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健康づくりの「標語」・健康づくりグループの表彰を行いました！ 
 

 平成２５年３月１日（金）の益田圏域健康長寿しまね推進会議の前に行った表彰（伝達）式の 

受賞者と受賞グループをご紹介します。おめでとうございます！ 
 

                「みんなの健康・生きがいづくり」をテーマに、県と健康長寿しまね 

               推進会議が募集しているもので、今年度の「健康長寿しまね推進会議会 

長賞」を受賞された益田市の椋木哲男さんに、田中会長から伝達表彰を行いました。 
 

 
 

 

 

 
 

                （前列が受賞された皆さんです→） 

 

 
 

 自主的に健康づくり活動を実践し、あわせて地 

域や職域の健康増進に努めているグループを、活 
動期間等に応じて表彰しています。 

 平成２４年度に申請のあった、益田圏域の５グ 

ループは、いずれも活動期間10年以上の「圏域 

会長賞」に該当することから、田中会長から表彰 

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人の輪に 入って生まれる 心の和  

          椋木哲男さん（益田市） 

健康づくりグループ（圏域表彰） 

健康づくりの「標語」 

圏域会長賞 受賞５グループ 

二川(ふたかわ)健康つくりを考える委員の会 
【活動年数】２７年 

【活動内容】①地域全体で声かけをしよう ②世代

を超えた交流をしよう ③健診を受けよう ④生活

習慣病を予防しよう ⑤誰もが集える居場所づくり

をしよう を目標に、健康教室（歯科予防・男の料

理教室など）、健（検）診受診呼びかけ、温泉を活

用した健康づくりなどに取り組んでいる。 

 

 いきいき国東(くにさき)老人会 
【活動年数】１１年 

【活動内容】活動に毎回体操を取り入れるほか、唱

歌や流行歌を一緒に歌う、頭の体操として計算・書

写に取り組むなど、一緒に楽しむ活動や一人で考え

る活動など多様な活動に取り組んでいる。 

 唱歌の選曲なども参加者の希望や意見等を聞く

ことで、楽しく参加できるよう努めている。 

 

健康長寿しまね推進会議会長賞 

美濃(みの)地区健康を守る会 
【活動年数】２７年 

【活動内容】①みんなで話せる場所・仲間づくり ②

事業参加の呼びかけ・声かけ運動 ③子どもたちの

ふれあい・明るい家庭づくり を活動の基本に、健

康教室（アクアビクス・子ども料理教室など）、健

康相談、健（検）診受診の呼びかけ、地区のイベン

トでの啓発活動などに取り組んでいる。 

 

 

なかよしグループ 
【活動年数】１１年 

【活動内容】地区の神社の清掃作業や、地区振興セ

ンターのグラウンドの草取り・清掃作業の後など、

主に何かの機会で無理なく一緒に懇談会、軽運動会

などに取り組んでいる。 

 作業後の語らいや軽食が会員の楽しみとなり、参

加者の引きこもり予防にもつながっている。 

 

いきいきサロン やまぶき 
【活動年数】１１年 

【活動内容】健康づくりを主な活動としており、健

康相談、軽運動や室内ゲームに取り組むほか、誰で

も気軽に参加し楽しめる活動を行っている。 

 また、地域の子ども達とのふれあいを大切にして

おり、一緒にゲームや昼食を楽しんだり、自然に親

しんだりする活動にも取り組んでいる。 

 

 



益田圏域健康長寿しまね推進会議の平成24年度の取組の一部をご紹介します 
 

栄養・食生活 歯科保健 
 

                     特に若い世代に朝食の大切さや野菜摂取の必要性などを 

                    伝えるため、島根県食育・食の安全推進協議会と県が学生 

                    の皆さんを対象に募集しているものです（第８回）。 

                     ６０を超える応募作品は圏域で一次審査を行い、最優秀 

                    賞として県の最終審査へ出品された金子直樹さんの作品が、 

                    「島根県食育・食の安全推進協議会会長賞」に選ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 これらの受賞作品を含めた 

                 過去の受賞作品のレシピは、 

                  益田保健所ホームページ 

                   「食育の取組」 

                  の中で紹介していますので、 

                      ぜひご覧ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 『今日は 一日 おいしい・たのしい・ためになる食育体験』を 

テーマに、食の大切さ、食に関する知識の習得、食に関係の深い 

歯の健康などについて考える機会としてもらうため、平成２４年 

１０月７日（日）に益田市の益田青果市場で、県などの主催、益 

田圏域健康長寿しまね推進会議の共催、圏域３市町の後援による 

「しまね食育まつり」を開催しました。 

 当日は「西いわみ地産地消フェア」との合同開催でもあったた 

め、地元の農産物・海産物等を買い求める方も含め、約２０００ 

人の来場者で賑わいました。 

｢わが家の一流シェフ in島根｣料理コンクール 

テーマは｢地元産品を使った 

白いご飯にあう朝食のおかず｣ 

島根県食育・食の安全推進 

協議会会長賞 

 夏野菜のスクランブルエッグ（★が地元産品） 

       【金子直樹 さん（高校２年生）】 

【材料（４人分）】 

 トマト★ …… 大１個   玉ねぎ★ …… 中１個 

 オクラ★ …… ４本    とり肉 …… １２０ｇ 

 卵    …… 大４個（あらかじめといておく） 

（調味料） 

 しょう油 …… ６０cc  みりん …… ６０cc 

 だし汁 …… １２０cc             （A） 

【作り方（調理時間１５分）】 

 ① とり肉、野菜を一口大に切っておく。 

 ② フライパンに（Ａ）の調味料をすべて入れ沸騰させる。 

 ③ 沸騰したら、とり肉、玉ねぎを入れる。 

 ④ とり肉に火が通り、玉ねぎがしなったらオクラを入れ、 

   トマトも入れる。 

 ⑤ ほぐした卵をフライパンに回し入れ、 全体が混ざった 

   ら火を止める。 

 ⑥ 器に盛る。 

【料理の工夫・アピールポイント】 

 ・野菜嫌いでも食べやすいように、丼物 

  のような味付けにした。 

 ・ごはんにかけて食べても良い。 

 ・むずかしくないので、誰でも簡単に調 

  理できる。 

 ・食欲をそそるために彩りを工夫した。 

 ・野菜は家庭菜園でもとれる身近な野 

  菜を使用した。 

マーボー納豆丼 
【野村圭吾 さん（中学２年生）】 

 地元産品として真砂（まさご）の豆腐、

それと自家栽培の野菜を使用。 

ベジータさんの肉巻き 
【益田市立西南中学校１年生の皆さん】 

 地元産品は豚ロース肉、学校農園産のピ

ーマン・ミディトマトを使用。 

益田圏域 

優秀賞 

「しまね食育まつり」＆西いわみ地産地消フェア 



 継続的な食育活動を進めるため、体験型講座として、ペットボト 

ルを使ったピザづくり、味覚授業指導者による味覚教室、歯科衛生 

士会による歯の健康に関する○☓クイズが行われました。 

 また、展示・体験コーナーには、推進会議の構成団体からも、野 

菜料理の試食、食材当てゲーム、フッ素洗口体験、だ液によるむし 

歯のなりやすさの検査、手洗い体験などのブース展示のほか、食育 

・食に関するパネル展示がありました。 

 他にも、食に関する関係機関・団体からの展示があり、多くの方 

に食・歯について知識を深めてもらう良い機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

運 動 
 

 

 
 生活習慣の乱れやすい夏休みに、親子やグループ等で、①早おきをし、ラジオ 

体そうをする、②朝ごはんをきちんと食べる、③朝食後、歯みがきをする、を実 

践してもらい、健康的な運動・生活習慣づくりの定着に向けて取り組んでもらお 

うというチャレンジ事業です。 

 今年度から圏域の独自事業としての実施となりましたが、圏域の小・中学校の 

児童・生徒の皆さんや一般の方による６００名近い応募をいただきました。 

 応募者の中で４０日以上の取り組まれた方は８１名、さらに４３日（全日）の 

取組を達成された方は２２名でした。 

 親子での参加も増え、また取り組んでいただいた施設も拡がっていることから、 

地域の中で取組が浸透しつつあるようです。 

 今後は年間を通じた運動・生活習慣づくりにもチャレンジしていきましょう！ 
 

こころ 
 

                    日本での自死（自殺）死亡者数は、昨年１５年ぶりに３万 

                   人を下回りましたが、引き続き高い水準で推移しており、原 

                   因や動機には「うつ病」が大きな割合を占めていることから、 

                   その予防や早期発見が引き続き重要となっています。 

                    平成２４年１２月１３日（木）、事業所等でこころの相談 

                   に従事する職員の方などを対象に、メンタルヘルス対策支援 

                   センター促進員の加納美代子先生を講師にお招きし、「セル 

                   フケア」（自らストレスに気づき、対処するための知識や方 

                   法を身につけること）について研修会を開催しました。 

                    企業でうつ病対策に取り組むことの重要性、うつ病やスト 

                   レスについて、より良いコミュニケーションを保つため自分 

を知ることの大切さ、ストレス解消法などについて、具体的に、分かりやすく話していただきました。 
 

 

 

 

↑（歌って踊って楽しくピザ生地づくり！） 

「夏休み！早おき、体そう、朝ごはん、歯みがきチャレンジ 

こころの相談従事者研修会 

 ●「こころの不調」に気づいたら早めに相談しましょう！ 
  益田保健所ホームページ「心とからだの健康」には、ストレスチェック、メンタルヘルス、 

  こころの健康相談や相談機関一覧などについて掲載していますので、ご覧ください。 

↑（まめなくんも啓発に協力しました） 
↑（歯の健康に関する体験コーナー） ↑（関係機関・団体によるパネル展示） 



たばこ 
 

 平成１８年度の診療報酬の改定により、禁煙の希望があるニコチン依存症患者 

の方への一定期間の禁煙指導が保険適用されていますが、「禁煙したい！」と考 

える患者さんをサポートする「禁煙治療実施医療機関」が、現在益田圏域で１２ 

施設届け出られています（下記一覧を参照してください）。 

 今年度、この医療機関を周知するポスターを作成し、管内医療機関、薬局、事 

業所、地区集会所への配布、商工会議所所報への掲載依頼を行いました。 

        対象となる患者さんには一定の要件がありますので、詳しくは 

       益田保健所ホームページ「たばこに関する情報」をご覧いただく 

       か、以下の禁煙治療実施医療機関にお問い合わせください。 
 

医療機関名 連絡先 医療機関名 連絡先 

内藤内科外科(益田) 0856-22-3300 村野医院(益田) 0856-31-2400 

医療法人金島胃腸科外科(益田) 0856-22-2345 医療法人くろたに内科クリニック(益田) 0856-23-7737 

松本医院(益田) 0856-25-2611 山尾医院(益田) 0856-22-1878 

おちハートクリニック(益田) 0856-23-1588 まついクリニック(益田) 0856-31-1830 

益田市国民健康保険診療施設美都診療所(益田) 0856-52-7272 石見クリニック(益田) 0856-23-2370 

つわぶき医院(津和野) 0856-72-3500 医療法人小笠原医院(吉賀) 0856-79-2012 

 

がん予防 
 

                         今年度も、平日にがん検診を受診し 

                        にくい方々のために、休日の平成２４ 

                        年１０月２１日（日）に益田市内のシ 

                        ョッピングセンター駐車場で、圏域３市町合同に 

                        よる「益田圏域サンデー検診」を実施しました。 

                         当日は肺がん・子宮頸（けい）がん検診の検診 

                        車を配置しての受診の呼びかけ、チラシ・グッズ 

                        配布によるがん検診の啓発を行いました。 

 皆さんも、自覚症状がなくても定期的に「がん検診」を受診し、がんを予防しましょう！ 
 

新しい益田圏域健康長寿しまね推進計画を策定しました！ 
 

 「まめなかね」第１２号でもお伝えしていました、新しい「益田圏域健康長寿しまね 

推進計画」（第２次圏域健康増進計画）を策定しました。 

 以下の４つを「推進すべき柱」とし、平成２５年度 

からの１０年間計画として、取組を推進していきます。 
 

［推進すべき柱］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

禁煙治療実施医療機関ポスターの作成・配布 

益田圏域サンデー検診 

【基本目標】 

 ○平均寿命を延ばす 

 ○６５歳の平均自立期間を延ばす 

【１】住民主体の地区ごとの健康づくり活動の促進 

 関係機関・団体とのネットワークの活性化やその支援を行うとともに、地域活動や健康づくり活動に 

 おけるソーシャルキャピタル（※）を活用した住民主体の活動を推進する。 

 （※）ソーシャルキャピタル：人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めるこ 

    とのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴。 

【２】生涯を通じた健康づくりの推進 

 関係機関・団体が連携し、子どもから高齢者まで、ライフステージに応じた健康づくりを推進する。 

【３】疾病の早期発見、合併症予防や重症化防止 

 各種健診、がん検診受診率の向上を目指すとともに、生活習慣病の早期発見・治療、重症化防止や再 

 発予防のため、効果的な健（検）診や保健指導を行うための体制を整備する。 

【４】多様な実施主体による連携のとれた効果的な運動の推進 

 各種関係機関・団体、市町・地区単位の健康づくり組織、健康づくり対策の各種会議、地区活動や高 

 齢者サロンなどと連携し、健康づくり活動を推進する。 

 議との連動。 


