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健診を受けておけばと後悔しないように…

平成30年度の健康診断

特集

連載第3回

受けよう健康診断 ～生活習慣病予防のために～

スマホで見られます！

せきゆけんぽホームページ

せきゆけんぽ機関誌



冬に気をつけたい
病気・けが

＼かぜやインフルだけじゃない／

ぐっと冷え込む冬は、かぜなどの感染症以外にも起こりやすい病気や症状、発生しやすい事故
があります。１年で最も体調を崩しやすい季節を、万全の対策ですこやかに乗り切りましょう。

高血圧
冬は寒さの影響で血圧が大きく変動する季節。急な寒さを感じると、
血圧は急上昇します。日ごろから血圧が高い人は、狭心症の発作や心
筋梗塞など、思わぬ事態につながることもあるので注意が必要です。

●	暖かい部屋から寒い屋外へ出たとき
●	お酒を飲みすぎたとき
●	入浴後に浴室から、脱衣所や寒い室内に入った
とき

●	朝起きて布団から出たとき
●	トイレで排泄するとき

●	寒い屋外に出るときは、しっかりと防寒対策をす
る	

●	脱衣所や洗面所を暖め、浴室との温度差を少な
くする	

●	布団から出る前に室内を暖める	
●	トイレ内や便座を温めておく

こんなときに血圧が上がりやすい 血圧の急上昇を防ぐには

　ヒートショック＊が原因で、入浴時に失神、死亡する事故
は、特に生活習慣病の人や高齢者でリスクが高いといわれ
ています。「脱衣所と浴室内を暖かく」「湯はぬるめ（41℃）
に、つかるのは10分以内」など環境の工夫と、体調が悪い
ときや飲酒したときは入浴を避けるなどの自衛が大切です。
＊急激な温度変化で血圧が大きく変動することで起こる健康被害

｛　｝ヒートショックに
ご用心
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花粉症

転  倒

花粉症対策は早めに行うのがベター。毎年つらい症状に悩まされる人
は、本格的に花粉が飛散する前から、治療を始めることが大切です。外
出時にマスクやめがねを着用するなど、セルフケアも徹底しましょう。

冬は積雪や凍結で路面が滑りやすくなり、寒さで筋肉の動きも悪く
なっているため、転倒事故が増加します。転んで骨折したり頭を打っ
たりすると、思わぬ事態につながることもあるので要注意です。

●	安静にして、痛みや出血の有
無を確認

●	骨折の可能性や出血が多い
場合は整形外科などの医療機
関を受診する

●	頭を打った場合は少なくとも
48時間は様子を見る。吐き
気、歩行困難等の症状がある
場合はただちに医療機関を受
診する。

●	上着は表面がツルツルした素
材のものを選ぶ

●	外出後は衣類をよく払い、す
ぐに手洗い・うがいを

●	室内はぬれ雑巾やモップでこ
まめに拭き掃除

セルフケアのポイント

●	横断歩道、地下からの出入口
付近など、滑りやすい場所を
把握しておく

●	歩くときは靴の裏全体を地面
につけて、歩幅は小さく

●	急ぎ足にならないよう、時間
に余裕をもって行動する

●	寒さだけでなく、けが防止の
ためにも帽子や手袋を着用

転倒防止のポイント もしも転倒してしまったら…

●	天気が晴れまたは曇り
●	最高気温が高く湿度が低い
●	やや強い南風が吹き、その後
北風に変化したとき

●	雨が降った翌日

花粉飛散の要注意日

　転倒事故が通勤途上や
業務中に起こったものであ
れば、健康保険ではなく、
労災保険（労働者災害補
償保険）が適用されます。
医療費の全額を労災保険
が負担するため、治療を受
けた際の自己負担はありま
せん。雇用されて賃金をも
らっている労働者が対象な
ので、パートやアルバイト
も該当します。

｛　｝通勤時の
けがは労災で

｛　｝花粉症の薬も
ジェネリック

!* 注 意 *
整骨院・接骨院ではレントゲ
ン等による治療は行えませ
ん。必ず整形外科などの医
療機関を受診してください。

　花粉症の薬は、アレルギー反応を抑える薬と目・鼻の症状を抑える
薬を併用するうえ、花粉シーズンが続く数カ月間使い続けることにな
ります。薬代の負担を減らす家計の強い味方となるのがジェネリック
医薬品。まずは医師や薬剤師に相談してみましょう。
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バランス能力をつけるロコトレ「片脚立ち」

下肢筋力をつけるロコトレ「スクワット」

※左右１分間ずつ、
　１日３回行いましょう。

転倒しないように、
必ずつかまるものが

ある場所で
行いましょう。

床につかない程度に、
片脚を上げます。

11 2

ポイント

ポイント

膝がつま先より前に出ないように、また膝が足の
人差し指の方向に向くように注意して、お尻を後
ろに引くように身体をしずめます。

スクワットができないときは、イスに腰かけ、机に
手をついて立ち座りの動作を繰り返します。

●動作中は息を止めないようにします。
●膝に負担がかかり過ぎないように、膝は90度以上曲げないようにします。
●太ももの前や後ろの筋肉にしっかり力が入っているか、意識しながらゆっくり行いましょう。
●支えが必要な人は、十分注意して、机に手をついて行います。

つま先は
30度ずつ開く30度ずつ開く

膝が出ない
ように注意

机に手をつかずにできる
場合は手を机に
かざして行います。

●姿勢をまっすぐにして
　行うようにしましょう。

●支えが必要な人は、十分注意して、
　机に両手や片手をついて行います。

指をついただけ
でもできる人は、
机に指先をつい
て行います。

肩幅より少し広めに足を広げて
立ちます。つま先は30度くらい
ずつ開きます。

※深呼吸をするペースで、５～６回繰り返します。１日３回行いましょう。

頑張りすぎず
無理せず

自分のペースで
行いましょう！

目指せ！ 健康長寿

ロコモティブ
シンドロームを防ぐ！

Part.1では、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）の
概要、Part.2では、ロコモに関する症状などについて解説しました。Part.3で
は、ロコモを防ぐ運動「ロコトレ」をご紹介します。

出典：ロコモチャレンジ！推進協議会WEBサイト

Part.3
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動脈硬化 心筋梗塞、
狭心症など

健康相談室より

03-3265-3289

健診結果や体調につい
てのご相談など、お気
軽にお電話ください。

糖尿病になっても、初めのうちは「痛い」「苦しい」といった自覚症状がありません。
そのため、「大した問題はない」と思ってしまいがち。
しかし、血糖値が高い状態が続くと、全身の血管の壁を傷つけ、さまざまな合併症
を引き起こします。

　糖尿病は動脈硬化を進めるため、「全身の血管病」と呼
ばれます。 動脈硬化は血管を硬くしボロボロにするため、時
には命さえ奪い、 失明や人工透析の日々を送るなど後悔し
てもしきれないほどの代償を払うことにもなります。 重症化
を防ぐためにも、普段の生活習慣を見直すことが大切です。

（受付9：00～16：30）

合併症が現れはじめる時期
糖尿病の
ステージ

合併症

5～10年

他にもこんなリスクが…

放置すると
後悔するよ

…

糖尿病患者数は世界規模で

年々増加しています。日本国内

においても、糖尿病有病者と

糖尿病予備群はいずれも約

1,000万人と推計されます。

（平成28年度国民健康・栄養調査）

放置すると…

失 明

放置すると…

人工透析

日常生活に支障が…

放置すると…

下肢切断

放置すると…

生命の危機

放置すると…

生命の危機

大 事 な こ と ！

境界型 糖尿病型

糖
尿
病
発
症

糖尿病神経障害

糖尿病網膜症

糖尿病腎症

壊疽
え そ

失明

腎不全

脳卒中 認知症
がん

指摘された
項目は放置
しないでね。

食生活や運動習慣を見直そう

年1回

糖
糖

糖糖糖

糖糖糖糖

糖
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よくある質問…

Q

A

お問合わせ先

「健診を受けておけば病気を早期に発見できたのに…」
と後悔しないように

あなたの受けられる健診は…

ご受診の前にご確認ください

東振協の健診 健保連の健診 婦人生活習慣病予防健診

受診する契約健診機関を選ぶ 受診する契約健診機関を選ぶ 受診する健診会場を選ぶ

健診を受けて、窓口で
一部負担金を支払う 健診を受ける 健診を受けて

一部負担金を支払う

契約健診機関に予約する 契約健診機関に予約する

せきゆけんぽに電話して
受診券を入手する せきゆけんぽに申し込みをする

人間ドック

被保険者の方と同様に被扶養者の方も健診が受診できます。
なお、配偶者以外の被扶養者の方は25歳以上が対象になります。

あなたは「男性」ですか？ 「女性」ですか？
男　　性

29歳以下30歳以上40歳以上 40歳以上 30歳以上 29歳以下

＊春と秋の期間限定で実施いたしますので、申し込みについては別途、ご案内いたします。

※春と秋の期間限定で実施しますので、
　申し込みについては別途ご案内します。

・人間ドック
・生活習慣病健診
・一般健診

・生活習慣病健診
・一般健診

・一般健診

平成30年度　健康診断
　平成30年度の健診の予約がそろそろスタートする時期になりました。年度の後半は予約が
混み合いますので、早めに健診のご予約をお願いします。年に1回の健診を習慣にしましょう。
　なお、事業所の担当者の方には、冊子『平成30年度健康診断のご案内』を3月中旬に送付
しますので、もうしばらくお待ちください。

特 集

東振協の健診

婦人生活習慣病
予防健診＊

婦人生活習慣病
予防健診＊

東振協の健診 東振協の健診
・人間ドック
・生活習慣病健診
・一般健診

健保連の健診
・一般健診

健保連の健診
・一般健診

・生活習慣病健診
・一般健診

・一般健診
東振協の健診 東振協の健診 東振協の健診

《検査項目》

身体測定・視力・
聴力・血圧

尿検査

心電図

血液検査

眼底

便潜血検査

胸部レントゲン

胃部レントゲン

腹部エコー

肺機能

乳房エコー

子宮頸がん

生活習慣病健診 一般健診

健保連の健診

一般健診

婦人
生活習慣病
予防健診

東振協の健診

お近くに契約健診機関がない場合は、「補助金制度」
をご利用ください。

「補助金制度」とは…契約健診機関以外で全額自己負担で受診
された後に、せきゆけんぽに申請手続きをすることで補助が受け
られる制度です。必須項目・申請書類・補助金上限額はせきゆけ
んぽのホームページでご確認ください。

健康管理課 03-3265-3289
せきゆけんぽホームページ
「健診に関する手続き」をご覧ください。

スマホの方はコチラから
ご覧いただけます。

次に該当する場合は、健診費用を全額負担
していただきますので、ご注意ください。

健診コースの特色は… 詳しくは、せきゆけんぽホームページをご覧ください。

受診までのながれは…の

近くに契約健診機関がないのですが、
健診の補助を受けられないのでしょうか？

Q

A 被扶養配偶者の方がパート先などで健診を受診されて
いる場合は、「奥さま補助金制度」の対象になりますの
でご利用ください。

「奥さま補助金制度」とは…パート勤務先や自治体などで受診し
た健診結果のコピーをせきゆけんぽにご提出いただくと、3,000
円分のＱＵＯカードを進呈しています。必須項目・申請書類などは
せきゆけんぽのホームページでご確認ください。

パート先で健診を受けていますが、
せきゆけんぽでの補助は何かありますか？

★せきゆけんぽの健診を
　年度2回受診した場合の重複分
★せきゆけんぽの資格喪失後に
　健診を受診した場合

健診を受けて、生活習慣病の
リスクが高いと判断された方には
「特定保健指導」の特典が!!
生活習慣改善サポートが無料で

受けられます。
健保連の健診
一般健診
お近くに東振協の健診機関がない方はコチラ

無料  実額8,000円相当負担金

婦人生活習慣病予防健診
婦人科検診と生活習慣病予防の健診はコチラ

5,000円  実額30,000円相当負担金

人間ドック（Ｄ1コース）
からだの隅々まで検査したい方はコチラ

東振協の健診

20,000円  実額45,000円相当負担金

生活習慣病健診（Ｂコース）
生活習慣病の予防をしたい方はコチラ

5,000円  実額25,000円相当負担金

一般健診（Ａ2コース）
基本項目の検査をしたい方はコチラ

1,000円  実額10,000円相当
※40歳以上無料

負担金

女　　性

平成30年
春季の申し込みは
まだ間に合うよ！

健診後のフォローも
お任せください！
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でご利用ください。

「奥さま補助金制度」とは…パート勤務先や自治体などで受診し
た健診結果のコピーをせきゆけんぽにご提出いただくと、3,000
円分のＱＵＯカードを進呈しています。必須項目・申請書類などは
せきゆけんぽのホームページでご確認ください。

パート先で健診を受けていますが、
せきゆけんぽでの補助は何かありますか？

★せきゆけんぽの健診を
　年度2回受診した場合の重複分
★せきゆけんぽの資格喪失後に
　健診を受診した場合

健診を受けて、生活習慣病の
リスクが高いと判断された方には
「特定保健指導」の特典が!!
生活習慣改善サポートが無料で

受けられます。
健保連の健診
一般健診
お近くに東振協の健診機関がない方はコチラ

無料  実額8,000円相当負担金

婦人生活習慣病予防健診
婦人科検診と生活習慣病予防の健診はコチラ

5,000円  実額30,000円相当負担金

人間ドック（Ｄ1コース）
からだの隅々まで検査したい方はコチラ

東振協の健診

20,000円  実額45,000円相当負担金

生活習慣病健診（Ｂコース）
生活習慣病の予防をしたい方はコチラ

5,000円  実額25,000円相当負担金

一般健診（Ａ2コース）
基本項目の検査をしたい方はコチラ

1,000円  実額10,000円相当
※40歳以上無料

負担金

女　　性

平成30年
春季の申し込みは
まだ間に合うよ！

健診後のフォローも
お任せください！
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特定保健指導の
案内をもらったけど、

何をするのかわからないし…
今回はパスだな。  　

こんなにメリットのある
特定保健指導のチャンスを
見逃すところだったよ。

特定保健指導のながれ

お得がいっぱい特定保健指導

挫折しがちな生活習慣の改善が
特定保健指導なら専門家のサポートで
目標達成率は99％以上！
しかも費用は無料！

腹囲・BMI

血液検査の値
血圧・血糖・脂質

喫煙歴

リスクが高い
積極的支援

リスクが低い
動機付け支援

・夕食は腹八分目にする
・通勤で歩く速度を速める
・間食を減らす　など…

積極的支援
電話・メールでの
サポートが6回

動機付け支援
手紙での

サポートが1回

特定保健指導って
何をするの？
　特定保健指導は、生活習慣病になる一歩手前
の人を対象に行う保健指導です。健診の結果から
対象と判断された方には、ライフスタイルに合わせ
て生活習慣の改善ができるよう、保健師や管理栄
養士などの専門家がサポートします。必ず受けて
生活習慣病を未然に防ぎましょう。

メタボはなぜ危険？
　メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満に
加え、脂質異常･高血圧・高血糖のリスクが2つ以
上ある状態をいいます。「血圧や血糖値がちょっと
高め」程度でも、それが重なると、動脈硬化の危険
性が急激に高まることがわかっています。メタボを
そのままにしておくと、脳卒中や心筋梗塞など命に
かかわる深刻な症状につながるのです。

特定保健指導が
笑顔あふれる未来を
守ってくれるんだよ。

ここ
が

お得1

特定保健指導を受けた人は
翌年の検査値が改善するだけでなく、
その後も健康に向かう！

ここ
が

お得2

初回面談を受けた人には、
せきゆけんぽからもれなく特典が…
① 話題の健康書籍をプレゼント！
② 毎回人気の健康管理課主催の
　 健康セミナーにご招待！

ここ
が

お得3

健診結果から
生活習慣病のリスクを判定

2つのコースに
分かれます その後のサポート

専門家と一緒に目標を決め
ます。身近なところから変え
ていく目標なので、継続でき
る内容です。

病院へ行くのは
初回面談の
１回だけだよ。

初回面談

特定保健
指導

ご案内

例

それは健康になれる
幸運の案内だよ!!
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複数の市販薬を
一緒に飲んで大丈夫？

セルフメディケーション

薬剤師に聞く！ 市販薬の賢い使い方

監修
伊藤真美

そうごう薬局 綾瀬店
薬局長・薬剤師

　薬の飲み合わせによっては、効き目が強くなったり弱

くなったり、その効果に影響が出ます。これを“相互作

用”といいます。市販薬の場合、特に似たような成分

の薬の併用は注意が必要です。

　例えば、寝付きを助ける睡眠改善薬は、抗アレル

ギー薬の副作用を利用して作られた薬で、抗ヒスタミ

ン成分が入っています。この成分は、かぜ薬（総合感

冒薬）、鼻炎薬、乗り物酔い止めの薬、アレルギーの

薬、胃薬などにも含まれており、睡眠改善薬と一緒に

飲むと効き目が強く出てしまう恐れがあります。また、

含まれる成分によっては、かぜ薬（総合感冒薬）と頭

痛薬の飲み合わせで、成分が重複して効果が増強し、

肝臓や胃に負担がかかったりする場合があるため、併

用に気をつけましょう。便秘薬と胃薬の飲み合わせは、

効果を弱めてしまうこともあるため、同時に服用せずに

1時間以上あけて服用するようにしましょう。

　市販薬を購入する際は、薬の効果を十分に引き出

し、安全に服用するために、今どのような薬（処方薬、

または市販薬）を服用しているかを薬剤師に伝えてくだ

さい。単に「胃薬」といっても様々な成分を含む市販薬

があるため、具体的な商品名を「おくすり手帳」に記録

しておくと便利です。飲み合わせによる薬の効果への

影響や、薬の成分の重複など、専門的な知識を持っ

た薬剤師がお答えします。お気軽に、薬剤師にご相

談ください。

薬によっては相互作用があるので注意

食品との組み合わせにも気をつけて

総合感冒薬には、カフェインが含まれてい
るものがあります。カフェインが含まれるコー
ヒー、コーラ、紅茶、緑茶などの飲み物と
薬を一緒に飲むと、カフェインの作用が増
強されて副作用が起こることがあります。

胃酸を中和するタイプの胃薬は、炭酸飲
料と一緒に飲むと薬が炭酸も中和をしてし
まうので、本来の効き目が弱くなります。薬
を服用する前後２時間程度は、炭酸飲料
を飲むのを控えましょう。

アルコールは、睡眠改善薬の効果を強めて
しまいます。日中も薬の効果が続いて眠たか
ったり、ふらつきや意識障害を起こすこともあ
ります。薬を服用するならお酒は飲まない、
お酒を飲んだら薬は服用しないことです。

一緒に服用しないよう
注意が必要

かぜ薬
（総合感冒薬）

コーヒーなどの
カフェイン飲料

胃 薬
（制酸剤を
含むもの）

炭酸飲料 睡眠改善薬 アルコール

　当組合の平成29年9月30日の平均標準報酬月額は、360千円と決定されました。したがって、平成30年度の標準報酬月

額の上限は変更ありません。

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は変更ありません
平成3

0年度
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訃　報
　当健康保険組合理事の宍戸大三様が、平成29年11月5日
永眠されました。享年75歳。
　宍戸様は平成4年より永きにわたり、議員・理事として当健康
保険組合の事業運営にご尽力されました。故人の功績を偲び、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

【事業状況】※平成29年11月末現在

事業所数
841

被保険者数 
20,027人

男 15,793人

女 4,234人

平均標準報酬月額 
358,958円

男 385,406円

女 260,306円

　11月13日、石油健保ビルにおいて人気落語家

の三遊亭兼好師匠をお招きし、健康に関する小噺

を中心におもしろおかしく講義をしていただきまし

た。セミナーの最後には演目も一つご披露いただ

き、師匠の軽快なお話に参加者一同、終始笑いが

絶えず、それでいて「笑いは明日へのエネルギー」と

いう当セミナーのテーマが強く印象に残る内容でし

た。閉演後は、兼好師匠のサイン色紙を大勢の方々

が希望され、抽選とさせていただくほどの盛況ぶり

でした。最初から最後まで、「笑いっぱなし」の健康

セミナーでした。

　昨年末に事業主様をとおして、該当の方々へ「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。

　10月12日、13日に、標記イベントがコナミスポーツ

クラブ（飯田橋・恵比寿）にて開催されました。当日は

「睡眠セミナー（よい眠りを引き出すために）」と「ジム

体験セミナー（ヨガレッスン＆ジムトレーニング）」を受

講していただきました。参加された方 か々らは、睡眠と

運動の大切さについて「よく理解できた」といったお声

をいただきました。参加者の皆さま、お疲れ様でした。

せきゆけんぽ寄席
「笑う門には健康長寿」

開催報告

「被扶養者資格調査書」の早期提出にご協力ください

睡眠セミナー＆
スポーツクラブ体験会開催報告

せきゆ
けんぽ

主催
健康セ

ミナー

提出期限

平成30年2月16日（金）まで（せきゆけんぽ必着） 
※ 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。

せきゆけんぽ 検　索

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！

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。

調査書が提出されないと被扶養者の資格を失います。ご注意ください。

　11月28日、石油会館（千代田区永田町）におい

て、浅山敬氏（帝京大学医学部）を講師に迎え、高

血圧について講義していただきました。血圧の正しい

測り方や高血圧の定義などの基礎的な内容にとどま

らず、血圧が原因で起こる病気やその病気により死

亡する確率など、高血圧に関するさまざまなお話をご

講義していただきました。

「高血圧は体のSOS！」
開催報告

健康セ
ミナー
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お祝い事の多い春にぴったり　カラフルな野菜を飾る「いろいろ野菜のケー
キ寿司」は、７色のファイトケミカルをバランスよ
く摂取するのにぴったりな一品。ふんわり卵と
さわやかな寿司飯が食欲をそそります。
　赤、橙、黄、緑、紫、白、黒の成分の健康効
果はそれぞれ異なります。不足しがちな色を補
うように野菜を盛りつければ、見た目の美しさ
に加え、栄養バランスも自然に整います。

料理：田中可奈子　写真：片山貴博

野菜や果物に含まれる色素や香りの成分は

「ファイトケミカル」と呼ばれ、

強い抗酸化作用があると注目されています。

色とりどりの野菜をバランスよくとって、

さびない体を目指しましょう。

いろいろ野菜の
ケーキ寿司

❶	パプリカとプチトマトは食べやすく切り、れんこんは薄切りにして合わせ酢につけ
ておく。ブロッコリー、アスパラガス、スナップエンドウ、かぼちゃはゆでて飾り用
に切る。なすの漬物は薄切りに、しょうがの甘酢漬けは千切りにする。

❷	炊きたてのごはんに❶の合わせ酢を混ぜて寿司飯を作る。
❸	一口大のサーモンと小さく切ったアボカドをマヨネーズで和え、塩で味を調える。
❹	耐熱ボウルに、卵と【A】を入れて混ぜ、ラップをせずに500wの電子レンジで1
分半加熱する。取り出して菜箸などでほぐし、やわらかいようなら20秒ずつ加熱
しては混ぜる。ふんわりとさせたら冷ましておく。

❺	ケーキ型などの内側にラップを敷き、❹を詰めて平らにならし、しょうがの甘酢漬
けを散らす。寿司飯の半量をのせて広げ、❸と好みの野菜を詰めたら、残りの
寿司飯を重ねて広げ、ラップで覆う。

❻	上からぎゅっと押さえて落ち着いたら、卵が上になるように型から抜き、器に盛
る。野菜やいくらなどを美しくデコレーションする。

ごはん	 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3合
パプリカ	 ・・・・・・・・・・・・・½個
れんこん	 ・・・・・・・・・・・・・ 50g
ブロッコリー	・・・・・・・・・・ 3房
アスパラガス	 ・・・・・・・・・ 3本
スナップエンドウ、
かぼちゃ、プチトマト	 ・・各適宜
なすの漬物	・・・・・・・・・・・ 1本
サーモン（刺身用）	・・・・・ 150g
アボカド	・・・・・・・・・・・・・・½個
マヨネーズ	・・・・・・・・・・・・少々

材料 （ 4人分 ） 作り方

しょうがの甘酢漬け	 ・・・ 30g
いくら	 ・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
卵	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個

【A】
　酒	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
　塩	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
　砂糖	・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

【合わせ酢】
　酢	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ5弱
　塩	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
　砂糖	・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2

1人分 

667kcal

 ♪ フ ァ イ ト ケ ミ
カ

ル
で 彩 る ♬
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　タレントの原千晶さんをお招きして、子宮がんの体
験談をお話いただきます。セミナーに参加して「体を
守る大切さ」「健診の大切さ」を一緒に学びましょう。

◆ 日 時…6月中旬  PM1：30～3：00
◆会 場… JR市ヶ谷駅　徒歩圏内

興味がある！ 参加したい！

早く知りたい！ という方は…

詳細は、決まり次第いただいたメールアドレスに

お送りします。

健康管理課〈kensemi@toseki-kenpo.or.jp〉まで

「氏名」「生年月日」をメール送信してください。

【お問合わせ先】 健康管理課　03-3265-3289

毎年 大好評！
せきゆけんぽの
健康セミナー


