健康づくりを応援します！
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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！
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とつなげて
いくことを目的として、昨年度に続き、１２月１４日に
活動推進交流会を開催しました。
関係機関・団体から事務局含め４４名の参加があり、
表彰式、活動発表、グループワーク、スッキリ体操の実
践のほか、構成団体・各部会の展示を行いました。
最初に今年度の健康づくりグループの表彰式を行い、
次の皆様への表彰を行いました。

圏域会長賞（活動年数 10 年以上）

（↑グループ表彰の受賞者の皆さんと）

豊川地区福祉と健康づくりの会 【益田市】
夏休みの始まりの一斉ラジオ体操の会、文化祭で
の健康コーナー、高齢者の声かけ訪問としてのまご
ころ給食サービス等の活動を実施。近年はがん予防
に取り組んでおり、文化祭での大腸がん検診すすめ
隊による声かけにより、受診者が倍増した。

さわやかへるす真砂 【益田市】
農業が盛んな地域のため、農繁期以外の時期を中
心に行事を開催。周知・声かけに重点を置き、たよ
りの発行などでの情報提供、推進員による呼びかけ
を行う。連合自治会の協力による大腸・胃がん検診
の自己負担金助成は、他地区にはない取組。

二条健康づくりの会 【益田市】
住民の減少、高齢化の現状を踏まえ、交通手段の
確保や様々な会との合同開催などで工夫。学校・自
治会や関係団体等と連携し、世代間交流を兼ねた健
康づくり活動を展開している。また、ウォーキング
コース等の環境整備にも力をいれている。

幸町しあわせ会 【益田市】
全員が楽しく過ごせるよう、希望を聞きながら
様々な活動を実施。地域との関連では、子ども会の
夏まつりや「宗味市」へ参加。健康面では体操や思
わず笑える健康ゲーム等を取り入れ、楽しみながら
身体づくりができるよう工夫している。

片山めだかの会 【益田市】
参加者の意見等を聞きながら、陶芸教室、健康教
室のほか、花見やしめ飾り作り等季節関係の活動を
実施。しめ飾り作りには、男性陣が材料準備から意
欲的に関与している。また陶芸は参加希望が多く、
焼き上がりまでを全員で楽しみに待っている。

今西ふれあい縁遊会 【益田市】
自治会役員が世話人となって活動。健康教室では
指導を受けての体操、軽スポーツ、講話など健康づ
くりへの関心が高まる活動を実施。自治会主催の今
西ふれあい縁遊会には子どもから高齢者まで多く
の方が参加し、世代間交流を図っている。

次に、グループ表彰を受賞された二条健康づくりの会、ボランティアで健康づくり・介護予防活動
に取り組まれている津和野町地域運動推進員、町の計画に基づき、関係者が連携して食育推進に取り
組まれている吉賀町食育ネットワーク会議から、それぞれ地域における活動について、また、益田鹿
足歯科医師会から『後期高齢者歯科口腔健診』の取組について、それぞれお話しいただきました。
（益田鹿足歯科医師会
による情報提供→）

（↖↑↗各地域・団体における取組の活動発表）

続いて、参加者が５グループに分かれ『１０年後の地域のために、
いま、健康づくりの取組で大事なことは』をテーマに、グループワー
クを行いました。
時間の関係から、活動紹介や課題等の
情報交換が主となりましたが、他の職種
・団体の活動を理解していただく良い機
会となったのではないかと思います。
そして、健康運動指導士のはつらつと
したご指導のもと、益田圏域の『からだ
スッキリ体操』を参加者全員で実践。
最後にグループワークのまとめを行い、
交流会を終了しました。

（←↑グループワークの様子）

（参加者全員で
スッキリ体操
を実践！→）

昨年度から開催の交流会が、各機関・団体
の活動の参考となることや、機関・団体間の
連携につながっていくことを期待したいと思
います。

『うす味レシピ』であなたも減塩をはじめましょう！
島根県では、平成２６年度に、公益社団法人島根県栄養士会のご協力のもと、島根の食材を使った
『お手軽スピード うす味レシピ』を作成しました。
「うす味レシピ」などのレシピ集は、島根県【食育の推進】サイトに掲載しています！
⇒ http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/syokuiku/recipe/

副 菜

※２つのレシピはいずれも「お手軽スピード うす味レシピ」から引用

汁 物

『健康づくり応援店』をご存じですか？

※ＰＲを希望された店舗のみ掲載

健康づくり応援店は、生活習慣病の予防など、皆さんの健康づくりをお手伝いするお店です。
どんなお店か気になった方は、こちら（島根県【健康づくり応援店】サイト）をチェック！
⇒ http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/chouju/restaurant/

たばこの煙のない飲食店 ※店内終日禁煙の表示をする飲食店・喫茶店です。
【益田市】
ピザリアビッグマウス益田店
洋菓子のヨシヤ ティールームヨシヤ
大阪王将益田駅前店
自家焙煎の店旬珈趣陶
石窯パン工房ドロシー益田店
ひまわりケーキ工房

松月堂マリード
レストランポニイ
どんどんゆめタウン益田店
ケンタッキーフライドチキン
中国家庭料理の店恵比須軒
キッチンそらら

すし蔵益田店
フルーツパーラー森谷
かぐら寿し
ゆめタウン益田店
穂の日（ほのか）
キッチンマスダ

道の駅津和野温泉なごみの里
和菓子処三松堂菓心庵
鴎外村ふる里新館

レストランあかね雲
小さな農家レストランちしゃの木
農協レストハウスあぜみち

【津和野町】
「道の駅」シルクウェイにちはら
沙羅の木茶屋
鴎外村ふる里本館
青山窯

【吉賀町】
むいかいち温泉ゆ・ら・ら ヴァンベールの森
柿木温泉はとの湯荘

ごはん屋かきのき村

H28.2.12 現在

たばこの煙のない理容店・美容店 ※店内終日禁煙の表示をする理・美容店です。
【益田市】

※詳細は各
店舗にお問
い合わせ、ご
確認をお願
いします。

古都美美容室

【津和野町】
堀野理容店
藤田理容店

ヘアーサロンおとめ座

タバラ理容

キサキ理容院

髪工房カトウ

【吉賀町】
あさくら理容

H27.6.26 現在

外食栄養成分表示店 ※栄養価表示、栄養・健康情報の提供などを行うお店です。
（内容は店舗ごとに異なりますのでご確認ください。
）
【益田市】
(株)益田クッキングフーズ
民宿レストラン とみ
千休
来々軒
お食事処 味
中華・洋食 天心
アロハ
すし正
寿し処みのり
Ａコープ ラポ
ちるちるみちる 駅前店
居酒屋 海鮮丸
つるや 本店
キヌヤ益田ショッピングセンター（※現在は休業中）
はやと
うどんの萬栄
ヨシタケ
味園（高津本店）
喫茶 泉
どうがん
恵比須軒
Restaurant PONY
松月堂マリード
割烹旅館 文太楼
いろはにほへと
フルーツパーラー森谷
日本料理 亀地
八ッ橋商店（食堂）
廻鮮かぐら寿し
回転寿司居酒屋 やすまさ
珈琲館 絵馬里
コーヒーショップ ロン
monno cafe
ひまわりケーキ工房
穂の日（ほのか）
喫茶 ラベンダー
関西風お好み焼 はな
おかず処 あんのえき
高津川を眺めるカフェ／交流スペース はな縁
やまさき珈琲店
美都温泉 旅館 あづまや
キッチンそらら
武食堂
匹見峡温泉やすらぎの湯 お食事処やまぼうし
森の洋食屋さん ねむの木

【津和野町】
道の駅 津和野温泉なごみの里 レストランあかね雲
小京都
かめりあ
寿司・割烹 あおき
洋めし屋 田舎もん
レストハウス げんごろう
ペンション 北斗星
オレンジショップ よしだ
杣の里よこみち
小さな農家レストラン ちしゃの木

らーめん屋
手打うどん つるべ
みのや
ハングリーハウス タジマ
みやけ

【吉賀町】
柿の里
ごはん屋 かきのき村
(株)サンマート 六日市店
ヴァンベールの森
喫茶 アスカ
風見鶏

柿木温泉 はとの湯荘
ホテルのぶくに 喫茶
やまぶき
(有)山水苑 桜乃
一休

シルク

お食事工房 クック
ゆたか食品
ドメニカーナ
木部谷温泉 松乃湯
一心房
H28.2 現在

地域の身近な『集いの場』に参加してみましょう！
健康なまちづくりをすすめるための３つのポイントをご存じですか？
３に継続して

１に楽しく

２にみんなで

最近、近所の家で閉じこもりがちになっている人、気になる人 おられませんか？
周りのバックアップを
上手く活用しながら

住み慣れた地域で、人との
つながりがある生活

どんな地域にしたいか
何のために

住み慣れた地域だからできる健康づくり、介護予防に参加してみましょう。
集いの場で、健康をつくって、地域を元気にしてみませんか？
健康づくりには、一人でもできることと、一人ではできないことがあります。
何気ない「人とのおしゃべり」も、大切な健康づくりの一つです。
人とのつながりを実感できる生活を送っておられますか？

すでにサロンに参加
している人は

サロンにまだ参加
したことがない人は

参加できるサロンが
分からない人は

参加した感想を言って
みましょう
そして、周りに声をかけて
みましょう

まずは参加してみましょう
体と頭を動かして
そしておしゃべりを
楽しんでみましょう

お近くの社会福祉協議会
又は保健所まで
お気軽におたずねください

益田圏域には、100 カ所を超える集いの場があります。
それぞれの集いの場は、活動内容も様々で、世話人の方がいろいろと工夫を凝らしておられます。
自分の身近な地域で行われている活動を、地域の力で盛り上げていきましょう。
サロンについてのお問い合わせは、下記までお気軽におたずねください。
益田圏域健康長寿しまね推進会議（事務局：益田保健所） ☎0856 (31) 9532
益田市社会福祉協議会 ☎0856 (22) 7256 津和野町社会福祉協議会 ☎0856 (74) 1617
吉賀町社会福祉協議会 ☎0856 (77) 0136

