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※時間は午前10時～11時

園名 日 内容

江田島保育園
☎(42)1629

26日㈭ 戸外あそび

小用保育園
☎(42)1626

２日㈪
～30日㈪

戸外あそび

切串保育園
☎(43)0213

10・17・24日
㈫

戸外あそび（雨天の場
合は室内遊び）

宮ノ原保育園
☎(42)1625

18日㈬ 戸外あそび

鹿川保育園
☎(45)2219

２日㈪
～30日㈪

秋の自然物で遊ぼう

中町保育園
☎(45)2220

12日㈭ 戸外あそび

高田保育園
☎(45)2221

11日㈬ 自然物であそび

三高保育園
☎(47)0110

５日㈭
19日㈭

戸外あそび

大古保育園
☎(57)2537

11日㈬ 作って遊ぼう

柿浦保育園
☎(57)2524

４日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内遊び）

飛渡瀬保育園
☎(57)2326

18日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内遊び）

園　庭開放

に　こ♡にこ身体計測
日 時　　間 場　　所

19日㈭
午後10時30分
　　　～11時30分

にこ♡にこハウス

準備物　母子健康手帳

問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２

　40 代・50 代になると、お腹が出る・胴のくびれ

が減るなど体型的に貫禄もつき、中年太りになりや

すくなります。また、結婚したころに比べて体重が

増える・若い時の自慢話が無意識のうちに多くなる・

鏡に映る髪の毛が薄くなり、小さくて細かい字が見

えにくくなるといったことも…。こんな状態で健診

を受けると、血圧や血糖、血中の中性脂肪やコレス

テロール、尿酸、肝機能などに異常値が多くなり、

そのうち生活習慣病の予備軍になります。

　瀬戸内の風光明媚な江田島で、あまり運動もせず

大人の食育と運動

食は健康の
礎なり

コラム
本市のプロジェクト「えたじま健康・長寿のまちづくり」に参加していただく県立
広島大学の加藤教授による健康コラムです。

⑲

11 月 の 福 祉 保 健 行 事

食
日 時　　間 場　　所

20日㈮ 午前10時～正午 山岡水産（能美町高田）

　育チャレンジ隊

　子どもたちが豊かな人間性を育み、生きていく力を身
につけていくには、何より「食」が大切です。
　食について学び、子どもたちと一緒に体験しませんか。
内容　カキ打ち体験　対象者　２歳以上の幼児と保護者
定員　15組　申し込み期限　11月17日㈫
準備物　タオル・お茶・カキ打ちのできる服装
※準備物には、必ず名前を書いてください。

問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

す
日 時　　間 場　　所

26日㈭ 午前10時～11時30分 江田島保健センター

　くすくベビーくらぶ問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

内容　母乳とミルクについて

県立広島大学

人間文化学部健康科学科

加藤　秀夫　教授

※時間は午前10時30分～11時30分

に　こ♡にこひろば
日 内　　容 場　　所

11日㈬
おイモのおやつ～親子
で簡単おやつ作り～

江南ふれあい
センター

25日㈬ 手形のかざりづくり にこ♡にこハウス

問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２

年齢だけを重ねて小太りになると、知らず知らずの

うちにインスリンの働きが低下します。すると、イ

ンスリンに対する筋肉の感受性が低下した分だけイ

ンスリンが過剰に分泌され、高インスリン血症にな

ります。この高インスリン血症は肥満、耐糖能障害、

高脂血症、高血圧などの生活習慣病を誘発します。

　生活習慣病の予防には運動が欠かせません。運動

によってインスリンの働きが増強されるため、運動

習慣のある人ほど生活習慣病による死亡率が低く、

高血圧の頻度が少なくなります。健康な人でも、運

動をしないと徐々にインスリンの働きが鈍くなるの

で、運動によってインスリンの効き目（感受性）を

よくして、少ないインスリンでより多くの糖分を処

理する必要があります。

　バランスの良い食生活と日々の運動は、膵臓から

のインスリン分泌を節約しながら血糖調節を行える

ので、糖尿病の予防に有益です。夕食は腹八分目に

し、朝や昼に野菜や良質タンパク質の豊富な食事を

心がけるようにしましょう。

ウ
日 時　　間 場　　所

24日㈫ 午前９時30分～
SELP江能横駐車場
（能美町鹿川）

　オーキング教室
問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

※鹿川将軍社方面へ歩きます。保険料30円が必要です
（雨天中止）。

　広島県と広島県保育連盟連合会・江田島市などの共催

で、「あなたの保育所づくりしませんか」キャンペーンを

実施します。期間中は、子育て支援センターや市内全保

育園で園庭開放・子育て相談を行います。

園庭開放（市内全保育園）

　日時　11 月１日㈰～ 30 日㈪ 午前 10 時～ 11 時

　内容　戸外遊びなど（期間中の行事は各保育園へお問

　　　　い合わせください）
子育て相談

　子育て支援センター・市内全保育園で開催します。

す
日 内　　容 場　　所

５日㈭ ミニ運動会 大柿公民館

10日㈫ 元気に体を動かそう 江田島公民館

19日㈭ リース作り 沖美保健センター

　くすくくらぶ 問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

※時間は午前10時～11時30分

健　やか人生！えたじまん講座
問保健医療課健康推進係　☎（４０）３２４７

　健康のために食生活や運動習慣をなんとかしたいと

思っても、なかなか実行は難しいもの。今年度、市で

は栄養・運動など生活習慣改善・メタボリックシンド

ローム予防の講演会や講座を定期的に開催します。

　６日㈮の講演は、８月の健康まつりで好評だった県

立広島大学の加藤秀夫先生によるお話です。また、そ

の他の講座は同大学の講師による運動・栄養について

の教室です。

　「どうせできない」と思う前に、気軽な気持ちで参

加してみませんか？

献
日 時　　間 場　所

11月２日㈪
午前10時～11時30分
午後０時30分～３時30分

鷲部公民館

　血 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

「あなたの保育所づくりしませんか」
キャンペーンを実施

問にこ♡にこハウス　☎（４２）２８５２

お
日 時　　間 場　　所

12日㈭ 午前10時～11時30分 大柿保健センター

　ひさまくらぶ
問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

　専門的知識を持った講師を迎え、脳の働きと脳の
栄養となるべき感覚を促す遊びを行います。子どもの
成長発達が気になるかたは、おいでください。

パ　パママスクール・マタニティスクール
問保健医療課健康推進係　☎（４０）３２４７

　「案ずるより産むが易い」という言葉がありますが、

実際に赤ちゃんを抱くまでは、いろんな心配があると思

います。母乳で育てたいけど妊娠中どんなことをしてい

たらよいのだろう・お産のときの呼吸法を習いたい・マ

日 時間 内　容

13日㈮ 午後１時30分

～３時30分

☆マタニティスクール①
・妊娠中の栄養について
・おっぱいの手入れとおっ
　ぱいマッサージ

15日㈰ 午前10時～正午

☆パパママスクール
・妊婦疑似体験
・赤ちゃんの特徴とお風呂
　の入れ方

18日㈬
午後１時30分

　　～３時30分

☆マタニティスクール②
・お産の経過と呼吸法
・お産に備えて

場所　大柿保健センター

心
日 時　　間 場　　所

13日㈮ 午後１時30分～３時 大柿分庁舎※要予約

　の健康相談
問広島県西部保健所呉支所
　　　☎（２２）５４００㈹

　心の健康に関するあらゆる問題・悩みについて、専門
医師が本人・家族のほか、関係機関からの相談にも応じ
ています。
　プライバシーには十分配慮しておりますので、安心し
てご相談ください。

日 内　　容 場　所

６日㈮
講演「食で歩む健康への道～マスコミ
　では語れない食のウソ・ホント～」

大柿老人
福祉セン
ター

10日㈫
講座　めざせ！燃え萌えスタイル～お
　手軽ダンベルサーキット～※要予約

能美保健
センター

20日㈮
講座　元気ハツラツ♪若さを保つ食事
　とは

能美保健
センター

26日㈭
講座　めざせ！燃え萌えスタイル～お
　手軽ダンベルサーキット～※要予約

大柿
公民館

※時間はすべて午後１時30分～３時

マになるお友達を、

妊娠中からつくりた

い！などなど…。

　この教室に参加し

て、少しでも不安を

解消し、赤ちゃんを

迎える準備をしませ

んか？


