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園名 日 内容

江田島保育園
☎(42)1629

３月は園庭解放なし

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

３月は園庭解放なし

宮ノ原保育園
☎(42)1625

３月は園庭解放なし

鹿川保育園
☎(45)2219

毎週㈪～㈮
※祝日除く

戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

中町保育園
☎(45)2220

11日㈭
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

高田保育園
☎(45)2221

10日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

三高保育園
☎(47)0110

４日㈭
18日㈭

室内あそび

大古保育園
☎(57)2537

10日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび・園内
見学）

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・園内
見学）

飛渡瀬保育園
☎(57)2326

10日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび・園内
見学）

※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

11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

　お菓子を食べると、なんとなく幸せな気分になり

ます。お菓子には脳の活力源になる糖分が多く含ま

れ、仕事や勉強疲れには最良の友。洋菓子は若い世

代に人気があり、和菓子はご年配に好まれます。特

に若い女性は、洋菓子を見るだけで、食欲を亢進す

るグレリンというホルモンが放出されて、お腹が

いっぱいでも別腹で食べてしまいます。

　女子大生の話によると、ケーキバイキングでケー

病は遠
とお

とし、和菓子の恩

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

キを10個ぐらいは普通に食べるとのこと。その話を

聞いて、有志の女子大生８人で実験をしました。有

名店のケーキ５個を食べてもらったあと、血中の中

性脂肪を測定します。食べる前の血中中性脂肪値は

60mg/dl以下でしたが、食べた後にもう一度測ると

８人中６人の学生は１５０mg/dl以上になっていま

した。この結果を踏まえると、中年の小太りの人が

毎日ケーキを夕食後に１個を食べ続けると高脂血症

になり、さらに暴飲暴食で「ポックリ症候群」にな

ります。「ポックリ症候群」は日本人をはじめとし

て東南アジア系人種に見られる心臓性突然死であり、

欧米人にはほとんど見られません。洋菓子を食べす

ぎると「ポックリ症候群」のリスクが高くなります。

その点、和菓子は適度の血糖上昇によって食欲が調

節され、血中中性脂肪も余り高くならず、「ポック

リ症候群」の心配も少ない食べ物です。

　洋菓子の食べ過ぎに気をつけて、「仰げば尊し」

の歌詞にあるように「病は遠
とお

とし、和菓子の恩」を

忘れてはいけません。

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。

に　こ♡にこひろば
日 内　　容 場　　所

３日㈬ 手形スタンプ にこ♡にこハウス

17日㈬ メダルをつくろう！ 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

⑲

福 祉 保 健 行 事 日 程

食
日 時　　間 場　　所

13日㈯ 午前10時～午後１時 能美保健センター

　育チャレンジ隊

内　容　江田島市伝承料理を作ろう　　定員　15組
対象者　２歳以上の幼児と保護者
参加費　２００円　申込期限　３月９日㈫
準備物　エプロン、三角巾、手ぬぐいタオル、お茶など

問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

す
日 内　　容 場　　所

18日㈭
かわいい手形・足型を残
そう！

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

す
日 内　　容 場　　所

4日㈭
ダンボールゲーム、手作り
おやつ

沖美保健センター

9日㈫ 手形作成、手作りおやつ 江田島保健センター

16日㈫ お別れ会、手作りおやつ 切串公民館

25日㈭ お別れ会、手作りおやつ 大柿保健センター

　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

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、問い合わせ後おいでください。

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

5日㈮
元気ハツラツ♪
若さを保つ食事とは

大柿老人福
祉センター

11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～

大柿
分庁舎３階

※時間は午後１時30分～３時

生　活習慣病講演会 問保健医療課健康推進係
　☎（４０）３２４７

日 内　　容 場　所

25日㈭
禁煙することを迷っている人へ
～つらい禁煙、さようなら～

農村環境改善
センター２階

※時間は午後１時30分～２時40分

　健康のために禁煙したいと思っていても、かえって禁

煙するほうがストレスになる！と考えている人も多いの

ではないでしょうか。悩む前に、まずお話を聞いてみま

せんか。最新の禁煙治療などについてもお話します。

講師　青木　博美先生（医療法人社団仁風会　青木病院

　　　理事長

親　子でふれあうお楽しみ会
日 時　　間 場　　所

24日㈬
午後10時30分
　　　～11時30分

にこ♡にこハウス

内容　手あそび・紙しばい・人形劇「手袋ファンタジー」

講師　人形劇のあひる座

問にこ♡にこハウス　☎（４２）２８５２

地域包括支援センターからのお知らせ

　認知症のある人を介護している人、介護を経験

した人、認知症に関心のある人などの交流を目的

にしたつどいを開催します。接し方や対応に困っ

たこと・日ごろ思っていることなどを情報交換し

ませんか？今後も毎月第４水曜日に開催しますの

で、お気軽にご参加ください。

日時　３月 24 日㈬　午後１時 30 分～３時 30 分

場所　能美保健センター

参加費　お茶代１００円程度

せんか？健康咀
そしゃく

嚼指導士の吉田純子さんをお迎え

し、噛むことに関するお話や体操を行います。

日時　３月 16 日㈫午前 10 時 30 分～正午

場所　大柿老人福祉センター２階

対象者　おおむね 65 歳以上で、介護サービスを

　　　　利用していない人

準備物　普段自分が使っている歯ブラシ・手鏡

　旬の食材を使って、楽しく料理をしましょう ｡

日時　３月 16 日㈫　午前 10 時～午後０時30分

場所　能美保健センター

定員　16 人　参加費　５００円程度

準備品　エプロン、三角巾、ふきん（タオル）

申込み　３月 12 日㈮までに地域包括支援センターへ　年齢を重ねるにつれて噛む力が弱くなっていま

認知症介護者のつどいを開催

高齢者咀
そしゃく

嚼力アップ講座開催

男性料理教室　参加者募集

問地域包括支援センター　☎（４０）３５７１

●電話相談＜法律相談、申込不要＞
　日時　３月 14 日㈰午前９時～午後６時
　☎ ０１２０（５０６) ２７９（通話料無料）

●面接相談＜法律＆健康相談，予約制＞
　受付　毎週月～金（祝日を除く）
　　　　午前８時 30 分～午後５時 15 分　 
　場所　広島司法書士会館（広島市中区上八丁堀）
　申込先　広島県健康対策課
　　　　　☎０８２（２２３）０５２１

～司法書士と保健師等による法律＆健康相談～

お金とこころの健康の無料相談会

最終回


