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はじめに
　このたびは東区「元気が出るガイドブック」をお手にとっていただき、誠
にありがとうございます。
　東区では、皆様の健康づくりにお役立ていただくために様々な事業や健診
の機会を設けております。このガイドブックはそれらの情報を皆様にわかり
やすくお届けするために平成 29年度から作成しております。
　このガイドブックがこれからの皆様の生き生きした生活につながるきっか
けのひとつになれば幸いです。



応募期間
令和元年5月26日（日）～11月30日（土）

東区で実施する健康づくり事業や
各イベントの健康ブースで配布されるシールを2枚集めて

応募すると抽選で健康グッズがもらえます。
シールを集めてお得に

楽しく健康づくりに取り組みましょう！

シールを

2枚集めて
応募しよう！

STEP
1

STEP
2

STEP
3

裏面事業のほか、東区げんき応援ラリー
対象事業に参加してシールをもらおう！
（原則1事業につき1枚）

シールが2枚たまったらカードにシールを貼って、
対象イベントや東区役所健康福祉課、石山
地域保健福祉センターに設置している応募
箱へ入れよう！

抽選で素敵な商品をＧＥＴ！
（令和元年12月に抽選・発送予定）

｜お問い合わせ｜東区役所健康福祉課  ＴＥＬ.０２５-２５０-２３５０

げんき
応援ラ

リー

マーク
が目印

！
応募
方法

応募期間

▲

令和元年5月26日（日）～11月30日（土）

当選の発表は、景品の発送をもって代えさせていただきます。

裏面にシ
ールを2枚

貼って対
象イベント

や東区役
所等に設

置してい
る応募箱

に入れる
のじゃ！

電話番号

希望景品

年齢 □20代以下  □30代  □40代  □50代  □60代  □70代以上

□Aコース  □Bコース  □Cコース  □Dコース  □Eコース

応募カード
お名前

ご住所

〒

✂

キ
リ
ト
リ

✂

キリトリ

東区「げんき応援ラリー」対象事業

この
ぬたりんが
目印！

対象事業と景品は裏面をみてね！
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東区げんき応援ラリーに応募しよう！



●お問い合わせ

東区役所健康福祉課
〒950-8709 東区下木戸1-4-1（東区役所1階）
ＴＥＬ.０２５-２５０-２３５０

下記アンケートにご協力ください

Ｑ１．参加されたイベントはなんですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｑ２．参加されたイベントはご自身やご家族の健康に役立ちましたか？

□役に立った　□役に立たなかった　□わからない

Ｑ３．東区げんき応援ラリーの感想をお聞かせください

■

■

✂

キ
リ
ト
リ

✂

キリトリ

※欠品がある場合は代替品となります
※当選者の発表は、景品の発送をもって代えさせていただきます

シール2

※欠品がある場合は代替品となとなります

2名
様

主な東区げんき応援ラリー対象事業
イベント 教　室

❶ゆめ・のせ・あがれ！寺山こい来いフェスタ
　日程：4月26日（金）（オープニング）、5月26日（日）（クロージング）
　（シール配布は期間中上記2日間のみとなります。ご注意ください）
　会場：寺山公園
　問い合わせ先：東区建設課（025-250-2630）
❷東区市民ウオーク「ほっくほくウオーク」
　日程：7月6日（土）　会場：下山スポーツセンター
　問い合わせ先：東区地域課産業文化振興室（025-250-2170）　
❸歴史浪漫プロジェクト主催まち歩き
　日程：東区だより等で掲載予定　
　問い合わせ先：歴史浪漫プロジェクト実行委員会（東区地域課内）（025-250-2110）
❹東区安全安心ファミリーフェスタ　
　日程：10月27日（日）　
　会場：東区役所南口エントランスホール
　問い合わせ先：東区総務課（025-250-2720）

❺みんなで楽しく体操＆脳トレ（木戸大形・山の下）
　 日程：7月3日(水)、9月4日(水）、11月6日（水）
　 会場：東区プラザ（音楽練習室2）
　 問い合わせ先：東区健康福祉課地域保健福祉担当（025-250-2370）
❻みんなで楽しく体操＆脳トレ（石山）
　 日程：11月6日（水）　
　 会場：石山地域保健福祉センター
　 問い合わせ先：石山地域保健福祉センター（025-250-2901）
❼健康ミニ講座
　 日程：6月4日（火）、8月6日（火）、10月1日（火）
　 会場：石山地域保健福祉センター
　 問い合わせ先：石山地域保健福祉センター（025-250-2901）
❽健康増進普及講習会
　 日程・会場：7月3日（水）東区プラザ　7月9日（火）中地区公民館
　　　　　　7月12日（金）石山地区公民館　9月20日（金）東区プラザ
　　　　　　10月3日（木）シルバーピア石山
　　　　　　10月9日（水）中地区コミュニティセンター
　　　　　　11月12日（火）東区プラザ　11月19日（火）石山地区公民館
　　　　　　11月22日（金）中地区公民館　　
　 問い合わせ先：東区健康福祉課健康増進係（025-250-2350）

要予約

要予約

要予約

・1事業につき1枚シールをお渡しします。
・期間中、何回でもご応募いただけます。

シール1

A コース B コース

1名
様 1名

様

体組成計・体脂肪計 電動歯ブラシ

名
様

電動歯ブラシ

C コース

手首式血圧計

D コース

フォームローラー
2名
様 5名

様
E コース

減塩
調味料
セット

ココに
シールを
貼ってね!

シール2シール1 ココに
シールを
貼ってね!
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東総合スポーツセンター 東区はなみずき 3-4-1
☎ 025-272-5150

　新潟市内最大の観覧席数（3,120 席）を
有する体育館です。国体をはじめ、全国大会
なども多数開催されています。
　大会以外にも、トレーニングやランニング、
バドミントンや卓球などの個人開放も実施し
ており、日常の健康づくりの場になっていま
す。
　トレーニングルーム内には高さ７m（登は
ん距離最大８m）の人工壁３面をもつクライ
ミングルームが併設されており、小学生から
大人までお楽しみいただけます。専用シュー
ズの貸し出しもあります。

下山スポーツセンター 東区下山1-121
☎ 025-272-7677

　プールでは膝関節などにかかる負担が軽減
されるので、膝に不安がある方もしっかり鍛
えられます。
　トレーニングルームでは、広いスペースと
充実した設備でのびのびと運動できます。ま
た、トリムコースは１周 470mで、無料で
利用できます。

新潟市庭球場 東区江口114-1　
☎ 025-276-8900

　全国大会から小規模大会まで開催できる砂
入り人工芝 16面の県内有数の庭球場です。
　大会のない日やナイターは多くの一般市民
の方で賑わっています。
　春から夏までテニス教室を開催しており、
４歳からシニア層まで年齢問わず参加が可能
です。また親子教室も大人気です。
　無料で利用できる「壁打ちコーナー」や
１周 600mの「トリムコース」も併設して
います。

各施設の詳細はこちら
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自分に合った運動をみつけよう！
東区のおもなスポーツ施設



詳しいコース説明はこちら

じゅんさい池公園のしだれ桜

おすすめ遊歩道

　通船川に沿ってダイナミックな工場
群を眺めながら歩くと、木材が貯木場
に向かってイカダを組んで船に引かれ
る光景に出会えるかもしれません。

❶ 通船川河岸
　新栗の木川沿いの遊歩道。春は桜が
きれいです。初夏は緑が青々し、秋は
紅葉がきれいです。

❷ 桜の遊歩道
　阿賀野川と栗の木川を結ぶ本所排水
路の側道は、緑地帯や遊歩道として整
備され、憩いの空間です。

❸ 本所みどりの田園ライン

　平成 30年 4月にオープン。
　子育て交流施設も併設され
ています。

❶ 寺山公園

健康遊具のある公園

ウオーキング自主グループの紹介

　東区が主催のウオーキング教室終了後
に、受講者を中心に自主グループが立ち
上がりました。
　東区内では７つの自主グループが活発
に活動しています！（令和元年 5月現在）

東区役所健康福祉課健康増進係

☎ 025-250-2350
お 問 い
合 わ せ
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　東区はウオーキングにピッタリの名所が沢山！
　歴史や四季を感じながら歩いてみませんか？

おすすめウオーキングコース

　しだれ桜の名所じゅんさい池から河
渡中央公園に向かうコースです。「うこ
ん桜」で有名な大形神社にも立ち寄り、
じゅんさい池公園の自然を散策しなが
ら一周します。

❶ 歴史ロマンコース（約５．７ｋｍ）
　工場群を眺めながら、健康遊具があ
る山の下海浜公園～船江空港公園の自
然の中を歩き、新潟空港へ向かいます。
タイミングが良ければ迫力ある飛行機
をみることができます。

❷ 港～港コース（約13ｋｍ）
　じゃがいもの産地大形地区をめぐり
ます。８月下旬～９月下旬には絶滅危
惧種であるミズアオイを見ることがで
きます。

❸ ほっくほくコース（約６．７ｋｍ）

子ども
連れでも
OK

　みなとタワーに隣接した公
園。帆船をモチーフとした遊
具が特徴です。

❷ 山の下みなとランド

子ども
連れでも
OK

　芝生広場があるほか、 場
でバーベキューなどを楽しむ
こともできます。

❸ 阿賀野川津島屋緑地

散歩
コースに
利用しても
OK

　飛行機を間近に感じられる
公園。木々が生い茂り、木陰
の中を歩くことができます。

❹ 船江空港公園

散歩
コースに
利用しても
OK

東区を歩いてみよう！

楽しく歩いてみませんか

山の下地区

山の下月曜ウオーク 毎月第 3月曜日 活動範囲：山の下周辺　雨天時は新潟みなとトンネル

木曜ウオーキング会 毎月第 4木曜日 活動範囲：山の下・里山ハイク　雨天時は新潟みなとトンネル

下山かよう歩く会 毎月第 3火曜日 活動範囲：下山周辺　雨天時は新潟みなとトンネル

石山地区
石山健康あるこう会 毎月第 2金曜日 活動範囲：石山周辺・区外

火・金ウオークの会 毎月第 1火曜日
　　第 3金曜日 活動範囲：石山周辺・区外

木戸・
大形地区

水曜ウオーキング 毎月第 3水曜日 活動範囲：木戸周辺　雨天・冬季は東総合スポーツセンター内

大形歩こう会 毎月第 4月曜日
（休日の場合第 5月） 活動範囲：大形周辺

じゅんさい池公園のしだれ桜 山の下みなとタワー 新潟県立大学



運動事業の紹介

　運動普及推進委員と一緒に楽しく簡単な体操をします。

身近な場所で始めてみませんか？

未来ポイント
対象事業みんなで楽しく体操＆脳トレ 要予約

日　程 時　間 申し込み期間
1 回目 令和元年 7/3（水）

13：45～ 15：00
（13：30より受付開始）

各回前月の東区だより掲載後申し込み開始。
定員になり次第終了。

2回目 9/4（水）

3回目 11/6（水）

4回目 令和 2年 2/5（水）

会場：東区プラザ（東区役所庁舎２階）　定員 25名
お問い合わせ・申し込み先→東区健康福祉課地域保健福祉担当　025-250-2370

日　程 時　間 申し込み期間

11/6（水）
13：30～ 15：30

（13：00より受付開始）
前月の東区だより掲載後申し込み開始。

定員になり次第終了。

会場：石山地域保健福祉センター　定員 15名
お問い合わせ・申し込み先→石山地域保健福祉センター　025-250-2901

　フリースペースでストレッチ体操やラジオ体操を行いま
す。
　体操の後は、栄養講座、食事診断、血圧・体組成測定な
ど毎回違った講座があります。

未来ポイント
対象事業

健康ミニ講座

会場：石山地域保健福祉センター　
お問い合わせ→石山地域保健福祉センター　025-250-2901

日　程 時　間 内　容

偶数月の第１火曜日
13：00～ 13：30 ストレッチ・ラジオ体操

13：30～ 14：30 ミニ講座

予約
不要

東区げんき応援ラリー対象事業

東区げんき応援ラリー対象事業
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対象となる方

利用できるスポーツクラブと期間

応募用申請書をダウンロード
東区げんき応援ラリー対象事業
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※下記の要件をすべて満たす方

□　新潟市に住所のある 30 ～ 74歳までの男女 
□　 特定健康診査や職場健診・人間ドック等を受診している方
（申込日からおおよそ過去 6か月以内の受診）

□　 腹囲が「男性 85cm」、「女性 90cm」以上　または、
　　BMI※が「25以上」の方

　　※  BMI とは ･････ おもに肥満の判定に用いられる国際的標準指標
　　　 （Body Mass Index）

　　  計算式 = 体重（kg）÷ 身長（m）÷ 身長（m） 

□　３か月間の運動プログラムを週１回以上実施できる方
□　医師から運動制限されていない方
□　 取り組みや成果を区だより等に掲載することを了解いただ

ける方（匿名可）
□　令和２年度および令和 3年度の健診結果を提供できる方

費用は

3,000円！
モニター期間は

約６か月

期 利用期間 募集開始日 施 設 名

A ７月～９月   ６/  5（水） JOYFIT
新潟東区役所

B ８月～ 10月  ６/12（水） アクシーひがし
C ９月～ 11月  ７/10（水） アクシーユタカ

D 10月～ 12月  ８/  7（水） JOYFIT
新潟東区役所

E 11月～令和2年１月    ９/  4（水） アクシーひがし
F 12月～令和2年２月 10/  9（水） アクシーユタカ

G 令和2年１月～令和2年３月 11/  6（水） JOYFIT
新潟東区役所

生活習慣改善モニター

スポーツクラブを利用してメタボ予防・改善に取り組みませんか？

対象とならない方
■　 すでに、スポーツ施設やスポーツクラブ

に入会し取り組んでいる方
■　 過去に当モニターとして実施したことが

ある方

check !

女性　Hさん（60代）
スポーツクラブ JOYFIT　新潟東区役所で実施
①きっかけ
②生活と体の変化（６か月で）
③感想

①血糖値が上がり、本気でやらなければと思った。
② 筋肉の増加が嬉しかった。ジム以外でも毎日歩
くようになった。

③ １人ではなかなか続かないが、プログラムがあ
ることできちんと続くことに驚いた。
　 本当に良い機会になった。多くの方に事業を利
用してほしい。

平成30年　参加者の声

東区役所健康福祉課健康増進係

☎025-250-2350
お問い合わせ・
申し込み先
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地域の茶の間で楽しく運動
　東区では、希望のあるお茶の間や地域で活動されている団体に
対し、介護予防を目的に無料で講師を派遣します。
　また、運動普及推進委員の皆さんと一緒に、その後も運動が継
続できるよう支援しています。身近なところから皆さんで健康づ
くりを始めませんか。

※普段運動を行っていない団体が優先です。
　状況によってはご希望の時期に実施できない場合もあります。

東区役所健康福祉課健康増進係

☎025-250-2350
お 問 い
合 わ せ

対象となる方 要支援認定を受けている方、または事業対象者のうち、医師による運動制限のない方

　東区では、教室終了後も体操を継続したい
と自主的に集まり立ち上がったグループが
21グループあり、元気に活動されています。

幸齢ますます元気教室（介護予防）
　元気で動ける身体を維持し、自立した生活が送れるように、介護を有する状態となることを予防するた
めの教室です。
　体操（体しゃっきり体操）や講座のほかに、お口の体操、認知機能維持・向上、栄養について楽しく学
べる教室です。週１回３か月コースで行います。必要な方へは会場までの送迎もあります。

地域包括支援センター　山の下

☎025-250-0032
地域包括支援センター　藤見・下山

☎ 025-290-7155
お問い合わせ

地域包括支援センター　石山

☎025-277-0077
地域包括支援センター　木戸・大形

☎ 025-272-3552



受診券 案内冊子「検診いっ得？」

平成29年度東区健診受診率向上標語
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自分のからだを知ろう！
　ご自身の身体のこと、どこまでご存知ですか。
　体の異常は見た目だけではわかりません。年に 1度は体の総点検を行いましょう。

新潟市の受診券を使って、健康チェック!!
受診の際は受診券が必要です

　　新潟市では、新潟市国民健康保険加入者や職場で検診を受ける機会がない方へ各種検診を行っています。
　対象の方へは、下記の受診券、案内冊子「検診いっ得？」などが入ったA４サイズの白い封筒をお送りし
ています。

（受診券の色　市国保→緑、後期高齢→オレンジ、それ以外の保険→青）お手元にない場合は、お問い合わせください。

各種検診の日程・医療機関・受けられる検診の種類、対象年齢・持ち物などは「検診いっ得」に掲載されています。

忍び寄る　病魔ストップ　健診で

39.0％
38.5％
38.0％
37.5％
37.0％

36.0％
36.5％

35.5％
35.0％
34.5％

H26 H28

平成28年度健診受診率（国保+後期高齢+協会けんぽ）

H27
市合計

36.2％

37.3％

38.1％
38.6％ 38.7％

36.9％

東区

皆さん少しずつ健診を受け
始めていますが、まだ約６
割以上の方が受けていない
状況です！

資料：新潟市国民健康保険・新潟県後期高齢者医療保険・協会けんぽ特定健診（健診）データ

東区の特定健診受診率を知っていますか？
健診を受けていないと…
　病気の自覚症状が出るまで気が付か
ず、重症化の恐れがあります。重症疾
患で倒れた方のうち、約６割が健診連
続未受診でした。

早いうちに病気の芽に気付き、
治療へ繋げられるよう、毎年
健診を受け続けましょう！



検査項目

対象となる方
□新潟市国民健康保険加入者　　　□新潟県後期高齢者医療制度加入者
□生活保護受給者等　　　　　　　□職場や被扶養者向けのがん検診の機会のない方

検査項目

対象となる方

40 歳以上で、下記のいずれかに該当する方（※子宮頸がんは 20歳以上の方）
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肺がん（結核）、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん
前立腺がん、肝炎ウイルス検査、ピロリ菌検査

特定健康診査 ワンコインで
メタボチェック！

お得に

　特定健康診査（特定健診）とは、生活習慣病の要因となる
「メタボリックシンドローム」の予防・解消に重点を置いた健診
です。自覚症状がなくても体の状態を確認するよい機会です。
年に1度の習慣として、健康管理に役立てましょう。

身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査など

対象（令和 2年 3月 31日現在の年齢） 40歳～ 59歳 60歳以上
40 歳以上の新潟市国民健康保険加入者 500 円 無料
新潟県後期高齢者医療制度加入者 無料生活保護受給者　等

※ 左記対象者以外の特定健診については、各医療
保険者（健康保険証の発行元）にお問い合わせ
ください。

※ 市民税非課税世帯の方は無料となります。無料
券を発行しますので、受診日の 10日前までにお
問い合わせください。

がん検診 自覚症状がない今こそ
がん検診を受けましょう！！

忙しくて休みがとれない、1日で済ませたいという方に

女性のための１DAY ３会場３日間開催
　東区では、1日で乳がん、子宮頸がん（乳・子宮頸がんは予約制）、肺がん、胃がん検診の４つが受
けられる日程をご用意しました。
　１つのみの受診も可能です。

東区
限定

がん検診の種類 時間 予約
胃がん・肺がん  ９：00～ 11：00 不要肺がん 13：00～ 15：00

乳がん・子宮頸がん 13：30～ 15：30 必要 ① 13：30～ 14：30
② 14：30～ 15：30

定員
各 65名

日程 予約開始日 会場
  6/25（火）   5/19（日） 東区役所南口エントランスホール
  9/10（火）   8/  6（火） 石山地域保健福祉センター
10/28（月）   9/23（月） 東総合スポーツセンター

新潟市役所コールセンター

☎ 025-243-4894（午前８時～午後９時　年中無休）申 し 込 み 先

check !

　特定健診が受けられる医療機関・対象年齢・持
ち物などは「検診いっ得」に掲載されています。

東区役所健康福祉課健康増進係

☎025-250-2350
お 問 い
合 わ せ

東区役所健康福祉課健康増進係

☎025-250-2350
お 問 い
合 わ せ

　各がん検診の日程・医療機関・対象年齢・持ち物などは「検診いっ得」に掲載
されています。
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自宅でできる「セルフケア健診」

通常4,320円が

無料

　通常、健診を受ける機会がない 30歳代の方が健診を受けるには、全額自己負担とな
ります。しかし、この度、東区にお住まいの方限定で、下記にあてはまる方は、無料
で受けることができます。

30代の皆様！朗報です！

セルフ健診とは 病院や健診機関に行かなくても、
自宅にいながら血液検査ができます。

検査項目 ●脂質検査　●肝機能検査　●血糖検査　
●簡単な問診項目により、生活習慣のアドバイスが受けられます。

対象となる方 下記の全てにあてはまる方
□　申し込み時に東区に住民票のある方
□　30歳～ 39歳の方（令和 2年 3月 31日の年齢）
□　主婦の方や職場で健診の機会がない方
□　医療機関で定期的に血液検査をしていない方

―留意事項―
・検診結果等の情報は健診機関から区役所へ提供されます。
・生活習慣の見直しが必要となった方ヘは、区役所から健康相談のご案内が届きます。

check !

実施時期と受付期間
※定員に達し次第、締め切ります。①または②どちらかお選びください。

受付期間 検査キット郵送 定員【先着】
   ①令和元年   8/14（水）～  8/22（木）   9 月上旬 60名
   ②令和元年 10/  9（水）～ 10/18（金） 11月中旬 60名

受付から検査結果が届くまで

東区役所健康福祉課健康増進係

☎025-250-2350
お 問 い
合 わ せ
・申込先

❶お申込（各期、先着 60名）
受付期間内に、お電話にて東区健康
福祉課へお申込ください。

❷採血セットの郵送
受付後、採血セットが健診機関から
自宅に郵送されます。

❸自己採血
説明書に従って自己採血をし同梱包
の遠心機にかけます。

❹検体の返送
問診票を記入して、検体と採血セッ
トをヤマト運輸クール便で返送。

❺検査結果の郵送
検体到着から約３週間で結果と生活
改善指導書を郵送いたします。

❻健康相談を
　ご利用ください
　 （ご希望の方）

東区の会場
■木戸健康センター
■石山地域保健福祉センター

※お名前・住所等を検査キット・健診結果郵送のため、健診機関へ提供させていただきます。



対象となる方 65 歳以上の新潟市民
3回 1コースで行います
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健康相談
保健師や看護師、栄養士がご相談を伺います。血圧測定・体脂肪測定・みそ汁の塩分濃度測定ができます。

会場・問い合わせ先 開催日 時間 予約

木戸健康センター
☎ 025-250-2370

 6/18（火）、7/16（火）、8/20（火）、9/17（火）、
10/15（火）、11/19（火）12/17（火）、
令和2年 1/21（火）、2/18（火）、3/17（火）

①  9：30
② 10：15
③ 11：00

要予約

石山地域保健福祉センター
☎ 025-250-2901

6/4（火）、8/6（火）、10/1（火）、12/3（火）、
令和2年 ２/4（火） 9：15～ 11：30 予約不要

シルバーピア石山
☎ 025-250-2901

7/26（金）、9/27（金）、11/22（金）、
令和2年 1/24（金）、3/27（金）

10：00～ 11：30
13：30～ 15：00 予約不要

対象となる方
申し込み方法

骨粗しょう症予防相談会
　骨密度測定と、その結果から栄養士・看護師による骨粗しょ
う症予防のための健康相談を行います。見えないところだか
らこそ、測定してチェックすることが大切です！

18歳以上の新潟市民

要予約・先着順

開催日 会　場 受付時間（各回先着 10 名）
 ７/16（火） 木戸健康センター

①  9：45　　② 10：15　　③ 10：45
④ 11：15　　⑤ 13：15　　⑥ 13：45

 ９/27（金） シルバーピア石山
10/ １（火） 石山地域保健福祉センター
11/15（金） 中地区公民館

開催日の約 1か月前頃に区だよりに掲載します。申し込み開始日は区だよりを
ご確認ください。

新潟市役所コールセンター

☎025-243-4894
　（午前８時～午後９時　年中無休）

申し込み先

無料お口の健口セミナー
　生涯にわたり、おいしく、楽しく、安全に食べるためにはお口の健康が大切です。
　お口の健康は身体の健康にも深く関わっています。そこで、お口の健康を維持向上して、元気に過ごしてい
ただくために「お口の健口セミナー」を実施しています。

開催日 会　場 時　間 主な内容
①  9/25（水）

木戸健康センター 10：00～
　　　11：40

・ 口腔、栄養、運動についてのミニ講座
・ お口の清掃、唾液腺マッサージ
・ 飲み込みを高める体操
・ お口の体操など

②10/23（水）

③11/27（水）

募集期間：9/4（水）～ 9/18（水）

東区役所健康福祉課健康増進係

☎025-250-2340申し込み先

定員10名
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健康のための食事講習会
　生活習慣病を予防するための食生活について、栄養士
のお話と調理実習・試食付きの講座です。
　みなさんで栄養バランスのとれた食事を調理し、おい
しく食べられる減塩テクニックなどを学びます。
　食生活改善推進委員が調理のお手伝いをするので、料
理が苦手という方もぜひご参加ください。

要予約　各回定員20名（先着）

参加費

400円

※写真は一例です

開催日 会　場 時　間 予約期間
   9/20（金） 東区プラザ

各回とも
10：00～ 13：00

  8/21（水）～   9/11（水）

10/ 3（木） シルバーピア石山   8/21（水）～   9/26（木）

10/ 9（水） 中地区コミュニティセンター   8/21（水）～ 10/  2（水）

テーマ：「生活習慣病予防のミカタ！食物繊維」

健康づくり応援隊の紹介
健康サポート薬局

　健康サポート薬局とは「地域住民が継続して利用するために必要な機能および個人の全体的な健康の保
持増進への取り組みを積極的に支援する機能を有する」薬局です。東区には 2か所あります。

薬に関する相談はもちろん、健康に関する相談にも応じています。
いつでもお気軽にお立ち寄りください。

お薬の調剤の他、お薬に関するご相談や、健康に関する様々なご相談もお受けいたし
ます。処方箋をお持ちでない方もお気軽にお立ち寄りくださいませ。

＜活動情報＞
　健康相談に関するイベントを毎月第3水曜日に開催
しています。（祝日を除く）
　どなたでもご参加いただけます。
　健康増進をサポートする血圧計、脳年齢計、骨健康
度測定器などの機器が設置されており、どなたも無料
で体験できます。

＜活動情報＞
　血圧計常設の他、血管年齢や骨強度などの測定器具を定期的に入れ替えて設置してお
り、どなたでも無料で測定できます。また、管理栄養士による栄養相談も、ご希望に応
じて無料で実施しております。

東区中山 6-3-17　清水フードセンター中山店内　☎ 025-272-5372

東区桃山町 2-126-6　☎ 025-279-5536

ココカラファイン薬局　中山店

共創未来臨港薬局
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食生活改善推進委員のご紹介
通称

しょくすいさん
　「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに生涯における健康づくり活動を、食を通して地域
で推進している食の健康ボランティアです。
　東区では 49名の食推さんが食育教室や健康づくりのための教室を開催し、活躍しています。

運動普及推進委員のご紹介
通称

うんすいさん
　私たちは、地域で運動を通して、健康づくり活動を普及しているボランティアです。
　現在市内で約 170名の会員が地域の健康づくりのために活発に活動しています。

■  健康てくてく歩こう会の
開催（春・秋）

■  地域の茶の間など地域の
ボランティア活動

■ 市健康づくり事業への協力
■  介護予防・生活習慣病予
防のための運動

こんなことをしています

運動普及推進委員の皆さん

食生活改善推進委員の皆さん

　笑顔で明るく過ごせるよう
に無理せず楽しく一緒に健康
寿命をのばしませんか !　　 
　東区では 32名の運動普及
推進委員が楽しく元気に活動
しています。　　　　　　　

東支部長
佐藤さん

■ おはよう朝ごはん料理教室
■  健康づくりのための料理
教室

■  学校・地域団体等の要請
に応じた活動

■  健康的な食生活に関する
知識の普及

こんなことをしています

　食を通して地域全体を元気
に！！子どもからお年寄りま
で幅広い世代へ、健康づくり
や食育など多様な分野におい
て、私たち食推が皆さまの食
生活改善をサポートします！

東支部長 
藤田さん

　東区には、区役所職員以外にも皆様の健康づくりをサポートしてく
ださっている方々がたくさんいらっしゃいます。今回はその中で運動
普及推進委員と食生活改善推進委員についてご紹介します！

健康寿命延伸応援隊

TEAM
EAST
ターコイズブルーのポ
ロシャツが目印です！



東区公認キャラクター
東区応援団長「ぬたりん」

新潟市東区役所
〒950-8709　新潟市東区下木戸 1-4-1

発行元

東区公認キャラクター東東区公公認キャラクター
東区応援団長「ぬたりん」東区区応援団長「ぬたたりん」
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