
平成２０年度 

すこやか みさと 健康づくりネットワーク会議 

報 告 書 

 

テーマ：はじめよう!健康づくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 生 活 部 健 康 推 進 課 

 

健康づくりをすすめる会 inみさと 



１ 会議の位置づけ及び目的・内容 

「すこやか みさと健康づくりネットワーク会議」は、三郷市健康増進計画「す

こやかみさと」の計画進行を評価する場として、「三郷市健康推進協議会」・「三

郷市健康増進計画推進会議」とともに位置づけされている。 

本会議は、市民レベルの健康づくりをすすめるため、町会・自治会・店舗・企

業など、健康づくりに興味や関連のある個人や団体の方を一同に会し、健康づく

りに関して互いに意見を出し合い、今後の本市における健康づくり活動を模索す

るとともに、市民の健康づくりの継続的なネットワークを広げることを目的とす

る。 

会議の内容は、平成１９年度における市の健康づくりに関する取組みについて

の報告、町会・自治会や団体の活動の紹介や三郷に昔から伝わる郷土料理「あら

れ」の紹介を行う。 

また、「健康づくりのきっかけづくり」をテーマに、参加者がグループごとに

分かれ、実体験や実体験から得られたこと、普段から思っていること等について、

具体的な意見をいただきながら討議を行う。 

なお、本会議の内容については、「三郷市健康推進協議会」及び「三郷市健康

増進計画推進会議」に報告及び審議を行いながら、本市の施策に反映させて行く。 

 

２ 主  催    三郷市（市民生活部健康推進課） 

 

３ 共  催    健康づくりをすすめる会 inみさと（略称ＭＨＰ） 

 

４ 開催日時・会場・参加者数 

日    時 会    場 参加者数 

平成２１年 ２月１３日（金） 

１８：３０～２０：３０ 
文化会館 視聴覚室 １９名 

平成２１年 ２月１７日（火） 

１８：３０～２０：３０ 

コミュニティセンター 

ボランティアビューロー 
１９名 

平成２１年 ２月１３日（金） 

１８：３０～２０：３０ 
彦成地区文化センター 大会議室 １３名 

平成２１年 ２月２４日（火） 

１８：３０～２０：３０ 
鷹野文化センター 大会議室 ２０名 

平成２１年 ２月２７日（金） 

１８：３０～２０：３０ 
瑞沼市民センター 講義室３ １８名 

 



５ 従事者 

会  場 従  事  者 従事者数 

文化会館 

ＭＨＰ：逢澤、安部、上田、河又、佐々木、 

関田、村山、吉原 

事務局：葛西、及川、鈴木 

１１名 

コミュニティセンター 

ＭＨＰ：佐々木、高原、滝澤、田中、千葉、 

北條、松本 

事務局：相川、大村、及川 

１０名 

彦成地区文化センター 
ＭＨＰ：市原、下田、村山、茂木、茂呂、矢野 

事務局：相川、守屋、坂本 
９名 

鷹野文化センター 
ＭＨＰ：滝澤、千田、千葉、北條 

事務局：葛西、清水、八巻、鈴木 
８名 

瑞沼市民センター 
ＭＨＰ：安部、市原、滝澤、長野、村山、茂呂 

事務局：相川、守屋、八巻 
９名 

 

６ 報告・協議 

１）平成１９年度健康づくりの取組みについて 

庁内の関係各課に行った、健康づくり事業の調査内容について報告を行う。 

調査内容の概要は次の通りとなる。 

①広報やホームページ、パンフレット等を活

用した、健康づくりに関する情報提供。 

②料理教室やスポーツ教室、イベント、健康

診査・各種検診、各種相談等の健康づく

りに関する機会の提供。 

③スポーツ教室・大会を行うための施設の貸

し出しや各種イベントを開催するための

施設の貸出し等、健康づくり活動を行う

場所の提供。 

④健康診査受診や禁煙・分煙対策、防犯、事故予防等に関するキャンペー

ンを行い、健康づくり活動の啓発を行う。 

⑤市民の健康づくりを推進する市民団体「健康づくりをすすめる会 inみさ

と（略称ＭＨＰ）」が設立し、市民レベルでの健康づくり活動の積極的

推進を行う。 

⑥町会や自治会に健康づくり事業を委託し、地域の健康づくり活動の推進



を図る。また、この事業に保健師を派遣し、助言等を行う協力体制をと

っている。 

⑦その他、町会・自治会、健康づくり団体（ＭＨＰ、母子愛育会、食生活

改善推進員協議会）の活動についての紹介。（掲示） 

 

２）試食品（あられ）紹介 

三郷市に伝わる郷土・伝統料理「あられ」に関する風習や言い伝え、簡

単な作り方について、食生活改善推進員から紹介を行う。 

参加者には、｢ゴマ風味」「唐辛子風味」とアレンジを加えたあられを試食

してもらった。あられを食べた参加者からは、「おいしい」「風味が良い」

との言葉があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）グループ討議・発表 

各会場とも参加者を３～４つのグループに分け、ＭＨＰのメンバーが進行

役となり、「健康づくりのきっかけづくり」をテーマに、グループ内で個人

個人が意見・アイディアを出し、それらの意見・アイディアをグループ化

してまとめ、グループごとに発表が行われた。 

グループ討議では、なかなか意見の出ない場面も見られたが、進行役のＭ

ＨＰメンバーからの声かけ一つで、次々と参加者から様々な意見やアイデ

ィアが出てくる様子が印象的であった。 

発表では、グループ化した意見・アイディアの関連性や方向性等を線や矢

印等を使いながらの、わかりやすく特色のある素晴らしい発表が行われた。 

発表された意見には、市民の行政に対する生の意見・要望が数多くあった。

今後、健康づくりに取組みやすい環境づくりの面で、積極的に施策へ反映

させて行く必要があると感じたとともに、今回のグループ討議・発表の様

子から、様々な場面において市民が持っているパワーを感じた。 

 

 

 

 

 

 

 



【グループ討議・発表の流れ】 
 

①アイスブレイク<自己紹介> ：１０分 

グループ内の雰囲気を和らげるため、自己紹介カードに「所属団体」

「氏名」「好きな色」を書き、グループのメンバーに自己紹介カードを

見せながら自己紹介を行う。 

②個人で考える ：５分 

「健康づくりのきっかけづくり」をテーマに、“きっかけとしてあった

ら良い事・物” “きっかけとなった人物の存在・言葉”等どんな意見・

アイディアでも良いので、付箋紙１枚に１つの意見・アイディアを書き

出す。 

③グループ内で発表 １５分 

付箋紙に書き出した意見・アイディアを模造紙に張り出し、同じ意見

のものは重ね、また、張り出された意見・アイディアをもとに、新しい

意見・アイディアをどんどん出し合う。 

④グループ内でのまとめ ：２０分 

模造紙に張り出された意見・アイディアをグループ分けし、タイトル

をつける。 

そして、タイトルをつけたグループをマジックで色分けし、線や矢印、

記号等を使い、グループ同士の関連性や方向性等を示してまとめる。 

⑤グループ発表 ：５分／１グループ 

模造紙を前に張り出し、まとめとそれに至った経緯や理由、また、ク

ループ内で出された意見・アイディアを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グループ討議とグループ発表の詳しい内容については、次項で紹介する。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

平成２１年２月１３日（金） 

18：30～20：30 

 
出席者（敬称略）：１９名 

大広戸町会 三浦 武雄 

仁蔵町会 稲垣 栄 

みどり町会 恩田 久之助、西山 忠雄、高鹿 八重子 

三郷早稲田第五団地管理組合 古賀 史朗 

三郷早稲田第六団地管理組合 高橋 芳照 

三郷早稲田第七団地管理組合 木ノ下 歳子、中林 恵子 

早稲田地区スポーツ推進委員会 神田 ちえ子 

（社）三郷青年会議所 新田 勝貴 

三郷市母子愛育会 宮田 重子 

三郷市食生活改善推進員協議会 小暮れい子、佐藤千枝 

三郷市シルバー人材センター 鈴木 栄 

個人 榎本 貞夫、茂呂 義雄、滝澤 隆 

クラブニッポン㈱ 遠藤 丈太郎 

  

 

 文化会館で行われた会議には、19名のかたにご出席いただきました。 

Ａ～Ｃの 3 つのグループに分かれて、それぞれ活発な意見交換が行われまし

た。すでに健康づくりに取組んでいるかた、これから健康づくりをはじめてみ

ようと思っているかたなど、さまざまな思いで参加されたようです。 

健康づくりを取組むきっかけには、自分のからだに関する自覚や友達の影響

などが関係しているようです。『友達も頑張っているのなら自分も頑張らない

と』と友達の行動が励ましになり、やる気もアップします。また、健康づくり

に取組みやすい環境が整っていると、もっと気持ちも高まりますね。 



・血圧が高い

・腹痛がある

・便秘解消

・コレステロール

・足腰が弱い

・メタボにならないように

・おなかを減らす

・力がなくなる

・生き物はつらい

・健康が不安

・はなやかに生きたい

・頑固になった

・酒好きだから心配

ひとりひとりの悩み・不安

・退職して時間がある

・お金

継続

・お知らせ

・興味

・仲間作り

情報

・近くで健診する

・市の元気塾

・いいとも体操

機会

・身体を動かす

・仕事で同じ姿勢となることが多いので

ストレッチをする

・新鮮

手段

・サイクリングする場所

・集会所

・運動

・公園がない

・体育館をつくってほしい

・少年野球グランド

・歩道の充実

・地区に交番を

・老人センターをつくってほしい

・子どもの遊ぶ場所がない

・安い

・カラオケセンター

施設

健康になるためには、健康になりたいという『希望』が

あると取り組みやすいね。その希望が実現するために

は施設があったり、教室などの機会があったり、継続す

るためのポイントを抑えておくと、いいのかな。いろいろ

悩みはあるけれど、希望を持って健康づくりに取り組ん

でみよう！

まとめ

・夫婦ともに健康

・近い

・おもしろく生きてみたい

・同年代の人と出会う

・平均寿命を越した年までいきたい

希望

こうなりたいという希望に

向かって取り組もう！



・友達

・気楽なウオーキング仲間

・友達に誘われて

友達

・食事に気をつける

・なんでも食べる

・いつでも利用できる場所

・体操の会場を定期的に確保できない

・学校の体育館の開放

・近くに場所がほしい

食事

運動・場所

・歩いて骨粗しょう症予防

・運動がすき

・野球がすき

・近くでかんたん体操に参加して楽しかった

運動

・理事をしていて何か良いアイディアが

あるか探していて

・初心者も気軽にできる環境

・正しい運動を教えてほしい

・予約なしでいつでもいけるところ

・一人でも気軽に参加できる

・自分のペースでできる環境

・事前申し込みなしで参加できるところ

・家から出るのがおっくう

・地域での体操グループがあればいい

・体操リーダーを多く養成する

・医療関係などで退職した人の発掘

・健康診断

・気軽に健康について専門的に話せる人

・胃腸の病気があった

医療

近くに運動できる場所や自分

のペースでできる環境が

あるといいね

参加機会

健康づくりって運動することから始まるよね。今から

運動するためには何があったらいいのかな・・・運動し

たいと思わせるような施設や参加したいと思う機会が

近くにあるといいね！

まとめ

元気でいたい

健康でいたい

病気になりたくない



・自転車を積める公共交通

・イベント

・自転車

・予備運動で故障した

・ネットでクロスバイクを買った

・スポーツ

・健康であれば人に迷惑をかけない、経済的

・夜間通えるジム

・胃をこわす

・メタボのため

・服のサイズが合わなくなった

・体重増加があったから

・仲間

・専門家のアドバイス

・エスカレーターを止める日をつくる

・仲間作り

・健康についての成功例

・情報交換

・健康的な定職が出る食層

・健康コンテストの開催（１０ｋｇやせた賞など）

・健康教育

・多くの人に接して、教えてもらう

・ボランティア

・友達

・友人に勧められた

友人のバック

アップ！！

・体力低下

体型

運動

体力低下

健康不安を感じたときや病気になったときが

健康づくりを始める強いきっかけになるんだろう

な。食事を変えたり、運動することが必要だけ

れどどれも継続することが大切！そのために

は、友人のバックアップがいちばん効果的！

まとめ

・友人の死

・痛風があった

・健康診断を受けたから

・血圧が高めといわれた

・その人の保険支払いがその年齢の平均をこえた

・好き、嫌い

・食事の献立

・料理教室

・ファーストフード店規制条例

・仕事でウオーキング

・エレベーターを使わずなるべく歩く

・足が丈夫になる

食事の変更

健康不安＋病気

歩く

健康づくりの

継続には友人の助けが必要！



  

 

 

 

 

 

 

平成２１年２月１７日（火） 

18：30～20：30 

 
出席者（敬称略）：１９名 

戸ヶ崎 1丁目下町会 原 佳代子、尾花 永子 

戸ヶ崎 1丁目上町会 鈴木 宏、藤生 しげ子 

戸ヶ崎美郷町会 蓑部 源治、伊豆倉 光幸 

戸ヶ崎 2丁目南町会 八塚 一郎、新野田 慶一 

戸ヶ崎地区スポーツ推進委員会 新野田 誠 

三郷市薬剤師会 高須 利江 

三郷市体育指導委員連絡協議会 梶原 武士 

三郷市くらしの会 篠田 雪江 

三郷市母子愛育会 成川 和子 

三郷市食生活改善推進員協議会 美澤 久子、齋藤 里子、五十嵐 かつ子 

ブイブイクラブ 越村 あけみ、西澤 澄子 

クラブニッポン㈱ 遠藤 丈太郎 

 

 コミュニティセンターでは、19 名のかたにご出席いただき、Ａ～Ｄの４グル

ープに分かれて、討議をしていただきました。 

健康づくりをはじめるきっかけとして多く挙がった意見は、施設があると取り

組みやすいということでした。新たな施設を作るだけではなく、今ある施設を活

用して、さまざまなかたが自由に使えるように工夫していくことが必要だと思い

ます。また、体力がないことを自覚したり、健診などで健康をチェックしたりす

ることも、何かやらなくてはいけないと思うきっかけにもなります。自分が今で

きることからはじめて、友達など周りのかたと一緒に楽しく健康づくりに取組ん

でいきたいですね。 



自分たちの健康づくりを見てほしい！

健康づくりを行うには、整っている環境も大切、お金も

大切、そして指導してくれる先生がいるといい・・。環境、

お金、人がそろっていると魅力的な健康づくりが作れる

かも！？自分たちががんばっている健康づくりを周りか

らもみてほしいな・・・健康づくりをする私たちのモチ

ベーションも高めていくことが大切だよね！

・補助金が欲しい

・資金の補助

・施設の使用料を安く

・月謝の相場を知りたい

・市の施設の使用料を安く

・スポーツジムを増やす

・学校のプール開放

・プールを増やす

・会場の確保

・回数券を買って好きなスポーツを選択

・図書貸し出しをもっと便利に（コンビニ）

・ベーコン作り

・味噌作り

・食の大切さを感じている。

・交通手段

・送迎バス

・花見場所

・歩道のひろいところ

・自転車置き場

・魅力ある講師

・指導者の派遣を多く

・先生の紹介

・発表の場

・市の職員が見学をしてほしい

・相談できる窓口

・評価されること

・健康づくりは楽しく、ゲーム感覚で

・雑談室

・町会ウオーキングの参加が少ない

・声かけできる場

・若い方の参加がほしい

・人員集め

・検診

・病院の充実

資金

交通関係

施設

市の職員ガンバレ
仲間づくり

食の大切：手作り

文化祭

安全な道や自転車

道があるといいな

まとめ



機会

まずは動いてみよう！！

健康づくりの始まりは毎日のチェックや自覚か

ら！まずは動いてみよう！新たな人とのつなが

りもできて、自分の世界が広がるかも！？

もちろん食事にも気をつけないとね。

まとめ

・健康診断の結果から

・健康診断、人間ドックを受ける

・毎日体重計に乗る

・健康とはと考えてみる

・その人にあった運動の指導

・ぬるめのお風呂に入る

・専門家に聞く

・人の話やテレビから情報を得る

・自分の好きなスポーツを他人に勧める

・姿勢が悪くなった

・体力がない

・回復が遅い

・年代別の集い

・仲間

・人とのつながりを大切にする

・外で出会う人にはなるべく話しかける

・元気よく体操

・ウオーキングを始めた友人

・ボランティアによる仲間

・スポーツに取り組む

・走れるような体力

・お散歩マップ

・ウオーキングコースにはコースを表示する

・旅行会に参加する

・家の中でも身体を積極的に動かす

・水中ウオーキング

・テレビ体操

・太りすぎ、太り始めた

・メタボについて考える

・毎日のメニューを見直す

・市営プール

・せまい室内でもできる軽スポーツの指導

自覚

施設がほしい

食べて健康

チェック

まずは動こう！！

いつまでも健康

でいたいな・・・



今ある施設を有効活用して、自分たちが活動しやすい環境があるといいな。健康づくりのた

めには、趣味をもつことも大切、友達を作ることも大切・・・健康づくりってボケ防止にもなるん

だね！地域のみんなと取組んでいきたいね。

まとめ

・シルバーの室内ゲームができる場所

・シルバー向きの広い遊場

・高速の下の広場を有効活用

・小学校を市民の施設に

・毎日の飲酒

・妻より小言を言われた

・新しい道路ができて、

買い物にわたるのが不便

・スポーツをして体力不足を感じる

・階段の上り下りで息切れ

・いつまでも健康に過ごしたい

・毎日のラジオ体操

・一日一時間は散歩する

・ハイキング

・身体を動かす

・町会の防犯でウオーキング

・サイクリング

・ダイエットをしたいがなかなかできない

・趣味を持つ

・友達を多く作る

・大声を出す

・クラブ

・同僚から太り気味だねといわれて

仕事

ボケ防止！

体力

健康：体

食

グランドゴルフのできる場所

集まる

動く 続ける

タイトル：ボケ防止と体力の維持



からだもこころも健康に！

からだだけじゃなく、こころも健康でいたい。友達と会っ

て、話すと自然と元気が沸いてくる！いつまでも体力を

維持するためには運動をすること、そのためには施設

が整っていると安心だね。今ある施設を有効に使おうよ。

まとめ

・年齢を忘れること

・笑顔

・歌うこと

・運動をサボらないしくみ

・友との会話

・人と逢うこと、話すこと、笑うこと

・体操時のおしゃべり

・民謡を歌うこと

・仲間

・安全な野菜

・食事は腹８分目

・家族そろって食事

・道路の整備

・公園

・夜の施設料

・スイミング施設

・公共施設にマシーン等をおいて自由に使う

・サイクル道路

・中川沿いを歩きやすく

・歩道を作ってほしい

・安全な道路

・ウオーキング

・ハイキング

・歩く仕事

・睡眠

・花の手入れ

・食べ物で元気に

・野菜を多く取る

・継続が大切

・標準体重になりたい

・毎日体重計にのる

・服が入らない

・病院からやせるようにいわれる

・集団健診

・脂肪肝といわれる

・痛風のため

・胃をこわす

・専門家のアドバイス

・通勤に自転車

・準備運動や竹ふみ

・自転車にのる

・食事制限より運動

・もっと街灯を ・時間を上手に使いたい

健康

食事

ソフト（心）願望

施設要望運動

体力



　　　健康づくりスローガン

＜いただきます!　　ごちそうさま。＞

三郷市キャラクター「かいちゃん& つぶちゃん」



 
 

 

 

 

 

 

平成２１年２月１９日（木） 

18：30～20：30 

 
出席者（敬称略）：１３名 

谷口南町会   島田 美代子 

彦野町会   佐山 幹夫 

彦川戸町会（遊遊体操会）  後藤 知英子、鈴木 とよ子 

いきいきのびのび 21 体操会  真下 政美、鈴木 初江 

桜サッカースポーツ少年団  古久根 譲治 

関根農園   関根 和也 

三郷市地域活動栄養士会 沖 みち代 

三郷市母子愛育会 橋本 春江 

食生活改善推進員協議会 山﨑 芳子、増田 恭子 

クラブニッポン㈱ 遠藤 丈太郎 

 

  

 彦成地区文化センターのネットワーク会議に参加された方々の意見を大きく

まとめると、健康づくりのきっかけは大きく分けて二つありました。一つは、

ご自身が健康と呼べる状態ではなくなったことから体に気を遣うようになり、

そこから健康づくりに対して、関心や興味を抱いたパターン。もう一つは、ご

自身の体をもっと健康にしたい！年齢を重ねても元気でいたいといったプラス

の思いから健康づくりに関心を持ったパターン。 

 健康づくりに関心を持ってからの皆さんが行っている活動は、一定の運動習

慣を持つようになり継続している、食生活や食事のバランスに気をつけるよう

にしているなど、運動と食事に気をつけるようになったかたが多くいらっしゃ

いました。 

 健康づくり活動を継続していくために必要なこととして、病気や健康に関す

る情報提供や専門家からの支援と実施する場所や安全に実施できるための環境

の整備が必要だと提案されていました。 
  

  

  



・ 健康で！！長生きしたい！！

・ 生涯現役

・ 家族の中心
健康

・ 筋トレが出来る施設を充実させて

・ 街灯が少ない

・ 無料で使える（健康づくり）場所を提供して欲しい

・ ナイター照明があるサッカー施設

・ 道路の幅をひろげる。上彦名方面下水道も増やす

要望

・年齢による視力の違いによる生活の不自由さ

・ おじいちゃんの足腰のおとろえ

・ 子供の成長痛

・ 体力の衰え

・ 子供の一言「デブ」

・ 自分の体重増加

・ おとうさんの血圧を下げる食事

・ 健康診断で高血圧で歩くように

・ 身内の病気

病気

・ 趣味を持ってほしい

・ まわりの人とのおつきあい

趣味

・ 痛風にきく食事

・ 子供の食事

・ レシピのマンネリ化

・ 年代別の献立の紹介

・ 油をひかえめ

・ 食事はなるべく塩分ひかえめ

・ カロリーが気になる

食事

健康の維持と増進のために

みんなやっぱり健康で長生きしたい！その健康の低

下を年齢や体力の低下から感じとり、大部分のメン

バーが健康づくり活動をはじめました。

病気になった原因と食生活を見直して、自分たちが

更に健康になっていくために必要なものを最後に要望

としてまとめました。

夜になっても明るく、安全に健康づくりを行える場所が

あったら健康づくりの励みになります！

まとめ



・ 同じ考えの仲間づくり

・ サークルの活用（既存の）

・ 健康（大テーマ）地域の絆

・ 行事参加者への物品（景品）の提供は？

・ 町会内でヨーガサークル、ソフトボールゴルフク

ラブなどと協働事業

仲間づくり

・ 地域での見守り

・老人会への呼かけ

・ コミュニケーションのとれる場所

・介護予防（地域の）

・ 楽しい場所があると人が集まる

・気軽に集まれる場所があったらいいと思う

・ 地域の誰もが利用できる寄り合いの場

・ お老よりが自由に外に出かけてサロンの

ような所でお話をする場所が必要だと思う

・ 安全な町づくり

・ 子供たちがあぶないのでなんとかしたい

・ お年よりの集う場所地域防犯子供の安全

・ 子供達が安全に遊べる公園がほしい

・ 駐車券がもったいない

・ 店にマイはし

・ 子供が自由に遊べる所がほしい

環境

・ 着色料に気をつかう

・ 食品製造国の確認

・ 食品偽装は地域とのコミュニケーションがない

からおこると思います。

介護見守る食品

Bグループは、メンバーの発表の中から見えてきた「食の

大切さ」や「エコを考えた生活」等の要素を健康づくりの中

に取り入れていくのはどうだろう？そんな話をしました。

『健康づくりはコミュニケーション作りから』というテーマを

中心に据えて、健康づくりを実施していくためには、『やっ

ぱり一緒にやってくれる仲間づくり（コミュニケーション）が

大切！』やっぱり仲間がいるとやる気もでます！

まとめ

・ ねる前に水

・ 私は生きがい大学で勉強しています、もう２年になります

・ 私は筋力トレーニングで体をきたえています（楽しんで）

・ 今の健康の維持

・ 遊遊体操にくる時には、皆さん楽しみに来ます。

実行中

健康づくりはコミュニケーション作りから！！



・ スキーを又やりたい。 ・ピンピンころりを目指して筋トレもも上げス

・ 「ピンピンころり」を目指して筋トレ ク ワットは毎日

・ 年をとっても今の健康を持ちたい ・健康を維持したい

・ 食との出合い ・年をとることが怖い！でもふっきれた！

・ 健康を維持したい ・健康になりたい

・ にこにこ道場 ・今の体重８０ｋ４０年前４５ｋ

・ 仕事 ・脂肪肝と言われる

・ 洋服屋で「太ったかたの服はない」と言われる ・保健所の仕事

・ 自分自身の健康に不安を覚えた高年期！！ ・健康が一番と思っている

・ ウオーキングの師に「消極的自殺者」と言われる

きっかけ

・ 外食を控えてバランスの良い食

事を心がける

・ 腹八分にしよう食事

・ スキンミルクが良い

・ なるべく毎日ウオーキング３０分

・ 仕事で歩くことが多いので最近

は太らない！

やってます

・ 近藤信秀さん「死ぬまで筋トレやろう」

・ スクワット１日３００回

・ ロードバイク自転車

・ 毎月第２日曜日いきいきのびのび２１体操やってます。

・ 体操会に参加している（定期的に）

・ ４日１回自分なりの体操をしている１５分程

動

・ 夜間のジム

・ 歩きやすい走りやすい道

・ 体操会場を定期的に確保

・ 体操会場に保健師を派遣して頂き、

健康の悩みを話したい

・ 専門家のアドバイス

・ 専門家に指導してもらいたい

・ 理学療法士のアドバイスが欲しい

地域での健康はコミュニティ作りから！

食

Ｃグループは、まずメンバーが健康づくりをはじめたきっか

けが、どんなことからだったか思い出し、 中には衝撃的な

言葉もありメンバーの中でも「そんなこと言われるとびっくり

しちゃうよ。」との発言がありました。

その後現在の活動をそれぞれ発表し、 健康であるため

には、町会単位での健康づくりを行えるようにコミュニティを

しっかりと形成していく必要がある！と発表しました。

まとめ

歩

アドバイス

施設

・ 町会レベルへの浸透

・ 同好の士

・ 健康づくりを町会単位で考えて欲しい

町会

・ 色々な病気の治

療について適切

な情報を

・ イベント

情報

要望

・ サボラナイ何か？仕組み

・ 長続きする方法



  

 

 

 

 

 

 

平成２１年２月２４日（金） 

18：30～20：30 

 
出席者（敬称略）： ２０名 

高州２丁目みどり町会 皆川 俊夫 

市助町会 中田 満、鈴木 陽 

新和２丁目町会 立澤 敏正 

新和３丁目町会 鈴木 奉文、戸部 光雄 

東町上町会 伊東 健一、千葉 フサ枝 

鷹野５丁目寄巻町会 山上 文子 

三郷市くらしの会 
帆足 ツタ子、吉田 弘子、渡邉 貞子 

持田 トシ、北浜 広子 

食生活改善推進員協議会 吉田 冨美江、菅原 英子、永岡 政子 

三郷市母子愛育会 高橋 知恵子、藤井 紗和美 

クラブニッポン㈱ 遠藤 丈太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グループごとに色があり、沢山の良いご意見をいただきました。人それぞ

れの健康づくりのきっかけはあるけれど、まずは「やってみよう！」と思う

気持ちで、積極的に取組むことが大切です。無理なく・楽しく自分のペース

で健康づくりをやっていくことが継続の秘訣ではないでしょうか。そのため

には、自分のことをよく知ることが大切ですね。健康づくりは仲間づくりで

もあり地域づくり。みんなで手を取り合って、健康な地域をつくっていきま

しょう！！ 



・ エコに取組んでいる

・ リサイクルに心がけている

環境にやさしく

・ 町会で朝のラジオ体操に参加後ウオーキングを

30分以上行う。

・ 犬の散歩

・ 毎日の買い物は歩いて行く

①まずは実行

・ 高脂血症なので脂はとらない

・ コレステロールが高くなったから

・ 病気予防

・ 毎年健診を受けている

・ 健康づくりのためのヨガを始めた

・ グループで簡単な体操をしている

・ シルバー元気塾へ参加

・ 自分に合った体操

・ 夫が病気になってから

・ 膝に水が溜まり毎週通院している

・ 足の痛い人が多い

・ 最近自転車で転ぶことが増えた

②自己流

ＭＹ 健康づくり ☆

健康づくりのきっかけは様々。自分なりの健康法でま

ずは実行することが大切。健康づくりの正しい知識を身

につけながら、積極的に取組んでいきたいものですね。

体にやさしく・地球にもやさしく！エコを心がけています。

まとめ

・ 食べ物はなるべく地場産物

・ 有機野菜 ・ 野菜作り

・ 自分達で味噌作り

・ お菓子の食べ過ぎに注意

・ カラオケ

体にやさしい暮らし

若い人の参加がない

パソコンによる情報は高齢者に伝わらない

③ストレス発散

病気や怪我から・・

病気が悪化しないように

体を動かそう！



・ 情報

・ グランドゴルフ

・ イベント

情報提言

病気になって健康の大切さを実感することが、健康

づくりのきっかけとなっている人も多くいる様子。病気

になる前に、ならないための健康づくりをみんなで取り

組みましょう！一人より、仲間と一緒のほうが励みにな

るし、刺激にもなる。仲間づくりをしながら、共に支え合

おう。健康づくりは地域づくり！みんなでできる健康づ

くりを広めていきましょう。

まとめ

・試合に負けたこと

・水泳で持久力をつける

・夫の血圧が高く、塩分に気をつけている

・食事に気を使う

・美味しいお酒を飲むために

・地域活動の円滑化

（コミュニケーションを深める）

・野菜を作って分ける

・一皿運動の料理を作っ

てあげる

・花づくり

・野菜づくり

・仲間

・孫と遊ぶ

・歌をうたう

・畑仕事で運動になる

・ストレスを溜めない

ボケ防止
・一度町会の健康イベントへ参加

介護
・要介護者への支援

肥満
・着る服が無い

・体脂肪が３０以上になった為

・肥満防止、食生活の改善

・脂肪肝と言われている

タバコ
・分煙がきっかけで禁煙

病
・病気 ・胃を壊す

・検診（受けやすくしてほしい）

・保健師の指導

・ 専門家からのアドバイス

・ ウオーキングの師との出会い

・ 利用料が安い

・外の空気を吸うため

・脚力低下防止のためウオーキン

グ

・筋力をつけるため

・歩く＝仕事

・犬と毎日散歩

・家の階段で昇り降り

食生活

仲間づくり

・安心、安全なまちづくり

・安全な自転車道

・遊歩道があるといい

・サイクリングロード

・プール

・夜間ジムに通う

環境

人 場

お金

体の心配

歩く

スポーツ



・ ラジオ体操後に土手を歩く。

・ ウオーキング

・ スポーツ（グランドゴルフ）

・ ストレッチ（毎朝15分、食事前）

・ 体重を減らしたい

・ なるべく自転車で出かけている。

市からの委託事業

体力づくり

続けるために無理は厳禁

健康づくりをするには、過信せず、まず自分をよく知って、

無理なく続けられることが大切。ながら体操のように、何か

のついでに負担なく健康づくりをしながら、自然と身につい

ていくような、そんな健康づくりができたらいいですね。一

石二鳥！！生活に適度な緊張感と癒しをもち、こころもか

らだも健康に！

まとめ

・歯磨きしながらスクワット

・料理しながら屈伸運動

・お風呂の中で手足の運動

・エレベーターを使わずに階段を上り下り

・高齢者に優しい公園

・近くにプールがあればいい。

・国道の側道にベンチがあるといい。

・主人の病気で食事に気をつけている。

・野菜食中心 ・ 手作り野菜

・手作りおやつ ・ 玄米食

・梅干作り ・ 味噌作り

・ストレスを溜めないようにしている。

・趣味の教室でストレス発散

少しはあったほうが良いストレス

・散歩のマナーが悪い

・道にゴミが多い

友達が欲しくて

ながら体操

いやし

あったらいいな

健康食

膝の怪我から

どうにかしよう！

きっかけは・・・



  

 

 

 

 

 

 

平成２１年２月２７日（金） 

18：30～20：30 

 
出席者（敬称略）：１８名 

さつき平２－３－２自治会 ハガ 浩介 

テラウエスト 5街区 1号館自治会 竹内 貞夫 

さつき平１－５－１自治会 藤田 孝明 

卓球連盟 柿沼 昌弘 

ミニソフトテニス協会 岡田 理香 

新三郷地区スポーツ推進委員会 伊藤 修二 

（社）三郷青年会議所 平井 俊介、鶴岡 賢一郎 

三郷市くらしの会 森 玲子、谷口 せつ子、千保 美称子、

縄手 信子 

三郷市地域活動栄養士会 中村 昌子 

三郷市母子愛育会 矢野 文子 

食生活改善推進員協議会 太田 美枝子、小暮 れい子 

クラブニッポン（株） 関 信賢、遠藤 丈太郎 

 

 「健康づくりのきっかけづくり」について、各グループに共通した意見は「施設・場

所」「仲間」。「施設」は、運動できる施設だけでなく、調理実習ができる施設を各地

区に欲しいという意見がありました。また、「施設」というと、公共の大きな施設を求

める声が多い中、生活により身近な「井戸端会議」でコミュニケーションの輪を広げ

る「場」を大切にしようとする意見が特徴的でした。 

 「仲間」については、「きっかけ」としてだけではなく、「継続」にも必要な存在であ

るとの意見が多数ありました。単に健康について共に考えたり話し合ったりする機

会があるだけでも、「きっかけづくり」につながるという誰でも取組みやすい意見も

ありました。 



・校庭を開放して

・学校の体育館の開放

・空き教室の開放

・夜間の施設開放

・道路のバリアフリー

・心やすらぐ遊歩道

・サイクリング専用道路

・歩行者専用の道路

・暗い場所が多い

・早稲田プールの活用

・温水プールの建設

・公共スポーツ施設が身近にある

・無料の運動場

・婦人科の病院が市内に増えて欲しい

・脳ドッグ専門医ができらたいい

・健診で引っかかり始めた

皆が

欲しいもの

・車椅子に優しいまちづくりをして欲しい

・夜散歩をするのに安心、安全なまち

まちづくり！

・年に一度町会のウォーキングに参加しています

・子どもも含めてお祭りなどで体力測定

・成人のスポーツテスト

・地域での簡単な体力測定

・スポーツ大会の開催

健康ライフ！

・人間ドッグの結果（高血圧）

・長生きしたい！

・定年退職後に充実した生活を送りたい

人生イキイキ！

・サークルがあればいい

・友達づくり

・自治会の集まりで健康づくりについて

仲間

・料理を作る場所が欲しい

・食べても太らない食事

・ダイエット

・健康診断の時、試食を勧められ食生活の改善をし

た

・町会に料理教室

・アルコールは毎日飲みたい（現在は3日休み）

・おいしいビールを飲みたい

・目標！週に2日は休肝日
ごちそう！！

素晴らしい環境で、みんな健康に

おいしい食事をしよう！！

みんなが欲しいものは、環境整備が中心。環境が整えば健康ライフが送れる。健康ライフの継

続には仲間が必要。そして健康であれば食事もおいしく食べられる。そうやって、みんながイキイ

キすれば、まち全体もイキイキしてくる！なんだかワクワクしてきませんか！？

まとめ



・目的→ご褒美

・身近に健康について話し合える人

・体操会 ・リズム体操

・歩け歩け ・週に1度のミニテニス

・思い立った時に軽い運動

・老人センターふれあい講座

・買い物時の栄養成分表示の見方を説明する

・目標、励ましあえる仲間

・コミュニティの輪を広げよう！

仲間

・階段を必ず使うようにする

・節電のため廊下や空き部屋の電気を消す

・シルバー体操に参加する

・年齢とともに交通事故の後遺症が

だんだん強くなってくる

・食事はなるべく油を少なめに

・食べることが大切なので気をつける

・食品のカロリー計算に疎い

・健康づくりのための調理指導やお話をする

・1日3㎞のウォーキング

・運動は長く続ける

・夫に禁煙を勧めている

・思い立った時足踏み

・知り合いが亡くなるとすごく心が痛む ・年齢を重ねるにつれ体力の衰えが怖い

・もっと太りたい ・睡眠時間をもう少し増やす

・ちょっと体重を落としたい ・スポーツジムに通いたい

・主人をスマートにさせたい ・緑を増やしてオゾン層の破壊を少なく

・現在の健康をＰ.Ｐ．Ｋまで維持したい ・電気の使用を控えたい

・食事をいっぱいとれたらいい ・介護の要らない生活をしたい

・なぜか忙しく体操ができない（日時が決められているので）

私たちは

○○したい！

・無料で参加できるスポーツ教室を増やす

・みんなで集まる場所、施設

・町中に体重、血圧、脈拍などを計測できる場所を増やす

・体育館等の市の施設が少ない

・会場が取れない

・公園身近に

・健康づくり体操の定期的な会場の確保

・施設に調理のできる調理室が欲しい

・老齢者子どもを地域で見守ろう

・スポーツフェア等参加が少ない

・地域の健康のためによい指導力を身に付けて欲しい

エコ

実行中

がんばってま～す

施設

集まる場所が欲しい～

もっと料金↓

既存の大きな施設を利用することに限ることなく、ご近所でちょっと人が集まり、お互いに見守りお

互いに気遣うことが子どもにも高齢者にも大事な環境。そこからコミュニケーションの輪が広がって

いく！そして、一人ひとりの心がけでコミュニケーションの輪を広げていき、まちづくりにつなげてい

くこと！！

まとめ

コミュニティの輪を広げよう～



・健康診断に行く

・再診の結果

・ウォーキングの先生の言葉

・接骨院の先生の指導

・先生の話を聞く

アドバイス

・友人の病気から

・友人が30％以上亡くなった

・若干の症状が出てあれ？と思う

・血圧が高い

・健診結果で血圧が高いとでる

・脂肪肝

友人 体の不安

・合唱団、運動になる

・サイクリング

・体操週2回

・ストレッチの励行

・腹式呼吸の励行

・ウォーキング毎日10ｋｍ

・ウォーキング＝仕事

・1日30分は歩く

運動

・体重を毎日量る

・体重減少目指す

・体重が増加した

・まずやせること

・服が入らなくなる

健康の

バロメーター
・タバコの量は減少した

・食生活改善のアドバイス

・満遍なく色々なものを食べる

・野菜中心の食事に心がけ

食生活の

改善

・友人と同じ趣味

・妻にも勧める

・依然として人には

勧めるがじぶんでは

やらない

仲間

・自然体で過ごす

・自然体で終了したい

・ホッとした気分

ノンストレス

・サボらず運動できる仕組み

・サイクリングロード

自然体で無理なく健康に！

ダイエット

結局、健康って何？健康づくりって何？・・・それは、自然体でいる

こと。自然体でいることが一番健康なのかもしれない。「健康に気を

つけて」と人には言うけど、自分は何も気をつけていない。でも、何

か意識の中に残っていると、自然と行動に表れるもの。今、健康で

いられる人は、今の状態を維持して、健康で自然体でいられるよう

にしよう！！

まとめ



７ まとめ 

１）グループ発表の内容について、特徴や傾向等、感想を交えながら総括的にま

とめる。 

 

２）平成２１年度健康づくりスローガン「いただきます。ごちそうさま。」をＭ

ＨＰのメンバーより発信 

普段の生活や健康づくりをすすめる上で、 

いかにコミュニケーションを上手くとるか 

が重要になってくる。 

平成２０年度は、コミュニケーションを 

とる手段として重要な「挨拶」をスローガ 

ンとして挙げ、挨拶の一つである「いただ 

きます。ごちそうさま。」を具体的な健康づ 

くりスローガンとして普及啓発してきた。 

しかし、様々な場面で普及啓発を行うものの、なかなか定着しにくいのが

現状である。 

そこで、平成 21年度に置いても引き続き「いただきます。ごちそうさま。」

を健康づくりのスローガンとして、様々な場面や手法により普及啓発を行う。

と健康づくりスローガンをＭＨＰのメンバーから発信した。 

 

３）最後に 

本日は、健康づくりに対する様々な意見やアイディア、要望等が発表され

たとともに、グループ内ではあったが、多少の意見交換も出来たのではない

か。ＭＨＰ、市としても、本日の会議内容を関係機関に報告し、審議を行い、

いただいた意見等が実現するよう、関係各所と連携を図りながら健康づくり

活動を推進して行きたい。 

また、本日発表された意見やアイディア、要望は一部かもしれないが、参

加者の皆様個人または町会・自治会、組織・団体、企業・店舗等で活かして

いただき、まず「はじめよう！健康づくり」から、そして「十人十色の健康

づくり」に取組んでほしい。との言葉で閉会した。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

三郷市キャラクター「かいちゃん& つぶちゃん」 



「すこやかみさと健康づくりネットワーク会議」アンケート 

 

本日はお忙しいところ、「すこやかみさと健康づくりネットワーク会議」にご出席いただき、

誠にありがとうございました。 

今後も定期的に会議を行うための参考にさせて頂きますので、下記の設問にご回答をお願

いします。 

 

１．会議の開催時期、曜日、時間帯、回数について伺います。 

１）開催する時期は、何月頃が適当と思われますか。       月頃  

２）開催する曜日は、次のア～ウのいずれが適当と思われますか。 

 ア．月～金曜日  イ．土・日曜日  ウ．その他（           ） 

３）開催する時間帯は、ア～ウのいずれが適当と思われますか。 

 ア．午前    イ．午後    ウ．夜間 

４）今年度は、会議５回を５会場で開催しましたが、開催の回数は、次のア～ウのいずれ

が適当と思われますか。 

ア．今より少なくて良い   イ．今より多くしてほしい   ウ．現状で良い 

 

２．会議の進め方は次のア～エのいずれが良いと思われますか 

ア．今回のようにグループ討議を取り入れた進め方が良い 

イ．全体で意見を出し、討議する進め方が良い 

ウ．ア、イどちらとも言えない 

エ．その他（                              ） 

 

３．会議に参加して何が一番印象に残りましたか。ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

４．会議の内容について、ご意見やご要望、ご感想等をご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました 



７１．９％
回収数：６４

　　※文化会館については、配布を行ったがアンケート実施についての説明を行わなかったため回収なし。

●設問
１．会議の開催時期、曜日、時間帯、回数について伺います。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

グループ討議、実体験の発表が大変良いと思う

自由に発表できる場があって、楽しく過ごせました。お茶とあられがあって気持がなごみました。

今回初めて参加いたしました。地域になじみがないもので、わからないことが多いですが、それだけに新鮮
だった

健康づくりの大切さを知る

いろんな意見が出ました。参考になりました

自由な意見交換

良い意見を聞くことができました

平成２０年度「すこやかみさと健康づくりネットワーク会議」アンケート調査集計

２．会議の進め方は、いづれが良いと思いますか。

３．会議に参加してないが一番印象に残りましたか。

●回収率
　配布数：８９

皆さんの意見が聞けて大いに参考になる

　　１）開催する時期は、何月頃が適当と思われますか。

　　２）開催する曜日は、いずれが適当と思われますか。

　　３）開催する時間帯は、いずれが適当と思われますか。

　　４）開催する回数は、いずれが適当と思われますか。

程よい人数のグループで、意見が色々出てよかったと思う

いろいろな意見が出たと思う

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １月 ２月
人数（人） 4 4 4 1 1 2 2 2 2 13
割合（％） 6.3% 6.3% 6.3% 1.6% 1.6% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 20.3%

３月 ９～１２月 １～２月 ２～３月 ３月・１０月いつでも 寒くない時期 早い時期
人数（人） 4 1 1 3 1 5 2 1
割合（％） 6.3% 1.6% 1.6% 4.7% 1.6% 7.8% 3.1% 1.6%

未回答
11

17.2%

月～金曜日 土・日曜日 その他 未回答
人数（人） 53 8 1 2
割合（％） 82.8% 12.5% 1.6% 3.1%
※その他：いつでも…１人

午前 午後 夜間
人数（人） 3 19 42
割合（％） 4.7% 29.7% 65.6%

少なくて良い 多くしてほしい 現状で良い 未回答
人数（人） 6 3 53 2
割合（％） 9.4% 4.7% 82.8% 3.1%

グループ討議 全体討議
どちらとも
言えない

その他 未回答

人数（人） 48 5 5 2 4
割合（％） 75.0% 7.8% 7.8% 3.1% 6.3%

※その他：両方でも良い…１人、
　　　　　　　グループ討議後、全体で討議したらどうか…１人
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

皆さん健康には気をつけいることに。

グループで話し合ったので、和やかに進行され、よかったと思います。

皆さんが活発に健康と市民生活について、意見を話されていたのが大変良かった。

グループ発表、グループに分かれていたので話しやすかった。

自由に活発に発言されて有意義な会議でした

会議自体がコミュニケーションの場でした

意見・体験が聞けて大変良かった

参加者の健康への関心度

グループ討議は良かった。テーマをもう少し絞ったほうが良いと思った。

教室の雰囲気づくりが良かった（掲示物等）

お互いに健康づくりのために、何かを考えるきっかけになったと思います。

グループ発表は、いろいろな方の参加や考え方が聞け参考となった。

グループの皆さんが参加して話し合えることは、とてもよいと思います。知らない人と話など出来て良い。

自己流でも実行することが大事

様々なグループ参加が良い

皆さんと意見（題目に従って）が出てよかった

参加者の皆さんそれぞれ健康には気を付けているようです

みんなの意見が聞けて良かった（会えて良かった）。グループごとの話し合いが良かった。あられ美味しかっ
た（油を使わないで作る方法がよかった）

みんなの意見が出やすい

皆様それぞれに活動されている

健康づくりネットワーク会議の内容がようやくわかってきました。今後の参考になります。

市内でこの活動があったのをはじめて知りました。良い内容で、自分にあててみたいです。

グループ討議が良かったです

それぞれの健康づくり参考になりました

グループ討議のため各自の意見が出た。グループリーダー係員がいたため、スムースに進行した。

メンバーの方の意見が盛り上がり参考になった

もっと課題を絞って話をすすめたほうが時間短縮になるのでは?

健康づくりについて、コミュニケーションについて

コミュニケーションづくりの大切さ

地域において色々と活動している様子が伺えて勉強になりました。健康づくりのために、コミュニティ、地域
での集まりがとても有意義であると感じました。

参加者が今の倍いても良いと思います。また、皆さんの建設的な意見を聞き参考になりました。

みなさんが健康に留意しているのに感心しました。

みなさんがそれぞれの意見を持っていることに感心

グループ討議は、各自意見が出しやすいので良いのではないか。

地域の話し合いは必要だと思います。

４０肩、５０肩がなおったとの話（グループ内）

初めての参加なので楽しかったです。

いろいろな意見が出てとてもよかった。今日でた意見が少しでも市の方に伝わって、実行してもらいたい（場
所・広場など）

自分の健康は自分で守るのがモットーです
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これからシルバーが年々増えてまいりますので、もう少し施設等増えたらよいと思う。

１つのテーマについて講話等

１８：３０～は厳しい。希望とすれば、１９：００から

和やかでとてもよかった

少しでも進歩して行くことを願います

ネットワーク会議を利用し、参加者の皆様とのコミュニケーションを図り、多くの人々と仲間になり、楽しくでき
ることを願う。

こまやかな構成の基の充実していました。

４．会議の内容について、ご意見やご要望、ご感想をお書きください。

体操会の会場（公共施設）を定期的に確保できるよう、配慮してください

健康について、皆さんの意見をお聞きして大変参考になりました。また参加してネットワークを繋げて行きた
いと思います。

テーマをもう少し絞ったほうが考えやすかった。

グループワークは楽しくて良かったです。試食品のあられもおいしかったです。ありがとうございました。

健康、まちづくり、防犯の先駆けとなることを願います。

地域での活動に参考になりました。

清水さんの進め方が良かった。歯切れの良い話し方が大変良かった。

説明が分かりやすいので良かった

情報の共有化、町会の体験談等を聞きたい

グループでの話し合いは、大変有意義だった

進行の方が上手でしたので、スムースに時間内に終わって良いと思います。

本日の内容をまとめ、実行して検証してほしい

今日のような会の進行でよいと思います。

年に１度とはいえ、主婦が１８：３０～の会議はとても大変です（でも男性の方もいますので、仕方ないのかな
と思います）

議事進行がうまかった

リーダーの進め方が大変良かったです

何だかわからずにきたが、なんとなく良かった。

とても和気あいあい、楽しかったです。

今後も継続して行くことを希望します。



すこやかみさとＩＣウオークは、 

専用のウオーキングコースをＩＣカ

ードを持ってウオーキングし、イン

ターネットを利用して歩行距離だけ

でなく、消費カロリーや目標達成率

の確認まで簡単にできるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三郷市キャラクター「かいちゃん& つぶちゃん」 

現在ＩＣウオークのコースは、市内に３コース設定されております。日頃の運

動不足を感じているかた、カードを持ってＩＣウオークにチャレンジしてみま

せんか? 

ＩＣウオークのご利用は、申し込みが必要です。詳細は健康推進課までお問い

合わせください。 ☎ ９３０－７７７１（直通） 

また、三郷市ホームページもご覧ください。 

http://www.city.misato.lg.jp/  すこやかみさと健康情報 ＩＣウオーク 

http://www.city.misato.lg.jp/

