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6月は「食育月間」　毎月19日は「食育の日」

食を通じて健康な心と身体を育もう
　「食育」は生涯にわたり、健全な心と身
体を培い、豊かな人間性を育む基礎となる
ものです。この機会に改めて食について考
えてみませんか。
　問い合わせ
　健康増進課☎(50)8430、薨(28)2121

食育とは

市の食育に関する取り組み

本市の現状
　市が行ったアンケートの結果、次のことが分かりました。
　☆バランスよく食べる人が増えています
　☆よくかんで味わって食べる人が増えています
　☆健康づくりに取り組む外食のお店「健康づくり応援団協力店」が増えています
　☆20～30代の食習慣に「朝食を食べる人が少ない」「主食・主菜・副菜をそろえた
　　食事を 1日 2食以上食べる人が少ない」などの課題がみられます

　市では第2次藤沢市食育推進計画を策定し、市民・関係機関・行政が連携して取り
組みを進めています。

大目標

3 つの重点目標
☆生活習慣病の予防および改善につながる食育を推進する
☆若い世代へ食育を推進する
☆食事を通して人と人とがつながる食育を推進する

市民一人ひとりが生涯健康であるために、自分に適した食生活を送る力を育む

自分のため、次世代のために今から実践！健全な食生活
　今の自分を見つめ直すことは、将来の自分を見つめることにもつながります。健康的
な食習慣を次世代につなげていけるよう、今できることを考えてみませんか。

□朝食を食べるより寝ていたい
□お腹がすいたときが食事の時間
□カレー、パスタ、丼物などの単品メニューを選びがち
□一人で食事をすることが多い
□買い物をするときに食品表示を見ていない

☆勉強も仕事も効率アップ！朝ごはんを食べよう
　　朝ごはんは1日のパワーの源であり、生活リズムの要です。朝ごはんにちょっと目
を向けるところから始めてみませんか？

☆役立つ情報満載！栄養に関する表示を見てみよう
　　食品表示を見比べてみると、同じような食品や料理でも原材料や栄養成分が違って
いることがあります。表示を見て選ぶことは、食への理解を深める第一歩です。

こんなことありませんか？

食生活を改善するポイント

「健康あっぷ相談～生活習慣病予防相談」のお知らせ
市では、栄養士・保健師・歯科衛生士による食事や生活の相談を行っています。
ところ　保健所
対　象　健診の結果、生活習慣の改善を勧められた方、体重増加が気になる方など
相談時間　1人30分程度
申し込み　相談希望日の3週間前までに健康増進課へ
※就労などで来所できない場合は郵送での相談も可。詳細はお問い合わせください

食を考えるイベントなどに参加してみませんか？ 市では、年間を通じて食育に役立つ講座やイベントを開催しています。※詳細はお問い合わせください

「ふじさわバランストリオ」を知っていますか？
　かむこと・食べることの大切さやむし歯予防
についての講話、食事の量と栄養バランスを考
える「3 ・ 1 ・ 2 お弁当箱法」などを楽しみなが
ら学ぶ教室です

　牛などと触れ合ったり、地元産の畜産物を味
わったり、子どもから大人まで、畜産を身近に
感じることのできるイベントです

　食育月間である6月に、「食」の大切さを見
直すきっかけとなるよう、食育に関する講演
会を毎年行っています

　ふじさわバランストリオ
は、小学校で学ぶ三色食品
群を分かりやすく児童に伝
えるために誕生したキャラ
クターです。
　現在、市立小学校の給食
や食育授業などで活躍して
います。

　米をモデルにしたきーくんは、力いっぱい走るマラソンランナー。黄色
の食品 (ごはん、パン、めんなどの穀物 )はエネルギーになります。

　牛をモデルにしたあかどんは、体の血や肉をつくる大工さん。赤の食品
（魚・肉・卵・大豆製品）は体をつくります。

　小松菜をモデルにしたみどりんは、体の調子を整えるお医者さん。緑の
食品（野菜など）は体の調子を整えます。

左「きーくん」

中央「あかどん」

右「みどりん」

　毎日の食事に、きーくん・
あかどん・みどりんの3人
がバランス良く登場するよ
うにしようね！

　一人一人が生涯にわたって健全
な心身を育て、豊かな人間性を育
むための大切な取り組みです。自
分の食について考える習慣や知識
を身に付け、食を選択する判断力
も培いましょう。

特集明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
●原則として市内在住・在勤・
在学の方が対象、申し込みは土・
日曜日、祝日を除きます
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

鵠沼公民館 ☎（33）2002
薨（33）2203

●親子であそぼう(0歳児広場)　7月6日
㈭午前10時～11時30分。講師＝公立保
育園保育士。3～12カ月児と保護者25
組。申 6月19日㈪から電話または来館
で。
●引地川でカヌーツーリング　7月1日
㈯午前9時～正午。小学3～5年生15人。
申 6月20日㈫から電話または来館で。
●スポーツチャンバラ体験教室　6月
17日㈯午後3時30分～5時。講師＝近藤
貴明氏。小学生20人。
●おもちゃのへや　6月16日㈮午前10
時30分～正午。布や木のおもちゃで遊
ぶ。小学生以下の方。※未就学児は保
護者同伴。
●おひざのうえのおはなし会　6月16
日㈮午前11時～11時15分。
●おもちゃの病院　6月25日㈰午後1時
30分～3時30分。おもちゃの修理。※
部品交換などは実費。
●おててつないで(保育専用室開放)　6
月28日㈬午前10時～午後2時30分。乳
幼児と保護者。
●鵠っ子囲碁・将棋ルーム　6月18日
㈰午前10時～正午。小・中学生。

辻堂公民館 ☎（34）9151
薨（34）4187

●親子であそぼう　夏～親子で楽しく
リトミック♪　7月12日㈬午前10時～
11時。講師＝リトミック研究センター
上級指導士由井美香氏。1歳6カ月以上
の未就園児と保護者20組。申 6月28日
㈬から電話または来館で。
●ラッコの広場　7月6日～20日毎週木
曜日午前10時～正午。親子自由参加の
サロン。乳幼児と保護者。
●あそびの広場　7月6日～20日毎週木
曜日午後3時10分～4時30分。読み聞か
せ、工作、折り紙ほか。4歳児～小学生。

村岡公民館 ☎（23）0634
薨（23）0641

●シニアのためのライフプランニング
と知っておきたいお金の基礎知識　6
月30日㈮、7月14日㈮午前10時～正午、
全2回。講師＝ファイナンシャルプラ
ンナー金澤丈司氏。60歳以上の方20人。
申 6月16日㈮午前9時から電話または
来館で。
●親子工作教室　7月23日㈰午前9時～
正午。いす作り。小学生と保護者36組
(抽選)。費1組500円。申 6月23日㈮午
前9時～30日㈮に来館で。
●おひざの上のおはなし会　7月7日㈮
◎午前10時20分～10時50分◎午前11時
～11時30分。1～3歳児と保護者各20組。
申村岡市民図書室☎(28)6939へ電話
または来室で。
●本とおはなしのへや　7月5日㈬午後
3時30分～4時。

善行公民館 ☎（90）0097
薨（81）4441

●㋐スクスクスクール(乳幼児家庭教
育学級)公開講座～眠りも食も遊びも
みんな

”

いいかげん” がなにより大切　
7月1日㈯午前10時～正午。70人。
●㋑市民企画講座｢ゴスペルコーラス
を楽しく歌って健康に！ ｣　7月5日㈬
午前10時30分～正午。20人。
●㋒市民企画講座｢赤ちゃんとママの
タッチングと産後ママ講座｣　7月6日
～8月3日毎週木曜日(7月20日を除く)
午前10時～正午、全4回。3～11カ月児
と母親12組。費1組800円。

申㋐は6月14日㈬、㋑は15日㈭、㋒は
16日㈮から電話または来館で。
●ベビー3B体操　7月14日㈮午前10時
30分～11時30分。3～12カ月児と保護
者20組。申 6月20日㈫から電話で。
●あかちゃんとのふれあいタイムオイ
ルトリートメント　7月20日㈭午前10
時30分～11時30分。4～7カ月児と保護
者10組(初めての方優先)。費1組500円。
申 6月26日㈪から電話で。

片瀬公民館 ☎（29）7171
薨（25）8907

●福寿学校公開講座｢映像でたどる戦
後史｣　7月27日㈭午後2時～4時。講師
＝大河原雅彦氏。成人20人。申 6月22
日㈭から電話または来館で。
●わくわく子ども天国　6月24日㈯午
前9時30分～正午。ゲーム、工作ほか。
※自転車・車での来館はご遠慮ください。
●えほんのおへや　6月24日㈯午前10時
30分～10時50分。2歳以上の子と保護者。
●おひざの上のおはなし会　6月24日㈯
午前11時～11時30分。乳幼児と保護者。
●おもちゃの病院　6月24日㈯午前9時
30分～正午。おもちゃの修理。※部品
交換などは実費。

片瀬しおさいセンター ☎（29）6668
薨(29）6674

●講師付きスポーツ一般開放｢のびの
びらくらくストレッチ｣　6月29日㈭午
前9時15分～10時45分。講師＝井筒
奈緒美氏。

湘南大庭公民館 ☎（87）1112
薨（87）1110

●湘南大庭☆公民館応援隊説明会　7
月1日㈯午前10時～11時30分。成人10
人。申6月21日㈬午前9時30分から電話
または来館で。
●おいしい時間｢初心者向け男性料理
教室｣　7月12日㈬午前10時～午後1時。
講師＝藤沢栄養士の会さつき会会員。
20人。費700円。申 6月28日㈬午前9時
30分から電話または来館で。
●おもちゃのへやメリーゴーランド　
6月17日㈯午前10時～正午。障がい児・
未就学児と保護者・家族がおもちゃを
通して交流するスペース。
●大庭子育てさろん～ぴよぴよ広場　
6月20日㈫午前9時30分～正午。乳幼児
と保護者のフリースペース。
●卓球開放　6月15日㈭午後1時30分～
4時30分。

湘南台公民館 ☎（45）3070
薨（45）1604

●親子の遊び場開放　6月20日㈫午前9
時30分～11時30分。3歳までの子と保
護者。

明治公民館 ☎（34）5660
薨（33）5727

●てづくりごっこ～たなばたかざり　6
月16日㈮午後3時～4時。幼児～小学生。
●おはなし会　6月21日㈬、28日㈬午
後3時30分～4時。幼児～小学生。
●わらべうたであそぼう！　6月23日
㈮午前11時～11時30分。※未就学児は
保護者同伴。
●サーキットトレーニング講座　6月
23日㈮午後7時30分～8時30分。講師＝
健康運動指導士植松育子氏。50人。
●バドミントン開放　6月18日㈰午前9
時～11時30分。

六会公民館 ☎（90）0203
薨（83）2298

●季の音楽会～カリブの夕べ　スティー
ルパンコンサート　7月1日㈯午後6時～
7時30分。出演＝リクロマティック。100
人。申 6月15日㈭から電話または来館
で。
●地域で安心して暮らすために消費者
被害をなくそう！　7月12日㈬午前10
時～正午。30人。申 6月16日㈮から電
話または来館で。
●むつあい子育てひろば　6月26日㈪
午前10時～正午。未就学児と保護者の
フリースペース。

藤沢公民館 ☎（22）0019
薨（22）0293

●おはなしのへや　6月28日㈬午後2時
30分。お話と折り紙。幼児～小学生。
●保育室開放～子育てフリースペース  
6月26日㈪午前10時～正午。2歳以下の
子と保護者の交流の場。

☎・薨（28）4471済 美 館
●小・中学生のための伝統文化いけば
な教室　7月22日、9月9日、10月28日、
11月18日、12月16日毎回土曜日午前10
時～正午、全5回。講師＝小原流いけ
ばな一級家元教授渋井淳鶴氏ほか。小・
中学生24人。費3500円。申 6月20日㈫
午前9時から藤沢公民館へ電話または
来館で。

遠藤公民館 ☎（86）9611
薨（87）3008

●アコーディオン、チェロ、ギターの調
べ～ちょっぴりヨーロピアンなひととき
を　7月15日㈯午後1時30分～3時。小
学生以上の方100人。申 6月19日㈪か
ら電話または来館で。
●すくすく広場　6月20日㈫午前10時
～正午。乳幼児と保護者のフリース
ペース。
●のびのび広場　6月27日㈫午前10時
～正午。乳幼児と保護者のフリース
ペース。

長後公民館 ☎（46）7373
薨（46）7034

●ベビー3B体操～親子で体験！　7月1
日㈯午前10時～11時。5カ月以上の歩
き出すまでの乳児と保護者20組。申 6
月19日㈪から電話または来館で。
●自由に七夕かざり～本館ロビーで自
由に笹に飾り付け　7月4日㈫～7日㈮
午前10時～午後4時。
●おはなし会　6月17日㈯、24日㈯午
後2時30分～3時。

食育講演会

ふじさわ畜産ふれあいまつり

親子で学ぶお口と食のわくわく教室


