
参加することで「ひろしまヘルスケアポイント」が３０ポイント貯まる健康づくりイベント等一覧（廿日市市認定）

★イベント関係★

名称 地域 開催日時等 会場住所 問合せ先 概要 参加希望資格等 ポイント数

歯のなんでも相談日 廿日市
平成30年6月17日（日）
9:00～13:00
（受付は12：00まで）

廿日市市総合健康福祉センター
（あいプラザ）
（新宮1-13-1）

廿日市市保健センター
0829（20）1610

歯の健診・相談、ミニ講座、ブラッシン
グ指導、等

どなたでも可 30

あいプラザまつり 廿日市
平成30年11月4日（日）
10:00～15:00

廿日市市総合健康福祉センター
（あいプラザ）
（新宮1-13-1）

廿日市市保健センター
0829（20）1610

健康相談、骨密度測定と相談、簡易血液
検査、肺年齢測定、血管老化度チェッ
ク、体力測定、等

どなたでも可 30

健康を守る集い（ウ
オーキング大会含
む）

大野
平成30年10月7日（日）
10:00～14:00

大野体育館周辺
（大野1328番地）

大野支所健康福祉グループ
0829（30）3309

健康コーナー、福祉体験コーナー、
ウォーキング大会、バザーなど

どなたでも可 30

健康おおの２１運動
部会　体力測定＆骨
密度測定

大野
平成30年5月26日（土）
14:00～15:00

大野福祉保健センター大集会室
（大野4124番地）

大野支所健康福祉グループ
0829（30）3309

体力測定、健康運動指導士によるミニ講
座、骨密度測定、肺活量測定

どなたでも可 30

さいきすこやか健康
塾

佐伯
平成30年8月29日（水）
10:00～15:00

友和市民センター
（友田４０７－１）

廿日市市佐伯支所市民福祉
グループ
0829(72)1124

骨密度測定、体力測定など 廿日市市民 30

ハーモニーフェスタ
（健康相談コー
ナー）

佐伯
平成30年1０月28日（日）
10:00～15:00

廿日市市さいき文化センター
（津田４２１８）

廿日市市佐伯支所市民福祉
グループ
0829(72)1124

骨密度測定、血管年齢測定など どなたでも可 30

健康チェックデー 宮島
平成30年7月11日（水）
9:00～12:00

廿日市市宮島福祉センター
（宮島町９６０－２）

廿日市市宮島支所
0829(44)2001

どなたでも可 30

すこやかプラザまつ
りでの健康チェック

吉和 平成30年11月10日（土）
吉和福祉センター
（吉和1771-1）

廿日市市吉和支所
0829（77）2113

どなたでも可 30

ウオーキング大会 宮島 平成31年３月未定 宮島小学校グランド集合
廿日市市保健センター
0829（20）1610

どなたでも可 30

廿日市（地
御前・佐
方）

随時
廿日市市保健センター
0829（20）1610

対象地区の方

大野（２
区）

随時
大野支所健康福祉グループ
0829（30）3309

対象地区の方

大野（9
区）

随時
大野支所健康福祉グループ
0829（30）3309

対象地区の方

ふるさと散策ウォー
ク

佐伯
平成30年１０月13日（土）
時間未定

佐伯地域内
廿日市市佐伯支所市民福祉
グループ
0829(72)112４

どなたでも可 30

★健康づくりに関する講座★

名称 地域 開催日時等 会場住所 問合せ先 概要 参加希望資格等 ポイント数

市民公開講座 廿日市
平成30年6月24日（日）
13:00～1６:０0

はつかいち文化ホール
さくらぴあ大ホール
（下平良1-11-1）

廿日市市保健センター
0829（20）1610

JA広島総合病院・佐伯地区医師会・
廿日市市共催の市民公開講座

どなたでも可 30

がん検診啓発講演
会

廿日市 未定
廿日市市総合健康福祉センター
（あいプラザ）
（新宮1-13-1）

廿日市市保健センター
0829（20）1610

廿日市市民 30

健康づくり交流会 廿日市 未定
廿日市市総合健康福祉センター
（あいプラザ）
（新宮1-13-1）

廿日市市保健センター
0829（20）1610

栄養と運動の教室
（ヘルシー弁当試食あり）

概ね40歳以上の
廿日市市民

30

こころの健康講座
廿日市・
大野

未定 未定
廿日市市保健センター
0829（20）1610

未定 30

※同じ名称の講座に参加される場合、2回目以降のポイントは加算されません。

★交流ウオーキング★

廿日市市ホームページ（「健康・医療」→「基本情報」→「健康はつかいち21の取り組み」→「平成29年度廿日市市交流ウオーキング日程一覧」）からご確認ください。

※同じ地区の交流ウオーキングに参加される場合、2回目以降のポイントは加算されません。

★歯の健康づくりに関する講演会や講座★

名称 地域 開催日時等 会場住所 問合せ先 概要 参加希望資格等 ポイント数

歯の講演会 未定 廿日市市民 30

歯・歯周疾患の出
前講座

未定 廿日市市民 30

※同じ名称の講座に参加される場合、2回目以降のポイントは加算されません。

平成30年5月15日

30（2回目以
降の参加は加
算されませ
ん。）

受診率向上キャン
ペーン（地御前・佐
方・2区・9区）



★健康教室★

名称 地域 開催日時等 会場住所 問合せ先 概要 参加希望資格等 ポイント数

廿日市

９月２1日（金）
１０月２6日（金）
１１月１6日（金）
１２月21日（金）
１月１8日（金）
２月22日（金）

中央市民センター
（天神１１－２９）
1階　多目的ホール

廿日市市保健センター
0829（20）1610

大野

９月２５日（火）
１０月３０日（火）
１１月２７日（火）
１２月１８日（火）
１月２２日（火）
２月２６日（火）

大野図書館
（大野１３２８）
２階大研修室

大野支所健康福祉グループ
0829（30）3309

佐伯

７月２6日（木）
8月２3日（木）
9月27日（木）
１1月２9日（木）
１2月２0日（木）
1月２4日（木）
2月２8日（木）

友和市民センター
（友田４０７－１）

廿日市市佐伯支所市民福祉
グループ
0829(72)1124

宮島 未定
西連集会所
（宮島町７５６－３）

廿日市市宮島支所
0829(44)2001

健康運動指導士によるミニ講座と運
動指導、等

★健康教室★

名称 地域 開催日時等 会場住所 問合せ先 概要 参加希望資格等 ポイント数

生活習慣病予防教
室

廿日市 未定

健康はつかいち２
１佐伯地域会　世
代交流会

佐伯 未定 　

サロンにきんさい 宮島 未定

ハツラツ元気塾 宮島

平成30年9月20日（木）
平成30年10月25日（木）
平成30年11月15日（木）
平成30年12月27日（木）
平成31年1月31日（木）
14：00～15：30

西連集会所
（宮島町７５６番地３）

廿日市市宮島支所
0829(44)2001

どなたでも可 30

健康体操 吉和 月２～４回　（金）
吉和福祉センター
（吉和1771-1）

廿日市市吉和支所
0829（77）2113

どなたでも可 30

※同じ名称の教室に参加される場合、2回目以降のポイントは加算されません。

★健診結果説明会・健康相談・出前講座★

名称 地域 開催日時等 会場住所 問合せ先 概要 参加希望資格等 ポイント数

廿日市

①平成30年9月28日（金）
②平成30年10月31日（水）
③平成30年11月27日（火）
④平成31年1月25日（火）

①廿日市市総合健康福祉セン
ター(あいプラザ)（新宮1-13-
1）

廿日市市保健センター
0829（20）1610

保健師、看護師による健診結果個別
相談。栄養士からの食事アドバイス
※健康器具の測定が無料でできます

大野
平成３０年8月3０日（木）
平成３０年12月1２日
（水）

大野福祉保健センター栄養指導
室（大野4124番地）

大野支所健康福祉グルー
プ0829（30）3309

医師による相談、栄養相談、ヘルス
チェック（体組成・血圧測定、尿検
査）

佐伯 平成31年1月下旬予定
友和市民センター
（友田４０７－１）

佐伯支所市民福祉グルー
プ
0829(72)1124

宮島
平成30年8月29日（水）
14:00～15:00

宮島市民センター
（宮島町６００）

廿日市市保健センター
0829（20）1610
廿日市市宮島支所
0829(44)2001

特定保健指導 全地域 30

健康相談（ヘルス
チェック）

全地域 随時
廿日市市保健センター
0829（20）1610と各
支所

30

健康教室（出前講
座）

廿日市 随時 ※相談に応じます。
廿日市市保健センター
0829（20）1610
と各支所

※相談に応じま
す。

30

※同じ名称の事業に参加される場合、2回目以降のポイントは加算されません。

健診結果説明会

※該当者へ個別に実施します。

ポイント数に
ついては調整
中

30
特定健診を受け
られた廿日市市
民

ハートビクス
（食生活改善と運
動習慣化のための
健康教室）

健康運動指導士によるミニ講座と運
動指導、栄養士によるミニ講座、等
※時間は13:30～15:30ですが、参
加初日と最終回は13:00～です。

概ね４０～７０
歳の廿日市市民



★健康づくりのための料理教室★

名称 地域 開催日時等 会場住所 問合せ先 概要 参加希望資格等 ポイント数

廿日市 未定 市民センター、集会所等
廿日市市保健センター
0829（20）1610

佐伯 未定 市民センター、集会所等
廿日市市佐伯支所市民福祉
グループ
0829(72)1124

宮島 未定
宮島市民センター
（宮島町６００）

廿日市市宮島支所
0829(44)2001

吉和

①平成３０年５月２５日(金)
②平成３０年６月８日(金)
③平成３０年７月２０日(金)
④平成３０年９月７日(金)
⑤平成３０年１０月１９日(金)
⑥平成３０年１１月２１日(水)

①第１集会所（吉和160－７）
②中央集会所（吉和3624－1）
③石原集会所（吉和2534－1）
④第3集会所（吉和3152）
⑤第2集会所（吉和735）
⑥吉和保健センター（吉和617）

廿日市市吉和支所
0829（77）2113

みそづくり教室 大野 平成31年1月26日（土）
大野福祉保健センター
（大野4124番地）

大野支所健康福祉グループ
0829（30）3309

親子でみそづくり
小学生とその保
護者

30

佐伯
5月から3月
10：00～13：00

浅原市民センター
（浅原２６５４－３）
津田市民センター
（津田４２１８）

廿日市市佐伯支所市民福祉
グループ
0829(72)1124

廿日市市民男性 30

宮島 未定
宮島市民センター
（宮島町６００）

廿日市市宮島支所
0829(44)2001

廿日市市民 30

※同じ名称の事業に参加される場合、2回目以降のポイントは加算されません。

★市民センターで開催している健康づくりに関する事業★ 

名称 地域 開催日時等 会場住所 問合せ先 概要 参加希望資格等 ポイント数

脂質異常症ってな
あに？～体のコン
ディションを整え
よう～

廿日市 平成30年7月12日（木）
串戸市民センター大研修室
廿日市市串戸２-13-13

串戸市民センター
0829（32）2096

どなたでも可 30

健康講座 廿日市

①平成30年7月19日（木）
②平成30年8月30日（木）
③平成30年9月12日（水）
④平成30年10月17日(水)
⑤平成30年11月29日(木)
⑥平成30年12月
⑦平成31年1月

宮内市民センター2階研修室
廿日市市宮内1553

宮内市民センター
0829（39）6011

講義及びウオーキング どなたでも可 5

あなたの健康を守
る講座

廿日市
①平成30年7月23日（月）
②平成30年10月22日(月)
③平成31年1月21日（月）

平良市民センター3階大研修室
廿日市市平良2-7-6

平良市民センター
0829（31）1251

どなたでも可

いきいき100歳体
操

佐伯
毎週金曜日
9;30～10:30

津田市民センター会議室
廿日市市津田4218

津田市民センター
0829（72）0336

65歳以上の介
護予防に興味あ
る方

5

栄養教室 大野

①平成30年4月26日（木）
②平成30年5月24日（木）
③平成30年6月14日（木）
④平成30年7月26日（木）
⑤平成30年9月27日（木）
⑥平成31年1月24日（木）
⑦平成31年2月28日（木）

大野西市民センター2階研修室
廿日市市丸石2-5-17

大野西市民センター
0829（55）2017

どなたでも可 30

健康講座 廿日市
①平成31年2月12日（火）
②平成31年2月26日（火）
③平成31年3月5日（火）

中央市民センター大研修室
廿日市市天神11－29

中央市民センター
0829（20）1266

どなたでも可 30

男の料理教室

どなたでも可ヘルシーメニューの調理実習、等 30
伝達講習会（食生
活改善推進員連絡
協議会主催）


