
広報はつかいち平成30年 7 月号 18広報はつかいち平成30年 7 月号19

備考欄は、①内容、②持ってくる物、③問い合わせ・申込先です。
※駐車場に限りがあるので、できるだけ公共交通機関で来てください

Health and Medical information

■ ハツラツ！はつかいち交流ウオーキング
と　き ところ 備　考

9 日㈪
9：30
（ 9：15～�
受け付け）

中央市民�
センター

①廿日市地区周辺（約 6㎞）
③中央市民センター緯欝1266
※雨天中止

20日㈮
9：00

串戸市民�
センター

①�廿日市マリンコース（廿日市大橋
西下経由約 8㎞）

②�参加費100円（保険料含む）
③�18日㈬午前中までに串戸市民セン
ター緯荏2096

※雨天中止

27日㈮
9：30

吉和�
魅惑の里

①魅惑の里コース（約 2㎞と約 4㎞）
②参加費50円（保険料含む）
③吉和支所緯猿2111
※雨天中止

※�飲み物、タオル、帽子、ウオーキングカード、歩数計なども
持参してください

■「健康はつかいち21ウオーキングカード」達成者
　片山　セイ子（かたやま・せいこ）さん（大野 9区）
　久波　尚之（くば・なおゆき）さん（大野 2区）
　小笹　美佐保（こざさ・みさお）さん（大野 8区）
　鷹本　勝江（たかもと・かつえ）さん（大野 8区）

■ ハートビクス【佐伯地域】
と　き ところ 備　考

26日㈭
13：00～15：30

友和市民�
センター

①�運動教室と栄養・運動の個別アド
バイス

講　師　松本直子さん
対�　象　市内在住のおおむね40歳以
上の人

※�循環器疾患などの既往歴がある人
は医師に相談後参加してください

②飲み物、タオル、運動できる上靴
③佐伯支所緯演1124

■ 子どものための料理教室
　ボランティアで地域の食育を推進しているヘルスメイト�
（食生活改善推進員）が指導します。

と　き ところ 備　考

30日㈪
9：30～12：30
（ 9：00～
受け付け）

あいプラザ

①料理教室
②�参加費（450円）、エプロン、三角
巾、上履き、ふきん（ 2枚）

③�家族が料理の試食を希望する場合
は、申し込みのときに知らせてく
ださい

※�試食代として別途450円が必要です

■ 体若返り教室ハートビクス【宮島地域】
と　き ところ 備　考

5 日㈭
14：00～15：30 西連集会所

①ハートビクス運動
講　師　松本直子さん
②飲み物、タオル、運動できる上靴

■ 介護予防教室【吉和地域】
と　き ところ 備　考

5 日㈭
19日㈭
14：00～15：30

吉和福祉�
センター

①介護予防体操
②�参加費100円、飲み物、タオル、
運動できる上靴

③吉和支所緯猿2111

■ 集団健診の申し込み受け付け中
健診の日程　※先着順です

と　き と　こ　ろ 備　考
5 日㈭ 大野福祉保健センター

・特定健診
・後期高齢者健診
・胃がん検診
・肺がん検診
・大腸がん検診
・乳がん検診
・子宮頸がん検診
・�C型・B型肝炎ウイ
ルス検査

6日㈮ 9区集会所
8日㈰ 大野福祉保健センター9日㈪
11日㈬ 宮島福祉センター
20日㈮

あいプラザ
21日㈯
22日㈰
23日㈪
※�託児があります
（要予約）
8月 1日㈬ 吉和福祉センター
　当日の健診受付時間は、 8：30～10：00で市が指定します。詳
しくは ｢平成30年度健診のご案内」または、市ホームページで
確認してください。
※11日㈬は、子宮頸がん検診はありません
問い合わせ・申込先　健診専用電話　緯雲2026
※�医療機関個別健診は直接医療機関に予約・申し込んでください

■ 特定健診を受診しましょう
　特定健診を無料で受けることができる「受診券」が届いた人
は、健康診断を受けましょう。

■ 8020（ハチマルニイマル）運動達成者（80歳以
上で自分の歯が20本以上残っている人）を表彰
します

対�　象　平成30年 4 月 1 日以降に80歳以上で20本以上の歯を有
し、市内在住で、歯科医師の推薦を受けている人（過去に表
彰を受けた人は除く）

応募期間　 7月13日㈮～ 9月14日㈮
※�該当する人は、かかりつけの歯科医師へ相談し、歯科医師の
推薦を受けてください

※�11月 4 日㈰のあいプラザまつりにて「8020運動達成者表彰式」
を予定しています
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