○えびす幸（しあわせ）会（益田市高津地区）
平成 17 年に発足した、えびす幸会。毎月第 2 土曜日の午前 9 時 30 分から 12 時
まで、浜老人憩いの家を拠点として開かれています。
この日は、名所「高津連理の松」がかつて親しまれていた金刀比羅神社近くの高津
児童館で開かれた会におじゃましました。
まず、在宅保健師等の会「ぼたんの会」の保
健師による基本チェックリストを用いた介護予
サロン会長 安野さんが
防の説明があり、その後に実際に体を動かして、
高津浜地区の歴史を
上半身・下半身のストレッチ、スクワット、片足立ちを体
語られています
験してみました。普段
「息は止めないで！」
使っていない筋肉を動かしてみると、体がぽかぽかと
各自が無理のない範囲で
温かくなり、思った以上に気持ち良くなりました。
安野会長からは、かつて高津浜で広く謡われていた「石見舟謡（ふなうたい）」を受
け継いでいきたいこと、「宝が来て栄える」ことを祈って、一族郎党がホーランエンヤ
の唄で北前船を見送っていたことなど教えていただきました。サロンの安野会長、高
津浜の皆さん、さすがの息のあった節回しに脱帽です。
この日は見慣れぬ見学者のために、やや勝
手が狂ってしまったとか。しかし、餅つきや唄や
踊りを通して、地域の伝統や絆を語り継いでい
こうとされていること、良く伝わりました。
食生活改善推進員さんが作られた
食事を前にしたひととき
会話も弾みます♪

三味線の名手登場！
豪華に演歌を合唱します

突然の来訪で驚かせて
しまいましたが、えびす幸会の皆さん、これからも元気で
お過ごしください。ありがとうございました。

○やなぎ会館〔津和野町（旧日原町）柳村〕
国道 9 号線から、山側に入ること車で約 10 分、およそ 20 軒が集まる集落の中心
部に、やなぎ会館があります。
この日は、高知市保健所監修の「いきいき百歳体操」に今年度から取り組んでいる
柳地区の活動を、津和野町からご紹介いただ
き、見学・体験させていただきました。
まずは、かなり本格的な準備体操。
正面のＤＶＤを見ながら
準備体操の後、間を置かずに、皆さん慣れた
まずは準備体操
手つきで、自分でおもりを両手首に巻いていき
ます。おもりの重さは、一つ 220 グラムで、最大 10 コまで追加することができます。
おもりの数は、体力・体調に合わせて調整します。
大きな声で「イチ、ニ、サン、シ」
ゆっくりと、じわーっと負荷をかけていきます。
息もぴったりです
体操は、テンポ良く 40 分通して行います。「あと 10 回」の声に思わず苦笑い。それ
でも大きな声を掛けながら、おもりを両足首に移し替えて繰り返し負荷をかけていき
ます。
最後は整理体操で、太ももの裏側、ふくら
はぎを伸ばして終了。予想以上のハードさに
見学者一同みな驚きを隠せません。

使ったおもりの数を各自記入
徐々に増やしていくのがミソ

地元手作りのかきもちをいただきながら、
お茶を楽しみます。集落の世帯が半減する
中、昔ながらの奉納神楽の伝統を守り続けて
いるお話し伺いました。

この日の参加者の最高齢は 91 歳。男性が積極的に声を出しているのも印象的でした。
柳地区の皆さん、ありがとうございました。

地域自慢の「かきもち」
止まらない味、話も弾みます

発行：益田圏域健康長寿しまね推進会議

健康づくりを応援します！
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この「まめなかね」や、その他の取組の様子は、島根県益田保健所のホームページ↑でもご覧いただけます。

『わが家の一流シェフ in 島根』料理コンクールで大賞を受賞！
若い世代に朝食や野菜摂取の大切さ等を伝え、食生活改善を図ることを目的に、
「地元産品を使ったご
飯にあう朝食のおかず」のテーマで学生対象に募集。圏域 225 作品の中で最優秀賞となり、県大会に
推薦した篠田さんの作品が、11/30 の最終審査で見事大賞に選ばれました。おめでとうございます！
パプリカとエリンギのマヨネーズいため
【篠田 磨（おさむ）さん（益田市）】
【材料（４人分）
】
パプリカ …１００ｇ
エリンギ …２５ｇ
ピーマン …６０ｇ
玉ねぎ …５０ｇ
もみのり …１つまみ
卵 …４個
マヨネーズ …大さじ４ 粉チーズ …少々
塩・こしょう …少々
【作り方（調理時間１０分）
】
① パプリカ、エリンギ、ピーマン、玉ねぎを千切りにする。
② ①の材料とマヨネーズをフライパンで炒める。
③ 卵をときほぐし、もみのり３分の２を加える。
④ ②に火が通ったら、塩・こしょうをして火を止める。
⑤ ③を入れて余熱で卵に火を通す。
⑥ 器に盛り、粉チーズと残りのもみのりをふりかける。

わが家の一流シェフ大賞
益田圏域最優秀賞

益田圏域優秀賞
野菜たっぷりオムレツ
【材料（４人分）
】
トマト …１０５ｇ
卵（Ｍ）…３個
ごま油 …大さじ１

しいたけカップ焼き

【斎藤優衣 さん（益田市）】

ピーマン …４０ｇ
とろけるチーズ …２枚

玉ねぎ …７０ｇ
めんつゆ …大さじ３

納豆 …１個
白ごま …適量

益田圏域優秀賞

【藤下わか葉 さん（益田市）】

【材料（４人分）
】
しいたけ …１６枚
◎シーチキンコーン（シーチキン …５０ｇ、コーン …大さじ１）
◎めだま乗せ（うずらの卵 …４個、塩・こしょう …適量）
◎納豆乗せ（納豆 …１パック）
◎ピザ風（ハム …２枚、ピーマン …１個、チーズ …３０ｇ、ケチャップ …大さじ１）
（圏域表彰の様子：美都産の
いちごを副賞で贈呈↓→）

学 校 賞
【益田市立高津中学校】
高津中学校からは 126 作品の応募があり
コンクールを盛り上げていただきました

受賞作を含む作品のレシピは、保健所「食育」の
ホームページに掲載中です！

役員紹介

平成 26 年度第１回益田圏域健康長寿しまね推進会議において、新役員を決定しました。

会 長：田 中

稔

副会長：田原喜世子

氏 （益田市青少年育成市民会議）
氏 （益田地区栄養士会）

よろしくお願いします。

益田圏域健康長寿しまね活動推進交流会を開催しました！
地域における健康づくりの気運向上に向け、多様な機関・団体・行政が健康なまちづくりについて理
解し、学びを深め、今後の活動の活性化へつなげていくため、2/25に活動推進交流会を開催しました。
交流会には多くの関係者にご参加いただき、大変有意義なものとなりました。
はじめに、健康づくりの「標語」・グループの表彰式で、次の皆様に表彰を行いました。
【県表彰】

入

選

スポーツで 心身すっきり 笑顔でにっこり

青木和也 さん

入

選
「やめてほしい」 副流煙への みんなの思い
橋本剛義 さん
【圏域表彰】
圏域会長賞
テレビ消し 笑顔を交わす 晩ご飯
世良柚希 さん
「ただいま」と 手洗い・うがい セットです
藤原智子 さん
優秀賞
地産地消 季節の野菜で リフレッシュ
大庭准樹 さん
運動し 心と体の リフレッシュ
大久保明香 さん
健康づくりの「標語」
一日の 元気の源 朝ごはん
池野佑奈 さん

健康長寿しまね推進会議会長賞

（
「標語」
・グループ
受賞者の皆さんと→）

いきいき友の会 【益田市】 （活動年数：１９年）
【活動内容】会員・家族が健康で「いきいき」と毎日が送れるよう互いに
励まし、学習しながら、生活改善に向け努力している。
健康学習会の開催、地域の健康づくり活動への協力などを実施。年４回
程度の健康教室では糖尿病、運動など健康に関する内容や、会員自身が交
代で講師となり、特技・趣味を活かした手芸等を行っている。

圏域会長賞（活動年数 10 年以上）

健康づくりグループ表彰

安田地区健康と福祉をすすめる会 【益田市】

中西地区健康と福祉を考える会 【益田市】

年度当初の総会と年度末の活動交流研修集会には
多くの住民が参加。支部活動では地域資源も活用し、
各自治会の特性を活かした事業を展開している。

教室・講座への参加でポイントを付与、貯まると商
店等で利用できる割引券がもらえる「中西ヘルスポイ
ント制度」が好評。教室参加者も増加している。

七尾和みの会 【益田市】

施設ボランティア「こころ」 【益田市】

参加者の意見・要望を聞きながら民話を聞く会、ゆ
る体操等の活動を実施。新年会では「今年の目標」を
発表し合うことでお互いの刺激としている。

福祉施設利用者との車いすを押しての散策や会話
は、利用者の楽しみに。また夏休みのラジオ体操参加、
挨拶・声かけなど、子供達との交流も行っている。

喜阿弥いきいき会 【益田市】

小川地区健康を守る会 【津和野町】

文化祭、盆踊りなどの行事も取り入れ、地域内での
交流も活発。計画・実施には意見・要望を取り入れ、
自分たちの会という意欲を持ちながら進めている。

自治会単位で役員を選任し、小さい単位を有効活用
した取組を展開。健康づくり大会、フィットネス教室
など、幅広く参加できる事業を多く実施している。

継続賞（活動年数５年以上）
六日市上ふれあいサロン 【吉賀町】
「食事」
「生きがい」
「運動」が重点的な取組。運動
では年２回「出前転倒・骨折予防教室」を継続。各自
運動チェックカレンダーに状況を記録している。

標語には、学生・一般の方から
178 作品の応募をいただきました。
受賞された皆様、おめでとう
ございます！

（←益田地区栄養士会による
次に、「体験型交流」を行いました。
減塩についての説明）
益田地区栄養士会からは、試飲や試食を交えながら、
濃いだし汁をとり、新鮮な材料を使うなどの工夫によ
り、うす味でもおいしく食べられるというお話をして
いただきました。
益田鹿足歯科医師会からは、皆さんに噛（か）んだ
ガムの色で自分の噛む力を知ってもらった後、正しく （だし・酢の物を試飲・試食
しました→）

高齢者の健康づくり部会で圏域の高齢者サロンに伺いました！
高齢者の健康づくりのワーキング部会ではこのたび、幅広い高齢者が参加できる住民運営の通いの場
として、地域で重要な役割を担っておられる、圏域の高齢者サロンにおじゃまさせていただきました。

○きばらしの家「三の滝」（益田市匹見町道川地区）
国道 191 号線沿いの広島県境に近い匹見町道川地区元組集会所では、みんなの
おうちきばらしの家「三の滝」が月 1 回のペースで開かれ、絵手紙づくりやかかしづ
くりなどいろんな活動に取り組んでおられます。
きばらしの家の開始時間は 9 時半「ごろ」。終
わりの時間も「ごろ」。
この日は、三々五々集まってこられた参加者
きばらしの家応援団員さん
が漢字パズルや手旗信号を使った脳トレに挑
による脳トレの説明
戦。後出しジャンケン、足の指を使って丸めた新聞紙
を引き延ばしたりと、朝から盛り上がりました。
腕も高く上がります
皆さん、体も心もすっかり柔らかくなり、冗談や笑いも
表情も柔らかく、声も大きく
自然に出てきます。
4 人の応援団員が心をこめて作った昼食を、食前・食後の感謝のあいさつとともに
いただきます。お茶は、集会所に生えているクマザサから煮出した手作りのクマザサ
茶。まろやかな味わいで、美濃地屋敷でも好評とのこと。昼食はかなりのボリューム
があり、お得感がいっぱい。皆さん、あっという間に完食です。
お楽しみのお食事タイム
道川の栗で作った栗ごはんです
気ままに自分の家のようにのんびり過ごします
この日は台風一過、気持ちの良い天気でした。食後に散歩する人、おしゃべりする
人、農作業をする人、昼寝する人、お互いをいたわりながら、自分の時間を過ごして
おられました。
突然の客を温かく迎え入れてくださった道川の皆さん、ありがとうございました。

○鎌手地区サロン交流会（益田市鎌手地区）
今年、3 回目を迎えた鎌手地区サロン交流会。地区内の 6 つのサロンが活動紹介
紹介を行うほか、演歌体操、ゲーム交流など盛り沢山の内容です。
国道 9 号線添いの鎌手公民館に、80 名近く
の参加者が集まりました。
まず、早川一光医師の講演 「共に生きる
明日を求めて」をＤＶＤで視聴しました。爆笑の
演歌体操 おなじみの曲を
中にも生きる力、高齢者の尊厳について鋭く
聞きながら
触れられていました。
皆さん、真剣に聞き入っています。
笑いと会話が「はびこる」ように
次いで演歌体操。おなじみの曲に合わせて体を十分に動
～土田地区の活動紹介～
かした後に、各サロンの活動紹介をお聞きしました。

大浜・宇治地区は
はなさかじいさんの
芝居を熱演

各サロンの発表に先立ち、見学者を代表して齋藤眸益田市社会福祉協議会会長
が挨拶されました。齋藤会長の御指摘通り、男性の参加者が多く、野菜作りやパソコ
ン、会計などそれぞれの得意なことを生かして、
男性も女性もいきいきと活動されている姿が印
象的でした。
お世話役の野村さんが、サロンの目的は、
「集まって 人の顔を見て 会話する」 ことであ
るとおっしゃいました。その通りだと思いました。
各地区で知恵を絞ってサロンを運営しているこ
と、それぞれが力を出し合って協力している
昼食をとりながら尺八演奏、舞踊を鑑賞
様子がよく分かりました。
最後に合唱します
鎌手地区の皆さん、ありがとうございました。

噛むことの効能や、定期的にかかりつけ歯科医で健
診をしてもらうことの必要性について説明していた
だきました。
益田市体育協会からは、ストレッチや軽運動、正
しい呼吸方法を実際に行いながら、メタボリックシ
ンドローム・ロコモティブシンドローム予防につい
てお話しいただき、併せて圏域で『からだスッキリ
体操』を作成、普及していくことを発表しました。

（↑益田鹿足歯科医師会による
噛むことの効能・定期的な歯
科受診の必要性の説明）

（←益田市体育協会によるメタボ・
ロコモ予防についての説明）

（参加者の皆さんも実践！→）
（↑部会や構成団体による展示）
（↘各市町健康づくり会議による活動報告）

また、各市町健康づくり会議による活動
報告が行われ、それぞれの部会活動など、
特徴的な取組をご紹介いただきました。
今回の交流会が、各機関・団体の活動活
性化の契機の 1 つとなれば幸いです。

定期的にがん検診を受診し、がんを予防しましょう！
「がん」による死亡は、島根県では昭和５９年から死亡原因の第１位となっています。
がんは、はじめの頃はほとんど自覚症状がないまま進行していくことから、早期発見のためには「定
期的にがん検診を受けること」が大切です。
以下は、科学的な検証に基づき、がんの死亡率を減少させる効果があると認められたがん検診です。
ただし、気になる症状があれば、検診間隔に関わらず、すみやかに医療機関で受診してください。
なお、
「検診内容」
「費用」
「対象年齢」は市町村で異なりますので、詳しくは職場（お勤めの方で、事
業所ががん検診を行っている場合）もしくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

検診の内容

（

）内は検診間隔

胃がん検診
４０歳以上（年１回）
肺がん検診
４０歳以上（年１回）

＜がん予防重点健康教育及びがん
検診実施のための指針＞（国及び県）

●胃エックス線検査
バリウム（造影剤）と発泡剤（胃を膨らませる薬）を飲み、
エックス線で胃の形や粘膜を撮影します。

●胸部エックス線検査
肺全体をエックス線で撮影する検査です。

●喀痰細胞診（医師が必要と認めた場合）
痰にがん細胞が混ざっていないか調べます。

大腸がん検診
４０歳以上（年１回）

●便潜血検査

子宮頸がん検診
２０歳以上女性（年１回）

●細胞診検査

便の中の血液を調べ、大腸内の出血の有無を調べます。

子宮頸部（子宮の入口）の細胞を採取して、顕微鏡で診断します。

●視触診

乳がん検診
４０歳以上女性（２年１回）

医師が乳房にしこりがないか診察します。

●マンモグラフィ
乳房を装置で挟み、圧迫してエックス線撮影します。

脳卒中を予防しましょう！
「脳卒中（正式名は脳血管障害）
」とは、脳血管がいろいろな原因で詰まったり
破れたりすることで、脳組織の壊死、破壊や圧迫などが起こる病気の総称です。

脳卒中の分類

アテローム血栓性梗塞
大きな動脈が動脈硬化により狭窄または閉塞
ラクナ梗塞
深部の細い動脈が高血圧により肥厚したり、血管壊死に陥り閉塞
心原性塞栓症
心臓にできた血栓が脳に運ばれて詰まる
脳出血
高血圧により脳血管が変性し、血管壊死を起こして脳内に出血
くも膜下出血
脳梗塞

脳卒中

脳卒中のうち「脳梗塞（こうそく）
」は、意外にも夏場に多い病気です。また、冬場に多い
のが「脳出血」
「くも膜下出血」です。冬場の冷たい空気に触れるなどで血管が収縮、
血圧が上昇することで、動脈や動脈にできた「こぶ」が破れてしまうものです。
脳卒中は本格的な発作が起こると、倒れて意識を失う、半身にマヒが生じるなどの
症状が起こり、後遺症が残ることもある恐れもある怖い病気ですが、以下のような
前触れが起こることがあります。

こんな症状があれば脳卒中の可能性があります！
□
□
□
□
□

片方の手足・顔半分のマヒ・しびれが起こる。（手足のみ、顔のみの場合もある）
力はあるのに、立てない、歩けない、ふらふらする。
ロレツが回らない。言葉が出ない。他人の言うことが理解できない。
片方の目が見えない。物が二つに見える。視野の半分が欠ける。
経験したことのない激しい頭痛がする。

次のテストで、ひとつでも異常に該当すれば脳卒中の疑いが強くなります！
出典
●日本脳卒中協会島根県支部
●島根県医師会
●島根県病院協会
●県内各消防本部
●島根県救急業務高度化推進協議会
●島根県
作成資料から引用

早期に専門病院を受診
すれば、後遺症を軽減できる
可能性が高まります！！

「脳卒中の症状に
いち早く気づき」
「ためらわず、
速やかに 119 番」
益田圏域では、毎年 250 人前後の方が脳卒中を発症していますが、聞き取り結果から、発症者には
血管に負担のかかりやすい、高血圧・糖尿病などの持病、喫煙・飲酒の習慣を持つ方が多い傾向にある
ことが分かりました。以下の点に留意して、脳卒中を予防しましょう！

脳卒中予防の 10 か条（日本脳卒中協会）
１．手始めに 高血圧から 治しましょう
３．不整脈 見つかり次第 すぐ受診
５．アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒
７．お食事の 塩分・脂肪 控えめに
９．万病の 引き金になる 太りすぎ

２．糖尿病 放っておいたら 悔い残る
４．予防には タバコを止める 意志を持て
６．高すぎる コレステロールも 見逃すな
８．体力に 合った運動 続けよう
１０．脳卒中 起きたらすぐに 病院へ

