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※笑いと楽しさあふれるスクエアステップ
【スクエアステップとは？】
　高齢者の転倒予防・認知機能向上・生活習慣病予防に
効果のあるエクササイズです。
【どのようなことをするの？】
　マス目に添って、歩くだけ。先生が、パターンを変え
歩くので、それを見て、覚えて、間違えないように歩き
ます。
【体験した人の感想】
・  簡単にできると思ったが、実践してみると自分が思っ

ていた以上に動けなかった。
・足・手・頭を使う同時作業が難しかった。

問保健医療課☎（４３）１６３９
　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ご参加くださ
い。
内容　・運動「ウオーキング又は体操」
　　　・会食「栄養バランス弁当」
時間　各会場　午前10時～午後１時
※ お弁当作りに協力してくださる人は、午前９時

30分に集合してください。
準備物　お茶・タオル・運動のできる服装
※ お弁当作りに協力してくださる人は、エプロン

と三角巾を持参してください。
参加費　200円
※ みそ汁の塩分濃度測定ができます。希望する人

は、みそ汁20㏄持参してください。

健康づくり教室（1週間前までに要予約）

※ ９月は「健康増進普及月間」です。『おいし
く減塩１日２g』食塩摂取に気をつけて、健
康寿命の延伸に努めましょう！

 　問保健医療課☎（４３）１６３９
　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・県平均を上回ってい
ます。
平成29年３月診療分の�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

　問高齢介護課☎（４３）１６５１
　本市の介護保険サービス利用者１人当たりのサービス区分ごと
の費用（介護サービス費総額÷利用者数）は、次のとおりです。
平成29年５月サービス提供分　利用者１人当たりの費用

介護保険サービス利用者１人当たりの費用の状況

※ 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！ ※ 介護保険料は、介護保険制度運営の貴重な財源

です。納期限内の納付をお願いします。
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〇居宅サービス費用【訪問介護、通所介護、福祉用具貸与など】

〇地域密着型サービス費用【グループホーム、小規模多機能型居宅介護など】

〇施設サービス費用【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など】

健康づくり教室　期日・場所・運動の内容
期日 場所 内容

10月13日㈮ 大柿厚生文化センター ウオーキング

　　16日㈪
幸ノ浦老人集会所 体操
大須コミュニティホーム 体操

　　17日㈫ 江田島公民館 体操
　　18日㈬ 矢ノ浦老人集会所 体操
　　19日㈭ 江田島コミュニティセンター ウオーキング

　　20日㈮
鷲部公民館 ウオーキング
宮ノ原交流プラザ ウオーキング

　　21日㈯ 大柿公民館 ウオーキング
　　23日㈪ 津久茂児童館 体操

　　25日㈬
秋月公民館 ウオーキング
沖美産品開発センター 体操

　　26日㈭
山田コミュニティホーム 体操
鹿川公民館 体操

　　28日㈯
大君自治会館 ウオーキング
飛渡瀬老人集会所 ウオーキング

　　31日㈫ 沖美市民センター ウオーキング
11月３日㈷ 深江交流プラザ ウオーキング
　　７日㈫ 高田公民館 ウオーキング
　　８日㈬ 切串公民館 ダンスウオーキング
　　９日㈭ 中町公民館 ウオーキング
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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
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〈熱く燃えろ!!Ｃスープ〉

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。
○ トマト味のスープで、「Ｃ、し」がつく食材、「赤い」

「熱い」を意味する食材を使います。
○ みんなで楽しく作って、食べて元気になってもらいたいメ

ニューです。

■材料（４人分）

ベーコン（短冊切り）… ……… 40g
シラス干し…………………… ４g
タマネギ（スライス）…… 3/4 個
ジャガイモ（1cm 角切り）…1/2 個
キャベツ（1cm 角切り）…… ２枚

生シイタケ（千切り）……1枚
トマトジュース……… 60cc
ケチャップ… ……… 小さじ 4
コンソメ………………… 4g
水……………………… 420cc

問広島県西部保健所呉支所厚生保健課
☎（２２）５４００

日時　10 月 13 日㈮午後１時 30 分～３時
場所　大柿公民館１階第１会議室

問保健医療課☎（４３）１６３９
　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 16 日㈪午後１時 30 分～３時
場所　江田島保健センター

問保健医療課☎（４３）１６３９
　荒神社や教円寺など、鷲部地区を巡ります。鷲
部地区の魅力を再発見しましょう！
日時　10 月 24 日㈫ 午前９時 30 分
集合場所　鷲部グラウンド
コース　「鷲部地区　探訪コース」
持参物　保険料 30 円、帽子、タオル、お茶

心の健康相談（前日までに要予約）

アルコール健康相談会（申し込み不要）

健康づくりウオーキング
（申し込み不要・雨天中止）

問保健医療課☎（４３）１６３９
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　駐車場

問保健医療課☎（４３）１６３９
～筋力・持久力・認知機能をアップさせよう！～
日時　10 月 26 日㈭午前 10 時～正午
場所　江田島市スポーツセンター
講師　合同会社　FALP
　　　中山翔太さん（健康運動指導士）
　　　城山龍平さん（健康運動実践指導者）
内容　体力測定
　　　血圧・握力・体脂肪・歩行速度など
　　　講演・実技
　　　望ましい歩き方と速度について
　　　 笑いと楽しさあふれるスクエアステップ（※） 

体験
持�参物　筆記用具、飲み物、タオル、運動しやす

い服装、室内履き
申�し込み　10月19日㈭までに、電話で保健医療

課へ申し込んでください。

■作り方
①材料を切る。
② 鍋に油を入れて熱し、ベーコン、シラス干しを炒め、塩こ

しょうを振る。
③タマネギを入れて炒め、水を加えて煮る。
④ジャガイモを入れる。
⑤生シイタケ、キャベツを入れる。
⑥ ジャガイモが八分通り煮えたら、トマトジュース、ケ

チャップ、コンソメを加えて煮る。

塩……………………… 少々
こしょう……………… 少々
いため油… ……… 小さじ 1/2
（お好みで唐辛子）

献血

健康づくり運動教室（要予約）

熱量
90㎉

（１人分）


