
広報えたじま　平成28年10月⑯

　本市の国保加入者１人当たり医療費（医療費総
額÷被保険者数）は全国平均・県平均を大きく上
回っています。

※一人一人が、健康のため適度な食事と運動を
心掛けましょう。

平成28年４月診療分 国保１人当たりの医療費

国保１人当たりの医療費の状況

問医療介護保険課☎（４３）１６３９
　平成 28 年度後期被爆者健康診断を次の日程表の
とおり行いますので、被爆者健康手帳および健康診
断受診者証をお持ちの方は受診してください。

平成28年度被爆者健康診断の実施江田島町
期日 運動の内容 場所

10月24日㈪ ウオーキング 津久茂児童館
10月26日㈬ 体操 矢ノ浦老人集会所

ウオーキング 秋月公民館
10月27日㈭ 体操 山田コミニュティホーム

ウオーキング 江田島コミニュティセンター
10月28日㈮ ウオーキング 江田島公民館
10月31日㈪ 体操 幸ノ浦老人集会所

大須コミニュティホーム
11月２日㈬ 体操 鷲部公民館
11月８日㈫ ダンスウオーキング 切串公民館
11月11日㈮ ウオーキング 宮ノ原交流プラザ
能美町

期日 運動の内容 場所
10月18日㈫ ウォーキング 鹿川公民館
10月26日㈬ ウオーキング 高田公民館
11月４日㈮ ウオーキング 中町公民館
沖美町

期日 運動の内容 場所
10月18日㈫ ウオーキング 沖美産品加工センター
10月27日㈭ ウオーキング 沖就業改善センター
大柿町

期日 運動の内容 場所
10月22日㈯ ウオーキング 飛渡瀬老人集会所

大柿公民館
10月27日㈭ ウオーキング 大柿厚生文化センター
10月29日㈯ ウオーキング 大君自治会館
11月３日㈷ ウオーキング 深江交流プラザ

�

問健康推進課☎（４０）３２４２
　各地区で開催します！
　地域のみんなで、「動い
て」「食べて」「笑って」
健康なひとときを過ごし
ましょう！
　どなたでもお気軽に参
加ください。
内容　運動「ウォーキングまたは体操」
　　　会食「栄養バランス弁当」
時間　各会場　午前 10 時～午後 1 時
準 備物　お茶・タオル、

運動できる服装
参加費　200 円

健康づくり教室
（１週間前までに予約が必要）

10月３日㈪
対象者町
地区名 会場 受付時間

能美町　
中町 中町公民館 午前９時 30分

 ～ 10時30分
能美町 　
鹿川 鹿川公民館 午後１時30分

 ～２時
10月４日㈫

対象者町
地区名 会場 受付時間

大柿町　 
飛渡瀬 飛渡瀬老人集会所 午前11時

～ 11時30分
能美町　
高田 高田公民館 午後２時

～２時30分
10月５日㈬

対象者町
地区名 会場 受付時間

大柿町　 
深江・大原
小古江・大君・柿浦

大柿公民館

午前９時30分
～10時30分

午後１時30分
～２時

※上記以外の地域の方は、事前に最寄の委託医療機
関へ連絡の上、受診してください。
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健 康 ひろ ば

江田島学校給食共同調理場
おすすめメニュー

１０3 〈タコタコライス〉

■材料（４人分）

場所　大柿保健センター　相談室
内 容　血圧測定、尿検査、体組成計測定、乳

児の体重測定、栄養相談等
※健診を受診された人は、健診結果を持参し
てください。

問広島県西部保健所呉支所厚生保健課☎（２２）５４００
日時　10月14日㈮午後１時30分～３時
場所　大柿公民館１階第１会議室

問健康推進課☎（４０）３２４２
　本人、家族が体験を語り合い、断酒を支援
する場です。
日時　10月17日㈪午後１時30分～３時
場所　江田島公民館

問健康推進課☎（４０）３２４２
日時　10月31日㈪午前10時～ 11時30分
場所　大柿保健センター
内 容　セルフリフレクソロジー＆スキンケア 
（足裏をマッサージすることで、血行を促し、
自然治癒力を高めます）

講師　ＲＴＡ認定講師　高橋友絵さん
持参物　お茶などの水分補給できるもの

問健康推進課☎（４０）３２４２
日時　10月25日㈫
　　 　午前10時～午後１時／午後２時15分～４時
場所　ゆめタウン江田島店

心の健康相談（前日までに予約が必要）

アルコール健康相談会（申し込みは不要）

ソーシャルクラブ（精神障害者社会復帰相談支援事業）

献血

�
問健康推進課☎（４０）３２４２

　興味のある方は、どなたでも参加できます。
（参加費・申し込みは不要）
講師　林田優子先生（PFAインストラクター）
準備物　運動のできる服装、タオル、お茶

�
問健康推進課☎（４０）３２４２

　江田島八幡宮、向側農道から見る景色、絶
景の場所へお連れします。どなたでもお気軽
にご参加ください。（雨天中止です）
日時　10月25日㈫午前９時30分～
集合場所　鷲部公園（鷲部公民館裏）
コース　向側農道　絶景コース
準備物　帽子、タオル、お茶、保険代30円
※写真を撮られる人は、カメラを持参してく
ださい。

問健康推進課☎（４０）３２４２
　保健師・栄養士が本人、家族、関係者の相
談に応じます。20歳以上の人なら、どなたで
も利用できます。（当日予約も可）
日時　10月26日㈬午前９時～午後4時

元気アップ筋トレ教室
（申し込みは不要）

期日 時間 場所
10月３日㈪ 午後１時30分

　～２時30分
江田島市スポーツセ
ンター

10月21日㈮ 江田島市武道館

健康づくりウォーキング教室
（申し込みは不要）

健康相談室（予約が必要）

今回のポイント
○　今年度の「ひろしま給食１００万食プ
ロジェクト」で、最優秀レシピ賞を受賞し
たメニューです。
○　タコライスの具材に広島県の特産であ
る「たこ」、「小松菜」を加えています。
また、味付けにオイスターソースを使い、
広島らしいタコライスになっています。

熱量
366㎉
（１人分）

■作り方
①　米は洗米して通常の水加減で
炊飯する。ゆでたこは１㎝角に切
り、酒をふっておく。タマネギはみ
じん切りにする。小松菜は細かく刻
む。キャベツは太めの千切りにする。
（好みで茹でてもよい）
②　フライパンを火にかけ、豚ひき
肉を炒め、タマネギも加えてさらに
炒める。
③　火が通ってきたら、トマト缶を
加えて弱火で少し煮込み、小松菜を
加え、Ａで味つけをし、①のたこも
加えてサッと炒める。
④　炊き上がったごはんに、①の
キャベツをのせ、その上に③の具を
盛りつける。

米………………2合
ゆでだこ………80g
酒………小さじ1/2
豚ひき肉………60g
タマネギ………1個
小松菜…………60g
トマト（缶）………80g
キャベツ…… 120g
Ａ
カレー粉… 小さじ1
塩… ………… 少々
こしょう… … 少々
オイスターソース
… …………小さじ4
トマトケチャップ
… …………小さじ1
しょうゆ……小さじ1


