
保健センターからのご案内（保存版）令和4年10月～令和5年3月

我孫子市健康づくり支援課（我孫子市保健センター）　〒270-1132　湖北台1丁目12番16号　
☎04－7185－1126　 04－7187－1144　http://www.city.abiko.chiba.jp/

はじめませんか？

自ら取り組む、

みんなで続ける健康づくり

紙面を開いてチェック！

　健康づくりのためには、1人ひとりが正しい知識を持ち、望ましい食生活をおくる、歯と口腔の健康を維持する、運動習慣を身につけ
る、十分な睡眠をとる、ストレスを解消する、禁煙・分煙に努める、適正飲酒量を守る、定期的に健（検）診を受診する等、様々な取り
組みが望まれます。

階段利用

　階段を速く上ることは、ジョギングと同等の強度
であることをご存じですか？
　下半身の筋肉を使うので、自然と基礎代謝・血流
もアップします！

★まずは1階分から
★時間がない人も、お手軽・お得な運動！
体調に注意して、無理のない範囲で行いましょう。

生活の中でできる運動・・・
それは「階段利用」です！

～　我孫子駅での「階段使おう」キャンペーン　～

コラム

 階段利用の 
 ポイント 

背筋を伸ばして♪
ひざを高く上げて♪
ひじを大きく振って♪

　健康のために取り組んでいることはありますか？
　生涯をとおして健康で自立した生活をおくることは、誰もが願うことであり、運動習慣の定着や食生活の改
善といった健康的な生活習慣の実践は、健康寿命（健康で自立した生活を送ることができる期間）の延伸につな
がります。
　10年後・20年後の将来も健康で生き生きと過ごすためには、今から健康づくりを続けていくことが大切です。
　まずは1か月後の自分のために、今日から気軽にできる健康づくりの活動＝『健活』を始めてみませんか。
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・かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受けましょう。
・ 自分のお口に合った歯みがきの方法を知り、デンタルフロス（糸ようじ）・
歯間ブラシなどの補助用具や、フッ素入り歯磨き粉などを必要に応じて
正しく使って、口の中を清潔に保ちましょう。

歯活

休活 遊活
・・・・・・・「心」と「身体」のメンテナンス・・・・・・・・

秋の食べ物 冬の食べ物

・・・・・・年1回、検診を忘れずに受けよう！・・・・・・

・・・・・・・・親子で遊んで、スキンシップ・・・・・・・・

・・・・・「旬」を知ろう！食べよう！感じよう！・・・・・ ・・毎日みんなで一緒に！お口の筋肉を鍛えよう！・・

 みんなで楽しむなら！お口じゃんけん！ 

「あびこ健康ポイント」を貯めて、
お得な「ち～バリュ～カード」をもらおう！

 朝起きたら、光を浴びましょう  ぬるめの入浴でリラックス 

 休日の生活サイクルを整えよう     

　春夏秋冬の四季が明確な日本では、それぞれの季節に最もおいしくなる
“旬”の食材を大切にしてきました。最近では季節に関係なく様々な食材が
揃いますが、やはり旬の味というのは格別なもの。また、栄養素もたっぷ
り含まれています。
　旬の食べ物を食べて、元気な身体づくりをしましょう！！

　がんは死亡原因の第1位。がんによる死亡者数は年間30万人を超えてい
ます。また、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は約1/2と、身近
な病気です。
　がんは「他人事ではなく私事！！」早期発見、早期治
療のためにも、がん検診を受診しましょう！！

　胃・肺・大腸・子宮頸・乳がんの5つのがんは、検診を受けることで早期
発見につながり、死亡率が低下することが科学的に証明されています。
　また、市では独自に前立腺がん検診を実施しています。
　検診受診期間は6月から翌年1月末まで！
　年1回、検診を受けましょう！

　お口の周りの筋肉は、食べる・飲み込むことだけでなく、表情をつくる
など様々な働きをしています。
　マスク生活が続く中、マスクの下でお口があいていませんか？
　子どもから大人・高齢者まで、みんなでお口の筋肉を鍛えましょう！！

「あー」とお口を
大きく開く

「あ」→パー　　　　　「い」「う」→グー　　　　　「べ」→チョキ

後だしじゃんけんにすると、脳の活性化にも！

「いー」とお口を
横に開く

「うー」とお口を
前に突き出す

「べー」と舌を前
に突き出す

　「あびこ健康ポイント」は、自ら健康に関する目標に取り組んだり、
健（検）診等を受けてポイントが貯まると、受けることができるお得な
サービスです。（対象：本市に住民登録のある市内在住２０歳以上の方）
　健康ポイントを貯めて、楽しく、お得に、健康づくりをしましょう！！

・保健センター
・各行政サービスセンター
・各近隣センター
で配布しています。
右記からも取得できます。

　自分で立てた目標に取り
組んだり、健（検）診や健
康に関する講座などに参加
し、500ポイント以上貯め
よう！

　申請用紙を健康づくり支援課に提出す
るとGET！下記からも提出できます。

　働きすぎや寝不足などでストレスがたまると、疲れが取れない・気持ち
が沈む等、様々な症状が出てくることがあります。休息をとる、気分転換
をするなど、早めに「心」と「身体」のケアをしましょう！！

　体内時計は1日25時間と言われており、少
しずつ夜型になりやすくなっています。
　起きたら朝日を浴びたり、部屋を明るくす
る習慣をつけましょう。生体リズムがリセッ
トされ、スッキリと起きられるようになりま
す。

　熱めのお湯に長く浸かると身体の覚醒を誘
ってしまうため、38度ほどのぬるめのお風
呂に5分～20分ほど入りましょう。

　休日に2度寝をして、夜寝れなくなるサイ
クルを繰り返していると夜型生活になりが
ちです。
　休日でも、平日との就寝時間の差は1時間
程度にしましょう。

　ほうれん草の旬は冬。冬に採れたもの
と夏に採れたものを比較すると、ビタミ
ンCの含有量に約3倍の差があります。

カレンダーで地元の
旬の食べ物をチェック！

楽しく身体を動かすことは、お子さんの「心」と「身体」の発達を促します。
親子で遊ぶことで、遊びの幅が広がり、スキンシップの機会にもなります。
お家の中でも、お外でも、ドンドン体を動かしましょう！！

Webシステム申請の
「電子カード」も準備中！
（令和4年10月開始予定）

検索あびこ健康ポイント

文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」より

くり

ぶどう 梨

きのこ
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秋刀魚
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ほうれん草

▲あびこ健康ポ
イントQRコード

▲ちば電子申請
QRコード

▲ち～バリュ～
お店検索

▲がん検診の
ご案内

▲保健センター
のご案内

▲千葉県旬
　カレンダー

▲あびこ旬菜
　カレンダー

旬活 検活

活 ポイ活

大腸がん胃がん

子宮頸がん
（女性のみ）

前立腺がん
（男性のみ）

肺がん乳がん
（女性のみ）

受けるうな
　年に一度の　検診を

 まねっこ走り 
　広い場所で、「鳥」「うさぎ」などの
動物や、「飛行機」「ヘリコプター」など
の乗り物、色々なもののまね
っこをして走ってみましょう。
　飛んだり、回ったり色々な
動きを取りいれましょう♪

 いも虫ゴロン 
　パパ・ママが布団の上に仰
向けになり、お子さんをしっ
かり抱っこします。
　そのまま左右に体を傾けて
「左にゴロン」「右にゴロン」左
右にゆっくり揺れましょう。

 トンネルをくぐってジャンプ!!  
　パパ・ママはトンネル（腕立ての姿勢）を作り、お子さ
んはハイハイでくぐります。くぐりぬけたら、パパ・マ
マは、体を下げて山（腹ばいの姿勢）になります。お子さ
んはジャンプして山を越えましょう!!ジャンプが難しい
お子さんは、ハイハイでよじ登って山を越えましょう!!

申請用紙を取得！
ステッ

プ1

ポイントを貯める！
ステッ

プ2

ち～バリュ～カードを
GET!

ステッ
プ3

　　☆県内900店舗以上☆　　

　店舗により、割引・来店
ポイント付与・景品提供な
どの優待サービスが受けら
れます。

協賛店で特典GET!
ステッ

プ4

 抱っこでぎゅ～！！ 
　体全体を抱きしめて「ぎゅ～ !!」。その後「ぱっ」と胸を離し
ます。「ぎゅぎゅ !! ぱっ !!」とリズムをつけても良いですね♪

※首がすわってから行いましょう。

　お子さんと顔を近づけ、目を合わせながら
笑顔で楽しみましょう♪

11月7日
(月)

　申込方法など詳細は、
広報あびこ10月1日号を
ご覧ください。

睡眠セミナー
開催決定♪♪

 基本のあいうべ体操 
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　『本日の健活メニュー』はいかがでしたか?
　食生活、歯と口腔、運動習慣、睡眠、ストレス解消、禁煙・分煙、適正飲酒、健（検）診など、継続した健康づくりの大切さをPRするため、
市民の皆様の「健活（=健康づくりの活動）」を募集します。
　作品は『健康フェア2022（※）』で生涯学習センターアビスタ・ストリートに展示します（11月14日～20日、応募多数の場合は選出作品のみ）。
また、優秀作品には健康フェア実行委員会より図書カードなどの優秀賞を贈呈します。

※『健康フェア』とは・・・市民一人ひとりが自らの健康状態を知り、自主的な健康づくりに取り組んでいけるように、生活習慣改善の
情報提供や健康相談の実施、様々な健康づくりの取り組みを楽しみながら体験できるブースを出展するイベントです。

● 応募資格：ご自身で設定した「健活」に10回以上取り組み、塗り絵を完成させた方
（市内在住・在勤・在学）。
●応募方法：
①下記の応募用紙（コピー可）の『テーマ、ニックネーム、取り組み』に、ご自身が取り
組む「健活」を記載する。

　（例）「歯活」…1日10回「あいうべ体操」をする！
　　　「ラン活」…手賀沼を3㎞ランニングする！
②ご自身で設定した「健活」に取り組み、塗り絵を塗る（10回分塗ったら完成）。
③応募用紙をキリトリ線で切り取り、健康フェア実行委員会事務局（我孫子市保健セ
ンター内）宛てに郵送または窓口へ提出する。

※作品は原則返却いたしません。展示するため、なるべく丸めずに提出ください。

●募集締切：令和4年10月25日㈫必着
●入選連絡：入選者には11月中旬頃に電話またはメールにてお知らせします。
● 優秀賞の贈呈方法：保健センター窓口受取 または11月20日㈰『健康フェア2022』
当日アビスタ会場にて贈呈予定。

● 個人情報の取扱い：応募いただいた方の個人情報につきましては、優秀作品の選
定・結果連絡等、本事業に係る事務のみに使用します。作品を展示する際は、個人
情報の記載部分は掲示いたしません。なお、「テーマ、ニックネーム、取り組み、年
齢」については、本事業のPRのため、市で作成するチラシや市ホームページ等に掲
載する場合がありますので御了承ください。

● 問合せ・提出先：〒270-1132湖北台1丁目12番16号、健康フェア実行委員会事務局
（我孫子市保健センター内）、☎04-7185-1126

氏
し め い

名： 年齢：（　　　　　歳）

電話番号：

住　所　： （市内在住・在勤・在学）

Email　：

応募用紙（キリトリ）

↓展示時は下記のみ

健活

スター
ト

健活に取り組ん
だら塗り絵に
チャレンジ！

テ ー マ  ：　　　　　活　　　ニックネーム：　　　　　　　　　　　

取り組み：

まだまだ
続けるうな～

スター
ト

まずは10回チャレン

ジ

から始めよう☆

～これが私の○○活～

1回

2回

3回

6回

5回

4回

7回

8回

9回

10回
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