
だれもが健康長寿のまちづくりだれもが健康長寿のまちづくり

町民課　国民健康保険担当
内線252・452

問合せ若いからまだ大丈夫？
国保健診で年に一度の健康チェックを！
　町では、国民健康保険に加入している20歳から39歳までの方を対象に健康診査を行っていま
す。健康な身体を保つために、積極的な受診をお願いいたします。

対象　昭和53年4月1日～平成10年3月31日生まれの方
　　　（対象者には8月中に受診券を送付）
予約申込期間　9月1日㈮～ 15日㈮（休診日を除く）
　　　　　　　※指定医療機関（受診券を参照）に直接予約
健診実施期間　10月1日㈰～ 11月30日㈭（休診日を除く）
費用　1,000円（医療機関へ支払い）
健診内容　質問票、身体測定、血圧測定、尿検査　等
持ち物（健診当日）　保険証、平成29年度杉戸町国保健診受診券

！ 　検診結果の活用について
　検診結果は、受診者様本人に対し
て通知するとともに、杉戸町国民健
康保険において保存し、必
要に応じて保健指導等に
活用いたしますので、
ご了承の上、受診して
ください。

日　程 分野・分類 受講形態 講　義
9月29日㈮ － － 開校式（入学式・オリエンテーション）

1 10月6日㈮ 基礎講座 聴講 健康長寿サポーター養成講習
2 10月18日㈬ 栄養 実技 ヘルスメイトの料理教室
3 10月25日㈬ 運動 実技 ヘルストレーニング教室
4 10月27日㈮ 運動 実技 体力測定
5 10月30日㈪ 基礎講座 聴講 食育講演会
6 11月1日㈬ 運動 実技 体力測定結果説明会
7 11月2日㈭ 基礎講座 聴講 医療講演会
8 11月14日㈫ 運動 実技 運動指導
9 11月21日㈫ 運動 実技 ヘルストレーニング教室
10 11月27日㈪ 運動 実技 ヘルストレーニング教室
11 12月5日㈫ 運動 実技 ヘルストレーニング教室
12 12月7日㈭ 基礎講座 聴講 歯科講演会
13 12月11日㈪ 栄養 聴講 食事バランス教室
14 12月20日㈬ 運動 実技 ヘルストレーニング教室
15 1月12日㈮ 栄養 実技 生活習慣病予防の料理教室
16 1月15日㈪ 栄養 聴講 食事バランス教室
17 1月16日㈫ 運動 実技 体力測定
18 1月22日㈪ 栄養 実技 ヘルスメイトの料理教室
19 1月24日㈬ 運動 実技 ヘルストレーニング教室
20 1月29日㈪ 運動 実技 体力測定結果説明会
21 1月30日㈫ 運動 実技 ヘルストレーニング教室
22 2月2日㈮ 栄養 聴講 食事バランス教室
23 2月5日㈪ 運動 実技 ヘルストレーニング教室
24

未定
専門講座 聴講 がんについて知ろう

25 専門講座 聴講 メンタルヘルス講演会
3月 － － 修了式

健康支援課
☎（34）1188

問合せ・申込自分の健康を振り返り、健康なまちづくりへの理解を深めよう！
すぎと健康アカデミー（第4期）受講生を募集します
対象　杉戸町在住の20歳以上で、健康づくりに関心のある方
定員　30名（申込順）　　費用　無料（講座により、一部自己負担あり）　
申込　9月11日㈪までに保健センターへ来所または電話にて
その他　開校式　日時　9月29日㈮　10時～ 12時予定　　場所　保健センター 1階
■講座内容（講座自由選択制で、7講座以上取得された方に、修了証書を授与します。）

げんきSUGI体操 み
んな
で！楽しく！

▲重錘バンド

日程 内容
1 9月28日㈭ オリエンテーション・介護予防の必要性と効果
2 10月5日㈭ 介護予防の効果　体力測定（1回目）
3 10月12日㈭ 実技・講義
4 10月19日㈭ 実技・講義・グループワーク①
5 10月26日㈭ 実技・講義・グループワーク②
6 11月2日㈭ 実技・講義・グループワーク③
7 11月9日㈭ 体力測定（2回目）
8 11月16日㈭ 体力測定の結果報告　実技・閉講式

あなたもサポーターになって地域で活躍しませんか？

げんきSUGI体操サポーター養成講座（後期）受講者募集
講座内容（全8回コース） 場所　すぎとピア　講座室　　

時間　10時～ 12時　
対象　 ①町内在住（男女不問）
　　　② 介護予防に関心があり講座終了後に、

継続して活動できる方
　　　※ 地域に既に活動団体（10名以上）があ

る方を優先します。
定員　25名程度（1団体3～ 5名程度）
費用　無料　　　持ち物　タオル・飲み物
服装　運動しやすい格好
申込　 9月14日㈭までに、高齢介護課内杉戸町

すぎと地域包括支援センター窓口または
電話にて

　重さを変えられる重錘(じゅうすい)バンドを使った
簡単な体操「げんきSUGI体操」…。通いやすい場所
で定期的に行うことにより、足・腰・腕などの筋肉が
鍛えられ、転倒や寝たきりを防ぐ効果が期待できます。
あなたの地域でも始めませんか？

高齢介護課内　
杉戸町すぎと地域包括支援センター　☎（36）2620

問合せ

長寿　いつまでもお元気で!!
　9月18日(月)は敬老の日です。敬老の日は、長年にわたり社会に貢献されてきた高齢者の皆さんに感謝し、
長寿を祝う日です。
　町では、下記対象者に祝金を贈り、長寿をお祝いします。

年　齢 生年月日 祝金贈呈方法
80歳 昭和12年4月1日～昭和13年3月31生まれの方 簡易書留

（9月1日発送予定）90歳 昭和2年4月1日～昭和3年3月31日生まれの方
100歳 大正6年4月1日～大正7年3月31日生まれの方 職員訪問（9月中）101歳以上 大正6年3月31日以前生まれの方

対象者（8月31日現在、町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている方）

祝 高齢介護課
高齢者福祉担当　内線318

問合せ

内側

外側

おもり1本200ｇ×6本
※自分の体力・体調に応じ
て本数を調節できます。

種類の体操で無理なく体力向上！

▲重錘バンド

肩回り

太腿・
お尻・腹 太腿・

すね
お尻の
後ろ お尻の横

⑥脚を横に
上げる

⑤脚を後ろに
　上げる

④膝を伸ばす
　足首を反らす

③ 腕組みしイスから
立ち上がる

②腕を横に
　上げる

①腕を前に
　上げる

1セット（準備体操＋6種類体操＋整理体操）
で1時間～1時間半を週１回行います。

◆基礎講座では何をする？
医師・歯科医師等による健康づくり全般（疾病・
運動・食事）に関する聴講を主とした講座です。
健康づくりに関する学びを深めるための基本と
なる講座です。

◆専門講座では何をする？
健康づくりの中でも、テーマを絞り専門性の高
い聴講を主とした講座で、各種サポーター養成
講習も同時開催しています。基礎講座で得たこ
とを生活に役立てる実践方法を学びます。

◆運動分野では何をする？
健康運動指導士とストレッチ・筋力トレーニン
グ・有酸素運動等の実技を主とした講座です。
また、文部科学省体力テストに基づき、握力測
定・上体おこし・長座体前屈等の体力テストを
行い、ご自身の体力年齢を知ることができます。

◆栄養分野では何をする？
実技では、管理栄養士や食生活改善推進員と調
理実習を行います。聴講では、管理栄養士によ
る若さを保つ食生活についての講話や楽しく学
べるグループ学習を行います。

すぎと健康アカデミー卒業生による
健康長寿サポーター養成講習の様子

体力測定（長座体前屈）の様子
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日程・内容は変更に
なる場合があります。


