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園名 日 内容

江田島保育園
☎(42)1629

25日㈭
戸外あそび
（雨天の場合は中止）

小用保育園
☎(42)1626

毎週㈪～㈮
※祝日除く

戸外あそび
（雨天の場合は中止）

切串保育園
☎(43)0213

16日㈫
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

宮ノ原保育園
☎(42)1625

17日㈬
戸外あそび
（雨天の場合は中止）

鹿川保育園
☎(45)2219

毎週㈪～㈮
※祝日除く

戸外あそび（雨天の場
合は中止）

中町保育園
☎(45)2220

３日㈬
防火豆まき
（雨天の場合は中止）

高田保育園
☎(45)2221

９日㈫
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

26日㈮ 絵本の読み聞かせ

三高保育園
☎(47)0110

４日㈭
18日㈭

室内あそび

大古保育園
☎(57)2537

17日㈬ お店屋さんごっこ

柿浦保育園
☎(57)2524

10日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

飛渡瀬保育園
☎(57)2326

17日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）・お
やつ教室

※時間は午前10時～11時園　庭開放

に　こ♡にこ身体計測
日 時　　間 場　　所

18日㈭
午後10時30分
　　　～11時30分

にこ♡にこハウス

　乳幼児の身体計測と発達・育児相談をします。母子健

康手帳を持ってきてください。

問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２
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福 祉 保 健 行 事 日 程

食
日 時　　間 場　　所

13日㈯ 午前10時～正午 能美保健センター

　育チャレンジ隊

内容　バターを作ろう　　定員　15組
対象者　２歳以上の幼児と保護者　申込期限　２月10日㈬
準備物　ジャムなどのふた付きの空びん、エプロン、三
　　　　角巾、手拭タオル、お茶など
※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 内　　容 場　　所

25日㈭ 手遊び歌・ふれあい遊び 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

※時間は午前10時～11時30分

　食事で栄養のバランスを気遣う人はいても、食べ

る時刻が健康に関わっていることを知る人は多くあ

りません。「夜食は太る」など、実際に午後10時

以降に食べると体脂肪が蓄積されやすい時間帯であ

ることも分かってきました。食と健康リズムのコラ

ボレーションには、健康な食生活を送るヒントが潜

んでいます。

体内時計と健康

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。

県立広島大学

人間文化学部健康科学科

加藤　秀夫　教授

体内時計は、体温や血圧、睡眠やエネルギー代謝な

ど生命活動を調節し、その日の気分や体調、欲望、

スポーツなどの身体活動をコントロールしている司

令塔です。朝から午後８時までに食事をすれば、血

糖の上昇が穏やかになります。逆に夜８時以降の食

事、つまり夜食は血糖を上昇させます。糖尿病にな

りやすい人は、夜食にも要注意です。

　昔から、「病気になってはじめて知る健康のあり

がたさ」とよく言われます。食生活が乱れていても、

健康に大きな問題がないから安心と高をくくってい

ると、そのうちにおのずとしっぺ返しを受けること

になります。バランスのとれた食事は健康の礎であ

り、生命の原動力。１日３回の食事は単にエネルギ

ーの補給の役目を果たすだけでなく、からだのリズ

ムの筋目にもなります。食事をきちんとすることで

生活全般に張りが生まれ、健やかで充実した日々が

送れるはずです。

す
日 内　　容 場　　所

15日㈪ 親子体操・遊び 江田島保健センター

23日㈫ ひな飾りを作ろう！ 能美保健センター

　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

お
日 時　　間 場　　所

16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、問い合わせ後おいでください。

心
日 時　　間 場　　所

12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・悩みについての相談
にも応じています。

乳
健診名 日 受付時間 場所

１歳６カ月児 ２月１日㈪ 午
後
１
時
15
分

～
２
時

大
柿
保
健セ
ン
タ
ー

９～10カ月児 ２月２日㈫

３歳６カ月児 ２月３日㈬

４～５カ月児 ２月４日㈭

５歳児 ２月５日㈮

　幼児健診 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

乳幼児健診案内は、対象世帯へ個別通知します。

に　こ♡にこひろば
日 内　　容 場　　所

10日㈬ なぐり描きをしよう！ にこ♡にこハウス

24日㈬ ひなまつり にこ♡にこハウス

問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２

※時間は午前10時30分～11時30分

ウ
日 時　　間 場　　所

23日㈫ 午前９時30分～ 大柿自然環境体験学習交流館

　オーキング教室
問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

※大柿町大附方面を歩きます。保険料30円が必要です。
（雨天中止）

献
日 時　　間 場　所

９日㈫
午前10時～正午
午後１時15分～４時

ゆめタウン江田島

　血 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

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

日 内　　容 場　所

16日㈫
動いて食べて気分もアップ
～運動と栄養のバランス生活～

能美保健セ
ンター

17日㈬
美味しく食べよう！味自慢
～減塩生活のすすめ～

大柿
公民館

23日㈫
メタボ予防のステキな話☆

能美保健セ
ンター

26日㈮
大柿老人福
祉センター

※時間はすべて午後１時30分～３時

の
日 時　　間 場　　所

15日㈪ 午前10時～午後４時 大柿保健センター

　びのび発達相談
問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

※要予約

離
日 時　　間 場　　所

17日㈬ 午前10時～11時30分 にこ♡にこハウス

　乳食教室

　離乳の進め方についてのお話や、試食などを行います
（予約は不要）。

問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

日 時間 内　容

21日㈰

☆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

25日㈭

☆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

3月2日
㈫

☆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

　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

パ

場所　大柿保健センター

　子育て中のお母さんを対象に、再就職支援相談

を行います。妊娠・出産・育児のために仕事を辞

めたけど、これから仕事をしたい！と、就職を希

望している人は、お気軽にご相談ください。

日時　２月26日㈮午前10時～正午

相談内容　求人情報の提供・働くことに必要な情

　報の提供・早期就職に向けた計画的なサポート

相談員　ハローワークくれ（公共職業安定所）職員

ママの再就職相談を開催
問にこ♡にこハウス　☎（４２）２８５２

　糖尿病についての理解を深めるために、具体的な食

事の方法や日常生活のポイントについて、５回シリー

ズで学びませんか。申し込みなど詳しくは、保健医療

課健康推進係へ。

会場及び日程（２会場で実施）

【大柿保健センター】

　①２月９日㈫　②２月19日㈮　③２月22日㈪

　④３月１日㈪　⑤３月８日㈪

【能美保健センター】

　①２月12日㈮　②２月18日㈭　③２月24日㈬

　④３月10日㈬　⑤３月17日㈬

時間　全日程午後１時30分～３時30分

対象　糖尿病が心配な人、糖尿病で治療中の人、関心

　がある人。ご家族の参加も大歓迎です。

参加費　無料

問保健医療課健康推進係　☎（４０）３２４７

糖尿病予防教室　参加者募集

午前10時
～３時30分

午前１時30分
～３時30分

午前１時30分
～３時30分


