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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

17日㈭
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

小用保育園
☎(42)1626

毎週㈪～㈮
※休日を除く

戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

切串保育園
☎(43)0213

８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

16日㈬
戸外あそび（雨天の場合
は絵本の読み聞かせ）

鹿川保育園
☎(45)2219

毎週㈪～㈮
※休日を除く

戸外あそび（雨天の場
合は中止）

中町保育園
☎(45)2220

10日㈭
みてみてかんたん
クッキング

高田保育園
☎(45)2221

９日㈬
リズムあそび（雨天の
場合は室内あそび）

25日㈮ 絵本の読み聞かせ

三高保育園
☎(47)0110

３日㈭
17日㈭

戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

大古保育園
☎(57)2537

16日㈬ 作ってあそぼう

柿浦保育園
☎(57)2524

２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

16日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

園　庭開放

に　こ♡にこ身体計測
日 時　　間 場　　所

10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

　いつまでも若々しく元気でありたいという願いは

だれもが思っていることです。老化（加齢）は誰に

も平等におとずれますから、できれば心身とも健康

で理想的に年齢を重ねていきたいもの。

　老化の仕組みはまだまだ解明されていませんが、

遺伝的な要因のほかに細胞をさびつかせる活性酸素

の働きで生じる有害な過酸化物の蓄積が、老化を促

進させることが大きな原因であると分かってきてい

ます。また、有害な過酸化物の蓄積は、がんや動脈

硬化、糖尿病など生活習慣病を発症させると考えら

アンチ・エイジング（老化防止）のための食育

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

12 月 の 福 祉 保 健 行 事

食
日 時　　間 場　　所

19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　和食メニューに挑戦しよう！！
対象者　２歳以上の幼児と保護者　定員　15組
申込期限　12月15日㈫午後５時　参加費　２００円
準備物　エプロン・タオル・お茶・筆記用具

問保健医療課健康推進係
　　　☎（４０）３２４７

す
日 時　　間 場　　所

24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　クリスマスを楽しもう～カード作り～

県立広島大学

人間文化学部健康科学科

加藤　秀夫　教授

れています。

　活性酸素の害からからだを守るためには、活性酸

素を分解する抗酸化ビタミン類などをこまめに、ほ

どほどに摂取することが効果的です。この抗酸化ビ

タミン類は果物や緑黄野菜、淡色野菜にバランスよ

く含まれ、一番強力な抗酸化作用があるのが「赤い

ビタミン」として知られるリコピンです。リコピン

は赤ピーマン、トマト、意外なところではスイカに

多く含まれています。その次に強力なビタミンはβ

―カロテン。ニンジン、ホウレンソウ、ピーマンに

多く含まれ、少し油で炒めると吸収が促進されます。

　ビタミンEは有害な過酸化脂質の生成を防ぐの

で、細胞の老化を防ぎます。また、ビタミンＣと一

緒に摂ると、ビタミンＥの抗酸化作用がアップしま

す。また、玉ねぎのケルセチン、にんにくやネギの

アリシン、ショウガのジンゲロール、大根の辛み成

分にも抗酸化作用があります。アンチエイジングに

限ったことではありませんが、特定の食品をたくさ

ん食べるのでなく、たくさんの種類の食品を組み合

わせて食べることが何より大切です。

す
日 内　　容 場　　所

８日㈫ クリスマスリースを作ろう 能美保健センター

９日㈬ クリスマス飾りを作ろう 切串公民館

15日㈫ クリスマス 江田島保健センター

22日㈫ クリスマス会 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

献
日 時　　間 場　所

８日㈫
午前10時～正午
午後１時15分～４時

マックスバリュ
大柿店

　血 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

お
日 時　　間 場　　所

14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

内容　子育て座談会　
　子どもの成長発達が気になるかたは、おいでくださ
い。

心
日 時　　間 場　　所

11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。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。

　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！という人は、お気軽にご相談
ください。
日時　12月14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

乳
健診名 日 受付時間 場所

９～11カ月児 １日㈫

午後１時15分

～２時

３歳児 ２日㈬

４～６カ月児 ３日㈭

５歳児 ４日㈮

１歳６カ月児 ７日㈪

　幼児健診 問保健医療課健康推進係
　　☎（４０）３２４７

乳幼児健診の案内は、対象世帯へ個別に通知していま
す。転入などの場合も随時送りますが、１週間前にな
っても届かない場合は、保健医療課へご連絡ください。

大
柿
保
健

　

セ
ン
タ
ー

の
日 時　　間 場　　所

18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

16日㈬ 午前10時～11時30分 能美保健センター

　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 場　　所

15日㈫ 午後1時30分～３時 沖小学校

17日㈭ 午後1時30分～３時 江田島保健センター

　健康のために運動を始めたいと思っても、「膝が痛い
から無理」とか「なかなか長続きしないし・・・」と思
っていませんか？この教室では、家でも簡単にできる運
動を継続できるように、健康運動指導士が指導します。
参加費は無料ですので、お気軽にご参加ください。
講師　（有）マリエフィットネスサポート
　　　健康運動指導士　横山有里先生

毎　日続けられるお手軽運動講座
問保健医療課健康推進係　☎（４０）３２４７

内容　講演…「あなたにとって身近なうつ」～大切な命
　　　をまもるために、私たち一人ひとりができること～
　　　講師…広島大学保健管理センター准教授　岡本百
　　　　　　合（精神科医）
※詳しくは、広島県西部保健所呉支所へ。

心
日 時　　間 場　　所

12日㈯ 午後２時～３時30分 大柿老人福祉センター

　の健康づくり講演会
問広島県西部保健所呉支所　☎（２２）５４００㈹

に　こ♡にこひろば
日 内　　容 場　　所

２日㈬ クリスマスリースづくり にこ♡にこハウス

16日㈬ クリスマス会 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

しょう！

応募資格　市内在住・在勤･在学の人

テ ー マ　我が家でよく作る野菜料理

応募方法　応募用紙を保健医療課へ郵送か直接提出して

ください。用紙は保健医療課、本庁・支所、サービスセ

ンター、子育て支援センター、公民館にあります。

（市ホームページからもダウンロード可能）

応募期限　平成22年１月15日（金）必着

※応募全作品（写真など）は、平成22年２月20日㈯に開

催する第３回江田島すこやか健康まつりの会場で展示し

ます。また，応募作品の中から特に紹介したい作品を選

び，料理を展示します。

　母子寡婦福祉貸付金は、母子・寡婦家庭の子どもや親
のいない子どもが、高校・大学などで勉強するための資
金です。入学先が決定してからご相談ください。
　相談や申し込みは、にこ♡にこハウスへ。

ママの再就職相談を開催 問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２

母子寡婦福祉貸付金
申請を受付中

問にこ♡にこハウス
　☎（４２）２８５２

我が家の野菜料理募集 問保健医療課健康推進係
　☎（４０）３２４７

　オリジナル作品でなくても構いま

せん。普段作っている野菜料理をご

紹介ください。みんなで応募して、

野菜料理のレパートリーを増やしま


