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　健康を保つためには、バランスのよい食生活を心掛けることが大切です。
　市では、地産地消講座や食育講座を実施し、野菜料理を今より一皿プラスし、朝食を欠かさず食べ
る習慣をつけるきっかけ作りを行っています。

　自分の健康状態を知るために定期的に
検診を受けましょう。市では、健康診査
や各種がん検診などを実施しています。
　年に数回、乳がんマンモグラフィ検診
車による集団検診も実施しています。

　生きがいを持っていつまでも元気に生
活できるよう、地域の活動などに参加し
てみませんか。市では、認知症や介護の
予防を推進するとともに、高齢者の活動
や居場所への支援を行っています。また
若い世代に向けて認知症サポーター養成
講座を実施しています。

　1日10分でも今より多くからだを動かす｢プラス・テン｣を実践すると、生活習慣病や認知症などの
予防につながることが分かっています。市では、日常生活に取り入れやすいウオーキングやラジオ体
操などの講習会、公園を活用した健康づくり講座などを開催しています。

　妊娠期からの禁煙支援や市が管理する施設での敷地内禁煙の実施など、子どもの受動喫煙防止に向
けた取り組みを強化し、将来にわたる喫煙率低下を目指しています。

　セブン＆アイホールディングスと地域活性化のための包括連携
協定を結んでいます。
　市内のイトーヨーカドーのクッキングサポートコーナーで藤沢
市食生活改善推進団体四ツ葉会考案の野菜料理などのレシピを紹
介しています。

　お口の健康づくりは、全身の健康を保
つために重要な役割を果たします。
　歯を失う原因で最も多いのは歯周病で
す。早期に発見するため、20歳からの歯
科健診を実施しています。

　フレイルを予防して健康寿命を延ば
し、いつまでも元気に生活できるように
フレイルサポーターが活動しています。

フレイルとは…
　加齢により筋力や認知機能など心身の
活力が低下した状態

　地域で安全に楽しく体操を実践してもらうためにリーダーを養
成する講習会を開催しています。

　医師会・歯科医師会・薬剤師会が中心となり、｢禁煙支援ネット
ワーク｣を結成して禁煙を支援しています。

　7月28日㈯午前6時30分に秋葉台公園と奥田公園で行う｢おはよ
う！キュンとするまち。藤沢　ラジオ体操2018｣に合わせ、地域
でラジオ体操を実施してみませんか。
　対象・団体数
　市内の会場やラジオなどの準備が可能で、実施場所と団体名が
公表可能な10人以上で構成されている団体10団体程度(選考)

　10月1日～11月30日に開催する｢ふじさわ
健康フェスティバル2018｣で講座を実施し
てみませんか。
　対象　健康寿命日本一をめざすリーディ
ングプロジェクトの5つのテーマに該当す
る、ウオーキングや料理教室などの活動を
行う団体

めざせ健康寿命日本一のまち
健康を 楽しく！

企業や関係機関との連携を推進

お口の健康づくり

フレイル予防で健康寿命延伸

体操リーダー・指導者向け講習会

私たちが禁煙をサポートします

特集 　市では、楽しみながら健康になる
ための取り組みとして、｢健康寿命
日本一をめざすリーディングプロ
ジェクト｣を推進しています。
　問い合わせ
　健康増進課☎(50)8430、薨(28)2121

　全ての世代の方が楽しみながら健康になれる環境づ
くりや情報提供などを行っています。
　｢バランスよく食べる｣｢からだを動かす｣｢子どもを
たばこの煙から守る｣｢からだを知る｣｢生きがいを持っ
て生活する｣の5つのテーマを設けています。

健康寿命日本一をめざす
リーディングプロジェクトとは

バランスよく
食べる

からだを
動かす

子どもをたばこの
煙から守る

からだを
知る

生きがいを持って
生活する

バランスよく食べる　野菜・朝食Plus1 からだを知る　健康Check

生きがいを持って生活する　いきいきLife

からだを動かす　10分多くPlus10

子どもをたばこの煙から守る　子どもを守るSmart Breath

㋐ おはよう！キュンとするまち。藤沢　ラジオ体操2018
　 ～めざそう健康寿命日本一！と同時に
　 地域でラジオ体操を実施する団体を募集します

㋑ ふじさわ健康フェスティバル2018
　 公開講座実施団体を募集します

　申し込み・問い合わせ
　㋐は4月27日㈮、㋑は6月29日
㈮〈ともに消印有効〉までに健康
増進課、各市民センター・公民
館などにある申込書を書いて、
同課へ郵送・ファクスまたは持
参で
　※�申込書は市のホームページ
の同課のページからダウン
ロードもできます
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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
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

長久保公園都市緑化植物園
☎（34）8422、 薨（36）6700
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日

【緑化講習会】
◆菊の講習会（挿し芽の仕方）　4月8日
㈰午後1時～3時。講師＝藤沢菊花会会
員。
◆エコ鉢を使ったナチュラルな寄植え
づくり　4月28日㈯午後1時30分～3時
30分。講師＝ガーデンコーディネー
ター金子幸江氏。市内在住の方18人。
費1800円。申 4月11日㈬～20日㈮に電
話または来園するか、ファクスに住所
・氏名・電話番号を書いて、長久保公
園都市緑化植物園へ。
◆㋐初心者のための家庭菜園入門～夏
野菜の定番トマト・ナス・ピーマンな
どの栽培　4月11日㈬午後1時30分～3
時30分。市内在住の方24人。費200円。

◆㋑庭木の手入れ（初級編）～フジの手
入れ　4月14日㈯午後1時30分～3時30
分。市内在住の方24人。費100円。
◆㋒初心者のための草花栽培入門　4
月18日㈬午後1時30分～3時30分。市内
在住の方24人。費100円。
◆㋓有機栽培(無農薬・無化学肥料)で
野菜を作ろう！～日本と韓国のキュウ
リを作る　4月19日、5月10日、6月7日、
7月5日、26日毎回木曜日午前10時～11
時30分、全5回。講師＝神奈川県農業
サポーター圷繁氏。市内在住の方18人。
費1200円。

申㋐は4月6日㈮、㋑は10日㈫、㋒は
12日㈭、㋓は13日㈮から電話または来
園するか、ファクスに住所・氏名・電
話番号を書いて、長久保公園都市緑化
植物園へ。

【みどりの展示会】
◆洋蘭展　3月30日㈮～4月1日㈰午前
10時～午後4時。
◆野生ランと苔

こ け

玉展　4月7日㈯、8日
㈰午前10時～午後4時。
◆春の山野草展　4月14日㈯、15日㈰
午前10時～午後4時。

1
湘南台文化センタ−
休館日＝月曜日、祝日の翌日

☎（45）1500
薨（45）1503こ ど も 館

■宇宙劇場
◆一般向けプラネタリウム番組｢プラ
ネタリウムラジオ～with レディオ湘南
Xing｣(有料)　投影中。
◆キッズプラネタリウム｢たいようと
ブカブカ｣(有料)　投影中。
◆全天周映画番組｢小さな世界はワン
ダーランド｣(有料)　投影中。
◆全天周映画番組｢ドラえもん　宇宙
ふしぎ大探険2～太陽系のひみつ｣(有
料)　毎週水曜日午後3時。
◆季節の星座・60分生解説　4月21日
㈯午後6時30分～7時30分。160人。費

500円(中学生以下200円)。申 4月11日㈬
から電話または来館で。
■ワークショップ
◆革のネームタグを作ってみよう　4
月7日㈯、8日㈰、14日㈯◎午前10時◎
午後1時30分。小・中学生と保護者同
伴の幼児各回50人。費1人200円。

や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆心と体を癒すハーブとアロマ｢ハー
ブティーでリラックス｣　4月19日㈭午
前10時15分～正午。講師＝舛井喜代子
氏。市内在住の60歳以上の方20人。費

500円。申 4月5日㈭から電話または来
館で(午前9時～午後4時)。

◆脳トレ体操｢脳と体を活性化｣　4月
26日㈭午前10時～正午。講師＝健康運
動指導士岡田敦氏。市内在住の60歳以
上の方20人。申 4月12日㈭から電話ま
たは来館で(午前9時～午後4時)。
市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
薨（26）5144 休館日＝月曜日

3月27日㈫～4月1日㈰の展示
　☆第28回湘游書人展(書作品)
　 ☆第3回写楽和会写真展・趣味展(写
真・手工芸ほか)

　 ☆第5回ふじさわ平和文化展(絵画・
写真ほか)

4月3日㈫～8日㈰の展示
　☆第14回D-フォトクラブ写真展
　☆G・P・C25周年記念写真展
　☆なないろの会展(油彩・水彩)
4月10日㈫～15日㈰の展示
　☆第14回Muの会展(油彩・水彩)
　☆絵画サークル葦牙(絵画)
　☆第19回松彩会展(水彩)
≪常設展示室≫
◆高橋コレクション　4月15日㈰まで。

湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆表現体操｢童謡などの音楽にあわせ
て行う体操｣　4月15日㈰◎午前10時10
分～11時40分◎午後1時10分～2時40分。
市内在住の60歳以上の方各25人。申 4
月4日㈬から電話または来館で(午前9
時～午後4時)。
◆四季を愉

たの

しむちりめん細工｢端午の
節句飾り｣　4月26日㈭午後1時10分～3
時30分。市内在住の60歳以上の方20人。
費500円。申 4月5日㈭から電話または
来館で(午前9時～午後4時)。

こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆第1期アクアビクス(水中運動)講座　
4月25日～5月30日毎週水曜日午後0時
45分～2時、全6回。講師＝日本健康運
動指導士会講師。市内在住の60歳以上
の健康な方15人。申4月4日㈬から電話
または来館で(午前9時～午後4時)。
◆健康づくり運動講座｢今日からはじ
める骨

こつ

々
こつ

体操｣　4月24日㈫午前9時30
分～11時30分。市内在住の60歳以上の
方30人(抽選)。申 4月8日㈰〈必着〉まで
に往復はがき(1人1通)に講座名・住所
・氏名(ふりがな)・年齢・性別・電話
番号、利用者カードの有無を書いて、
こぶし荘〈〒252-0807下土棚800-1〉へ。
少 年 の 森
☎（48）7234
薨（48）7249 休所日＝月曜日

◆春到来！少年の森の野草フルコース
を作ろう　4月21日㈯午前10時～午後1
時。市内在住・在勤・在学の子と保護
者20人。※小学5年生以上は子どもの
みの参加も可。費1人300円。申 3月31
日㈯午前9時から電話または来所で。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
薨（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆つじせいキッチン　4月7日㈯午前10
時～午後1時。けんちん汁ほか。小学
生～高校生20人。
◆みんなで遊ぼう～子育てひろば　4
月19日㈭午前10時～正午。保育士によ
る子育て相談ほか。未就学児と保護者。
◆お菓子づくり｢カップシフォンケー
キ｣　4月21日㈯午前9時30分～11時30
分。小・中学生20人。費500円。申 4月
3日㈫午前9時から電話または来館で。

◆音楽と絵本の世界～リトルバンビ　
4月28日㈯午前11時～11時45分。ピアノ
や歌を交えた絵本の読み聞かせほか。
6歳までの子と保護者10組。申4月4日㈬
午前9時から電話または来館で。

　☆結婚・出生…市民窓口センター・
各市民センターで届け出の際にお渡
しする引き換えカードを持って来園で
　☆新築…自己居住用住宅完成日が
確認できる書類〈保存登記の登記済
証（権利書)または建築検査済証など
※写しでも可〉を持って来園で
　※�引き換え有効期
間はいずれも6カ
月以内です

結婚・出生・新築の記念に
みどりの贈り物（記念樹）を

差し上げています


