インスリ

ンは余分なブドウ糖を脂肪細胞に「貯蔵」するという働きもあ

ります。つまり、「糖質を摂りすぎる→インスリンがたくさん

分泌される→余分なブドウ糖を次々に脂肪細胞へため込む→

肥満になる」というカラクリです。

一方で、インスリンの働きが悪くなり、血糖値が高い状態

が続く病気を「糖尿病」といいます。放っておくと動脈硬化や

心臓病、脳卒中などの合併症を引き起こすため、本人はもと

より家族が被る時間的かつ経済的な損失は多大になります。

この恐ろしい糖尿病は、食後血糖値が異常に高くなるよう

な食生活を続けている人の場合、発症するリスクが非常に高

いといわれています。たとえ現在は糖尿病と診断されていな

くても、近い将来「糖尿病→腎不全→人工透析」といった事

態になりかねないので要注意です。

カロリー制限は
もう古い!?

恐い！ 糖尿病につながる
「食後血糖値の上昇」

低糖質
食事法

で生活習慣病を
予防しよう！

監修／RIZAP株式会社 トレーナー　板倉裕樹　中野貴史

せきゆけんぽでは、データヘルス計画を実施していく上
で、生活習慣病に起因する疾病予防が非常に重要だと考
え、平成28年度は9月と10月にセミナーを開催いたし
ました。また、健康保険委員会においても、事業所の担
当者様に同様のセミナーを受講していただきました。
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では、食後血糖値の上昇を抑えるためにはどうしたらよい

のでしょう。じつは単純明快、「食事の際に摂取する糖質を

減らす」だけでよいのです。なぜなら、血糖値を上昇させる

唯一の原因は糖質であり、これを血液中に取り込まなけれ

ば、血糖値は上がらないからです。

一方、これまで主流だった「カロリー制限を中心とするダ

イエット」などは、どちらかといえば食事の「量」を制限する

傾向が強く、「美味しくない」「何か物足りない」などのマイナ

スイメージにより、なかなか続けられないといった弱点があり

ました。本来楽しいはずの「食事」がつまらないものになって

しまったため、「長続きしない」「やせるどころかリバウンドし

てしまった！」という結果に陥ってしまったケースもあることで

しょう。

食事の「量」の制限は、前述のように筋肉を減らし代謝機

能を弱めるため、かえって太りやすい体質をつくってしまうこ

とにもなります。ですから、カロリーや脂質のことを気にする

よりも、糖質の摂りすぎに注意して、日頃の食事内容を見直

すことが大切です。

　糖質には吸収が早い順に果糖（果物）、ショ糖（砂糖）、デ

ンプン（穀類やイモ類）があります。白米（＝ごはん）などのデ

ンプンは、糖質の中では比較的吸収が遅いものですが、つい

たくさん食べてしまいがちになり、結果的に糖質を摂りすぎ

てしまうことが問題です。ごはんは日本人の主食ですので、

減らすことに抵抗がある方は多いかもしれません。そんな方

は例えば、減らしたごはんの代わりに「豆腐料理」を加えてみ

ましょう。豆腐はたんぱく質を多く含む低糖質な食材です。糖

質の多い食材を少ない食材に置き換えれば全体の量は減らさ

ずに済むので、食事の物足りなさを感じにくくなります。

ただし、糖質も体にとっては必要な栄養素です。極端に不

足すると、疲れやすさ、集中力の低下、冷えなどの不調を引

き起こしますので注意が必要です。

低糖質に関する食事法については、さまざまなメディアで

紹介されていますが、正しい情報のもと自分に合った食事法

を実践することが大切です。皆さんも食事の際の糖質摂取量

を上手にコントロールして、生活習慣病の予防に取り組みま

しょう！

美味しい・楽しい
「我慢しないダイエット」

食材の置き換えで
上手にダイエット

焼酎（甲類）
ウィスキー
あたりめ
ステーキ
お刺身
おでん
すいか

上手に選べばガマンしなくていいんです！

ビール
ワイン

フライドポテト
お寿司

ラーメン
マンゴー

糖質 少

糖質 多

低糖質食材
選ぶべきはどっち!?

飲み会で おかずに
もう一品
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かぜのひき始めかな？ と思っていたのですが、

いっこうに治る気配がありません。

アレルギーや花粉が原因なのでしょうか？

（４０歳・男性・会社員）

くしゃみと鼻づまりが
続いています。もしかして、
アレルギー性鼻炎か
花粉症ですか？

例2
ストレスフリー

コミュニケーション

製造ラインにおいて、他部署からの指示がたびたび
変わるため、スケジュールが遅れぎみ。担当部署に
納期を遅らせてほしい旨を伝えると、「仕事が遅いの
はそっちの問題でしょ！早くしてよ」と強く言われた。

一方的な物言いにイライラ
Case4

強引に作業時間を短縮した結果、ミスが
発生。納期も遅れ、余計コストがかかる
結果になり……。

お互い相手のことを考えずに、自分の不
満をぶつけるだけ。結局、納期も守れず
溝は深まる一方。

選択肢を与える 選択肢があると、相手にも“どうするか”を決定する権利が与えられるため、相手も自分が尊重されていると感じる
ことができます。その結果、こちらの提案も通りやすくなります。

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

「・・・・・・わかりました」

（心の声）もう限界までやってるのに。
どうせ、なんとかなると
思ってるんだろうな

「何言ってんの？
そっちがしょっちゅう指示を変えるから
こんなことになっているんだろ！」

「こちらも通常より3日短縮して進
めています。せめて納品を2日ず
らせないか交渉の余地はあります
か?それがムリなら、最初に半分
だけ収めて、後日残りを納品する
ことは可能ですか？」

例1
イライラ

イライラ

起こりやすい部署間のトラブル。
どう対応する？

遅いのは
そっちの部署の
問題でしょ!

イライラしない

年中続く「アレルギー性鼻炎」と「花粉症」は原因が異なります。
症状をよく観察し、耳鼻咽喉科を受診しましょう。
日本医科大学耳鼻咽喉科教授 日本アレルギー学会常務理事●大久保公裕先生

　「アレルギー性鼻炎」と「花粉症」は、症

状が似ていることから、全く同じものと思わ

れがちですが、花粉症はアレルギー性鼻炎

の一種で、それぞれ原因が異なります。

　アレルギー性鼻炎は、体の外から吸収し

た、「アレルゲン」と呼ばれるアレルギーの

原因物質に対し、免疫が過剰に反応してし

まった状態をいいます。１年を通してくしゃ

み、鼻水、鼻づまりといった症状が続き、

主なアレルゲンとして、花粉のほかにダニ、

ほこり、ペットの毛があげられます。

　一方、花粉症の原因は「花粉」です。そ

対症療法が一般的です。また、鼻の粘膜を

焼く「レーザー治療」や、根治療法として、

アレルゲンを注射などで徐々に与えて免疫

をつける「免疫療法（減感作療法）」があり

ます。免疫療法は「注射治療」が主流でし

たが、最近では「舌下免疫療法」という治

療法が広まりつつあります。舌の裏側にア

レルゲンを投与し、体内に吸収させる方法

です。

　自分でできるセルフケアとしては、マスク

の着用のほかに、入浴時にホットタオルで

鼻を温めることをおすすめします。鼻の血行

を促進し、湯船の蒸気を吸い込むことで鼻孔

が広がるため、鼻づまりに効果があります。

　たかが鼻トラブルと放置せず、適切な治

療とセルフケアで、症状を改善していくこと

が大切です。

のため、花粉が飛散する時期にだけ症状

があらわれ、加えて目や皮膚に強いかゆみ

が伴います。

　相談者の場合、まずは症状について記録

をとるといいでしょう。症状があらわれた時

期、頻度、症状の量（鼻水の量など）を記

録します。アレルギー性鼻炎か花粉症か、

もしくはほかの疾患かを見極めるための、

患者本人にしかわからない重要な情報で

す。適切な治療を行うために、事前に情報

を整理して、耳鼻咽喉科を受診しましょう。

　治療法は、服薬によって症状を和らげる
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整骨院・接骨院では健康保険が使える
ケースは限られており、使えない場合
は全額自己負担になることもあります。
知らなくて起こる医療費トラブルに巻
き込まれないよう、適用範囲をきちん
と理解して正しく利用してください。

整骨院・接骨院の
正しいかかり方

その施術、本当に健康保険が使えるの？

健康保険が使えない場合健康保険が使える場合

など

リラクゼーション目的のマッサージ
慢性的な疲れや肩こり
運動後の筋肉疲労
脳疾患後遺症などのリハビリ
病気による痛み（神経痛、リウマチなど）
加齢からくる痛み（五十肩など）
通勤途上、業務上の負傷（労災保険が適用）

打撲、ねんざ、挫傷（肉離れなど）
骨折、脱臼（応急手当以外は、あらかじめ医師
の同意が必要）

　せきゆけんぽでは、整骨院・接骨院等からの請求に誤りがないか確認
させていただいております。照会文書（施術内容回答書）については、
業務委託先である「ガリバー・インターナショナル（株）保健センター」
より届きます。皆さまの大切な保険料を正しく使うためにも、提出期限
までに必ずご自身でご回答くださいますようご協力お願いいたします。
※ご回答いただいた内容については、柔道整復施術療養費の目的以外には使用しません。
また、個人情報については個人情報保護法等に基き適切に取り扱います。

柔道整復療養費の支払の流れ

整骨院・接骨院

※④、⑤は
　場合により実施

患者 健康保険組合

❷自己負担分
　支払い
　（3割）

❶施術
❹施術内容の
　照会

❺患者からの
　回答

❸受領委任制度（患者に代わって支給申請）

❻受領委任制度による療養費の支払い（7割）

柔道整復療養費は、「受領委任制度」によって支払われています。
この制度により、受領委任の協定ができている整骨院・接骨院
では、病院にかかるときと同じように保険証を持参すれば、患者

は窓口で一部負担金（３割）の支払いだけですみます。その後、
柔道整復師は、患者に代わって残りの施術費用（保険負担分７
割）をせきゆけんぽに請求します。

療養費は本来、患者が10割支払い、後日、健保組合へご自身で
申請する「償還払い」で7割給付を受けるものです。

負傷原因の照会（受診内容の確認）に
ご協力お願いします
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ピロリ菌検査の結果 について
4人にひとりがピロリ菌保有者でした!

胃がんの発症の原因になるといわれている「ピロリ菌」の検査キットの提供を６月に実施したところ、
大変多くのお申し込みをいただきました。

この度、その結果を掲載（表1）するとともに、この検査において「陽性」の判定が出た方は、至急お近く
の病院で受診していただきますようお願いします。

ピロリ菌が見つかった場合は、お医者さんの指示に従って、必ず退治してください！

ピロリ菌の除菌は、胃酸分泌抑制薬と抗生物
質を合わせた3種類の医薬品を、一週間（1日
2回）続けて服用することで可能となります。
費用は、3割負担の健康保険なら5,000～
6,000円程度が一般的です。服用後に再度、
医師の診断を受けることで、胃にまつわるリ
スクを払拭することができます。セルフチェッ
クと専門医の診断を上手に組み合わせるこ
とで、健康管理を進化させましょう。

表1 検査者統計

総人数

陽性者

陽性率

133

17

12.8％

264

49

18.6％

201

61

30.3％

123

46

37.4％

721

173 

24.0％ 

339

85

25.1％

382

88

23.0％

男性 女性 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-歳

年代別男女別
検査完了

総数基準値≧10

問い合わせ先 健康管理課 03-3265-3289
ピロリ菌を退治するための医療機関をご紹介します。

これにより平成29年度の保険料額が変更となる場合があります。具体的な金額については2月下旬頃ご案内いたします。

除菌治療ついて

｜任意継続被保険者の｜

平成29年度標準報酬月額（最高限度額）の決定について

平成29年4月からの任意継続被保険者保険料上限額を、健康保険法第47条に基づき改定いたします。

適用期間 平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

平成28年度標準報酬月額（最高限度額）

平成29年度標準報酬月額（最高限度額）

※現在～平成29年3月31日まで

※平成29年4月1日から変更

340千円

360千円

事業所所在地変更

田口石油株式会社 東京都あきる野市 東京都八王子市 平成28年10月21日

事業所名称 新所在地 旧所在地 変更年月日

事業状況 ※平成28年10月末現在

男 15,784人

女　4,178人

事業所数
860

被保険者数
19,962人

平均標準報酬月額
355,474円

男 381,678円

女 256,478円

【公告】
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Soup

Salad

旬の冬野菜には、体を温める作用があるといいます。

火を通すとほっこりとおいしい根菜類は、煮物やスープなど

温かい料理にして、食べて体を温め、代謝アップを。

175kcal

一人分

387kcal

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）

作り方

❶ かぼちゃは皮と種を取って一口大に切る。たまねぎは薄切りにする。
❷ 鍋に❶と【A】を入れて、かぼちゃが煮崩れるまで、約20分煮る。
❸ ❷をフードプロセッサーにかけてなめらかにする。なければ、ポテトマッ

シャーでつぶす。
❹ ❸を鍋に戻して【B】を入れて温め、【C】で味を調える。とろみは豆乳で

加減する。煮立たせると豆乳が分離するので注意。

材料（2人分）

  かぼちゃ（正味） …………100g
 たまねぎ …………………1/2個

【C】

【B】 豆乳 ……………… 200cc
ミックスビーンズ … 50g

塩、こしょう ……… 各少々水 ……………… 2カップ
コンソメ顆粒 …… 小さじ2
ごはん ………… 大さじ2

【A】

Salad

作り方

❶ 鶏もも肉は一口大に切り、塩、こしょうをもみこんでおく。
❷ 野菜は大きめの一口大、ミニトマトはへたを取って半分に切る。
❸ にんにくは薄切りにして、【A】と混ぜ合わせる。
❹ 耐熱皿に野菜と鶏肉を彩りよく並べ、❸を回しかけて190度のオーブン

で30分ほど焼く。途中で表面が乾くようならオリーブオイル（分量外）を
かける。

材料（2人分）

鶏もも肉 ………………150g
塩、こしょう ……………各少々
れんこん、にんじん ……各70g
長ねぎ …………………50g
ミニトマト ………………6個
かぶ ……………………小2個
かぼちゃ ………………80g
にんにく ………………1かけ

オリーブオイル ……大さじ2
ローズマリー ………少々
塩…………………小さじ1/2
白ワイン …………大さじ2

【A】
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徳川家康公がまつられている神社で、日本を代表する世界遺
産。現在のおもな社殿群は、三代将軍家光公によって1636年に
建て替えられたもの。 境内は、自然の地形を生かした参道や階
段を用いてつくられており、荘厳な雰囲気が漂う空間だ。建物に
は漆や極彩色が施され、柱などは数多くの彫刻で彩られている。

日光東照宮

世界遺産の日光東照宮をはじめ、さまざまな世
代の観光客に人気のスポットを持つ栃木県。美
味しいグルメやスイーツもたくさんあり、おなかも
ココロも大満足の旅ができるはず。

栃木県 【とちぎけん】祝！北海道新幹線開業

那須で人気No.1の遊園地。
10大コースターをはじめとするア
トラクションのほか、渓流体験や
足湯などの自然体験ゾーンもあ
り、子どもから大人まで1日中楽
しめる。那須高原の大自然の中
にあり、眺めもまた絶景。

那須ハイランドパーク

那須高原の賽の河原にある有
毒ガスを発生させる岩塊。国の
名勝指定を受けた史跡であり、
九尾の狐伝説の地でもある。現
在はガスの発生が減り、観光名
所として多くの人が訪れる。

殺生石

橋長320ｍの吊橋。ワイヤー
ロープで支える無補剛桁歩道吊
橋としては本州一の長さを誇る。
橋の上からは、塩原渓谷の美し
い景観を眺めながらの空中散歩
が楽しめる。

もみじ谷大吊橋

那須湯本にある「カニンヒェ
ン」は大人気のバウムクーヘ
ン専門店。地元産の「那須御
養卵」と徳島県産の和三盆糖
をぜいたくに使っており、味も
見た目も絶品だ。

那須のバウムクーヘン
おすすめ
グルメ

那須御用邸に隣接した閑静な佇まいのホテル＆コテージ。地場の
食材を使ったお料理、那須高原を望むくつろぎの温泉で、優雅なひ
とときをお過ごしください。

http://www.laforet.co.jp/nasu
0287-76-3489

リゾートホテル ラフォーレ那須
栃木県那須郡那須町湯本206-959

ホームページ

T E L

せきゆけんぽ
ご当地

契約保養所
栃木が誇る「とちおとめ」を、いろいろな食べ方で楽しめるア
フタヌーンティー。3段プレートとお飲み物はお部屋までお運
びいたします。

【 マル得情報 】 ストロベリー・アフタヌーンティープラン

期間：2017年3月31日の宿泊まで ※12月27日～１月3日泊を除く

内容：1泊2食付／いちごのアフタヌーンティー（オリジナルカクテ
ル付）／いちごのプチギフト／お早めチェックイン＆ゆっくり
チェックアウト（12時）


