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健康はつかいち２１推進協議会事務局（廿日市市福祉保健部健康推進課）
〒７３８－８５１２

連絡先
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第

廿日市市新宮一丁目１３番地１号

TEL（０８２９）２０－１６１０

FAX（０８２９）２０－１６１１

栄養
バランス
減塩

お子さまから
ご年配の方まで、

適量

野菜 350g/日

誰でもいつでもどこで
も取り組むことができる

彩りよく楽しく
廿日市市食生活改善推進員連絡協議会
地域で『食』を中心とした健康づくりを推進してい
るボランティアです。バランスのとれた食生活や生活
習慣病予防のための食習慣づくりなどの伝達講習を
行なっています。廿日市地域では愛称の「ヘルスメ

イトさん」、他の地域では「食推さん」と呼ばれ
親しまれています。
右上の写真は、食生活改善推進員手作りのヘルシ
ー弁当です。健康づくりの基本である栄養と運動の教
室として『健康づくり交流会』を開催し、運動した後に
参加者と一緒に楽しく食べました。
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『有酸素運動』として
『ウオーキング』を推進
しているボランティアです。各地域
の市民センターやコミュニティなどの
事業で開催する交流ウオーキングが安全

で健康づくりに効果的に行なわれるようサポー
トしています。ウオーキングリーダーで構成する
ウオーキング大会実行委員会では、多くの市民の
皆さまが日頃のウオーキングの集大成として参加
されたり、大会参加をきっかけにウオーキングの習
慣を身につけられたりすることを願って、市民ウオ
ーキング大会を企画・運営しています。

27
ウオーキング前にストレッチをして
体調確認！気持ちと筋肉をほぐそう！

廿日市市ウオーキングリーダー会
平成 22 年度から 2～3 年に 1 回ウオーキン
グリーダー養成講座を開催しています。これま
で 4 回開催し、169 名が修了され、現在 95 名が
活躍されています。今年度は第 5 回ウオー

共
食

キングリーダー養成講座を開催しました。
左の写真は 5 期生企画の模擬ウオーキング

大会ｉｎもみのき森林公園です。今年、21 名
の新ウオーキングリーダーが誕生しました！

食生活改善推進員とは!?
食生活改善推進員は、『官製ボランティア』と言って、もともと国が養成したボランティアです。廿日市市では、昭和 54 年に初めて
食生活改善推進員さんが誕生しました。平成 15 年の平成大合併にあわせ、それぞれの市町村にあった食生活改善推進組織を統合し、
廿日市市ヘルスメイト協議会を設立し、平成 20 年度に廿日市市食生活改善推進員連絡協議会に改名しました。

健康はつかいち２１
の取り組み

地域に根ざした活動を行なうために、５つの地域会で健康づくりに取り組んでいます。
各地域会では、部会員を募集中！地域の健康寿命を向上するために、一緒に活動しませんか！？

廿日市地域会

若い世代の食生活の改善や中・高齢者の健康づくりに取り組んでいます！
【問い合わせ先】 廿日市市保健センター（20-1610）

健だまっこ

こどもの食生活の改善や、健康づくりのために活動しています。２８年度の取り組みを紹介します。
『小学生向け料理教室
「わくわくクッキング」』
小学２～６年生を対象
に、ロコモコ丼とデザート

若返り部会

(トライフル）の調理実習

『ママと♪おべんとう大作戦』（２～３歳児）

を行いました。

親子でお弁当の盛り付けを行いました。

主に運動による健康づくりをすすめており、コミュニティ単位で交流ウオーキングを開催しています。
写真は廿日市地区で実施してい
る交流ウオーキングの様子です。
ウオーキングカードのスタンプを
貯めて健康グッズをゲットしませ
んか？

大野地域会
大野地域では平成１５年度から、

【問い合わせ先】 大野支所

健康福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ （30-3309）

「健康おおの２１」の各部会が、地域

高齢者の健康づくり

とつながりながら運動、食育、こころ

推進部会

運動と健康づくり推進部会

の健康、禁煙等に取り組んでいま
す！

健康な
まちづくり
推進部会
健康なまちづくりを目指し、禁煙

地域での交流ウオーキング、

元気であるために早い時期からの

健康を守る集いでのウオーキン

体力づくりが大切！体力測定等を通じ

グ大会を開催しています！

て体力アップに取り組んでいます！

啓発活動や、こころの講座などを開
催しています！

食生活と歯の健康づくり推進部会

夏休みこどもクッキングや、親子みそづくり教室、乳幼児を持つ親対象
の料理教室などを開催し、食生活と歯の健康について取り組んでいます！

【問い合わせ先】 佐伯支所 市民福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ （72-1124）

佐伯地域会
佐伯地域では、町制時代か

にこにこ会

ら地域の人を健康づくり推進員
として委嘱し、地区の特性にあ

（健康づくり
推進員連絡会）

った健康づくりをおこなってい
ます。
健康づくり推進員が各地区のにこにこ会のメンバーとして地域の健康上の課題を
出し合い解決に向けて取り組んでいます。ウオーキングや世代交流など各地区なら

健康づくり推進員

ではの活動を行っています。

（食生活改善推進員
・保健運動委員）

３食（色）食べよう会

かえる部会

食生活改善推進員は
健康料理を地域で伝達講

子育てイベントで

習するなど、食を通した

ヨーグルト寒天を

健康づくりに取り組んでい

作りました。

ます。保健運動委員は運
動やレクリエーションを通

若い世代が食の大切さに気づくことを目標

「みんなで若かえる！かえるのよう

して心身の健康づくりに

に活動しています。佐伯高校との調理実習や、

に飛びはねる！」を目標に運動を

取り組んでいます。

乳幼児のおやつの試食提供を行いました。

中心に活動しています。

吉和地域会
吉和ウォーキングや交流ウ
吉和地域では、平成２１年度から
ォーキングなどへの参加の声
かけ、吉和ウオーキングマップ
ウオーキングリーダー、老人クラブ、
の配付などを行い、健康づくり
民生委員、食生活改善推進委員、
のためにウォーキングを推進
しています。

【問い合わせ先】 吉和支所

市民福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ （77-2113）

ウオーキングの推進

介護予防事業
年 30 回実施している、まめでいき
いき元気教室など介護予防事業へ
の参加の声かけを行っています。
各集会所での伝達講習では、ウ

スポーツ推進協議会などと連携し、
「吉和地域健康づくり推進部会」の

オーキングリーダーがストレッチや

活動を行っています。

介護予防体操を行い、参加者に啓
発しています。

減塩やバランス食の伝達

吉和ウオーキングマップの６つのコー
地域内でのイベントや各集会所
での伝達講習などで食生活改善

スで 4 月から 12 月まで、月１回ウオーキ
ングを行っています。

受動喫煙防止
地域のイベント「すこやかプラ

推進員による減塩みそ汁の試食

8 月の防災ウオーキングでは、防災

ザまつり」で、受動喫煙防止推進

提供、手作りおやつや栄養バラン

士から地域内の危険箇所や避難所など

の啓発ティッシュを配布したり、

スのよい食事などの普及啓発を行

の説明をしてもらいました。子どもたちも

健康はつかいち 21 の取り組みを

っています。

真剣に聞いていました！

紹介しました。

宮島地域会

【問い合わせ先】 宮島支所市民福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ（44-2001）

吉和ウォーキングや交流ウ

宮島地域では平成１７年度から
ォーキングなどへの参加の声

栄養と食生活部会

身体活動と運動部会

かけ、吉和ウオーキングマップ
「健康みやじま２１」の２つの部会
の配付などを行い、健康づくり
と食生活改善推進協議会と公衆
のためにウォーキングを推進
しています。
衛生推進協議会が地域とつなが

りながら活動しています。交流ウ
オーキングや運動、食育等に取り
組んでいます！

栄養士の指導のもと、手作り
惣菜を作って食べる「惣菜普及
事業」に取り組んでいます。

「世界遺産を歩くみやじまウオー
キングマップ」を作成しました。年
に２回ウオーキングに取り組んで
います。

健康づくり応援団
吉和ウォーキングや交流ウ
ォーキングなどへの参加の声
健康づくり応援団は、介護予防や健康づくりのために体操や
かけ、吉和ウオーキングマップ
運動を普及するボランティアです。現在、約９０名の応援団が地
の配付などを行い、健康づくり
のためにウォーキングを推進
域のサロンなどへ出向いて、身体に無理のない程度のボールや
しています。

タオルを使った体操、椅子に座ってできる体操、簡単な筋肉トレー
ニング指導などを実践指導しています！

地域における応援団の活動の様子

タオルを使い、椅子に座って出来る簡単な
体操を実践（上図）
身体がのびて気持ちがよいと評判。

健康づくり応援団養成講座/連絡会研修会
自分や地域の健康づくりのために、健康運動指
導士や、理学療法士、作業療法士などから身体
のしくみや、運動の基礎、基本を学びます（左図）。
連絡会研修会は応援団同士の交流の場にもなっ
ており、活動を報告し合い交流を深め、今後の活
動へのモチベーションを高める場でもあります。
健康づくり応援団は、皆様からのご要望があれば
無料で活動します。イキイキとした生活を送るため

一緒に身体を

一緒に身体を動かしましょう！
【問い合わせ先】 廿日市市保健センター

動かしませんか？

（20-1610）まで
次号では、健康はつかいち２１（廿日市市健康増進計画）の中間評価報告を紹介します！

