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区会長研修報告

保健活動推進員だより

平成26年12月に金沢区に移転した横浜市衛生研究所を
訪問しました。講義と見学を通じ、感染症や生活衛生の
最新情報について学びました。
実 施 日：平成28年12月6日（火）
実施場所：横浜市衛生研究所
研修概要：講義及び施設見学
講義：
「感染症について
〜インフルエンザとノロウイルスの予防〜」

研 修 内 容 紹 介
私たちの健康安全を守る衛生研究所に行きました！
講義では、
今年のインフルエンザやノロウイルスの動向
について学びました。
予防接種を受けるだけでなく、
日々の
予防対策も併せて実践することが大切だそうです。
施設見学では、
生鮮食品の農薬成分等を分析する機械や、
病原体等を管理する無菌室
（外から見学）
など、
珍しい装置
に、
参加者も興味津々でした。

参加した
感染症や食中毒などの健康危機
会長から
発生時に、
迅速かつ正確に原因究
ひと言
明を行い、
保健所が行う行政処分の
科学的根拠となっている、
横浜市衛生研究所の見
学・研修に参加して市民の健康を脅かす様々な危
険から守られている事に気がつきました。
規則正
しい生活・手洗い・うがいを心がける様、
地域の皆
様にお伝えしていきたいと思います。
（市会長 根本 幸雄）
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保健活動推進員の皆様には、市民の方々の健康づくりに、日々精力的に取り組んでいただき、心より感
謝申し上げます。
皆様のご尽力のおかげもあり、ウォーキングポイント事業は３年目に入り、22万人を超え幅広い世代の
方にご参加いただいています。
本市の健康づくりの指針である第２期健康横浜２１も折り返し地点に立っています。
これからも、皆様の取組で地域を元気にしていただき、市民の方々の健康寿命を共に延ばしていきま
しょう。どうぞよろしくお願いします。

よこはまウォーキングポイントとは
平成26年11月にスタートした、日常生活の中で楽しみながら、ウォーキングを通じた健康づくりに取り組んでいただ
く事業です。若い方の参加も増え、歩くムーブメントが広がっています！
○18歳以上の参加希望の方に歩数計を無償でお渡しします。(お一人様一回限り、送料630円は自己負担)
○お申込みは、郵便局・スポーツセンター窓口や郵送、WEBで。

おめでとうございます！

保健活動推進員としての活躍に対し、次の方々が各種の表彰を受けました。

（敬称略 五十音順）

公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表彰（1名）
若林 澄子（泉区会長）

ポイントに応じて
抽選にてプレゼント！

１.申込みをする

神奈川県保健衛生表彰知事表彰（1名）
勝田 睦子（緑区会長）
横浜市社会福祉・保健医療功労者市長表彰（15名）
石井 知子（都筑区 山田地区会長）
竹花 幸雄（神奈川区 神奈川地区会長）
石川 彰子（港南区 港南台地区副会長） 西山 賢一（港北区 篠原地区会長）
伊藤 勇衛（保土ケ谷区会長）
長谷川 典代（金沢区副会長）
北島 佐伎子（中区 埋地地区会長）
樋口 多三江（保土ケ谷区 保土ケ谷東部地区会長）
多賀 綾乃（鶴見区 鶴見中央地区会長） 武関 いと子（泉区副会長）

第2期健康横浜２１
（平
成25年 〜 34年）、〜 自 分
ら し い 未 来 の た め に、健
康づくりを 今楽しみま
しょう！〜
心と体の健康寿命 より長く！を目指
しての保健活動推進員活動が、
多くの
市民の皆様にもご理解いただける広報
誌である事を願っています。
ご寄稿あ
りがとうございました。

編集
後記

（編集委員 河西･堀内）

便利
情報

星加
増田
物永
山内
山口

和子（瀬谷区 瀬谷第二地区推進員）
芳子（西区副会長）
ヱイ子（金沢区 六浦地区推進員）
秋義（泉区 和泉中央地区推進員）
詔代（金沢区 六浦東地区会長）

横浜市救急相談センター

☎＃7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）

＜年中無休・24時間対応＞
または☎045−222−7119（すべての電話で利用可）
音声案内に従って番号を押すと、次のサービスにつながります。
○医療機関案内（電話機の１番を選択）
そのとき受診可能な病院・診療所の案内を行います。
○救急電話相談（電話機の２番を選択）
看護師が、症状に基づく緊急性や、受診の必要性について
アドバイスします。
ホームページ： 横浜市救急相談センター

２.歩数計が届く ３.歩数計を持って歩く

減った 0.4％

○参加者の2/3が、歩数が増えたことを実感！
運動していなかった方の半数以上が
変わらない
運動するようになり、運動習慣の改善や
33.4％
定着につながっています。

「平成28年度 利用状況調査報告書」
より

増えている

（1,000歩以上）

45.8％

増えている

（1,000歩未満）

20.4％

事業参加後の一日の歩数の変化

〔対象者数 2,501人〕

「厚生労働大臣 優秀賞」
を
受賞しました!!
平 成28年11月14日
（月）
に
『第 ５ 回
健康寿命をのばそう！アワード』
表
彰式
（主催：厚生労働省）
が開催され
ました。
よこはまウォーキングポイ
ント事業が、
『厚生労働大臣 優秀賞
生活習慣病予防分野 自治体部門』
（自治体部門のトップ）
を受賞しま
した！

平成28年9月6日（火）放送の「おはよう日本」
（NHK）で、
よこはまウォーキングポイント事業が取り上げられ、
戸塚区の保健活動推進員が出演しました！
お問合せ

よこはまウォーキングポイント事業事務局

電話 0570-080-130／045-681-4655
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目標歩数達成で
国連 WFP へ寄付

４.協力店舗のリーダーに歩数計をのせてポイントを貯める

こんな結果が出ています

○ウォーキングをきっかけや話題として、
周囲の人と会話をしたり、
あいさつをする機会が増えています。

歩数データを
確認できる

ＦＡＸ 0120-580-376

よこはまウォーキングポイント
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公園 de 健康づくり

◆ 保 健 活 動 推進員 研修 会報 告◆
平成28年８月25日
（木）
に関内ホール大ホールにおいて、
横浜市保健活動推進員

※横浜市環境創造局

公園緑地維持課発行「公園de健康づくり」
より抜粋

会の全体研修会が開催され、
18区合計約943名の保健活動推進員が参加しました。
お互いの活動を知り、各区・地区の地域活動の充実を図ることを目的に、
毎年代

日常の姿勢をチェックしよう

表区による活動事例発表を行っています。
今年は、
南区・旭区・栄区の３区が発表を
行いました。
事例発表後の講演では、
健康運動指導
士として、著書やメディア等で幅広く
活動されている黒田 恵美子先生に
「公園を活用した健康づくり」
について
お話いただきました。

自分ができる動きで
運動を継続することが大切です。
仲間を誘って公園に集まり、
元気を広めましょう！

黒田先生
（東海大学医学部客員准教授・
NPO法人日本健康運動指導士会
常務理事）

〜健康づくりのキホンは普段の生活から〜
□ 座り立ち 〜こんにちは･どっこいしょ〜
いすの座り方･立ち方をチェックしてみましょう。
関節を痛めないで動作するにはコツがあります。
「こんにちは･どっこいしょ」のかけ声とともに
動作すれば、正しい姿勢で、ひざに負担がかからず、楽に座り立ちができます。普段のいすの座り立
ちを意識して正しく行えば「スクワット」になりますよ。コツを知れば、軽々動作することもできる
ようになり、痛みの軽減にもつながります。

南区

旭区

栄区

保健活動推進員自身がやりがい

各地区が所属する4つの委員会

「区制30周年 10年先を見すえた

をもちながら活動をしていくため

（健康づくり・子育て支援・禁煙・広

健康づくり」というテーマで３つの

の工夫を中心に、①少人数制でやる

報）
が企画提案し、
地区と連携して

気アップ！「正副会長会議における

様々な活動を行っています。

取組を発表しました。
特定健診などの健診とがん検診

グループ別討議」
、
②コラボで集客

今回は、
その取組を全体・各地区

の受診率向上を目指す
「Ｗけんしん

アップ！
「他団体との連携」
、
③区役

の両面から紹介しました。健康寿命

キャンペーン」
、２つの地区で行っ

所事業への企画協力
「保活男組」
の

延伸や認知症予防には、
40代から

ている
「ポールウォーキング」、
各地

３つの取組を紹介しました。

の生活習慣が大切と考え、ウォーキ

区で積極的に取り組んでいる
「筋ト

ングをはじめ健康チェックなど、区

レ・脳トレ」。

今後も楽しむことを忘れず、
地域
の健康づくりを推進していきます。

民の健康に役立つ活動を行います。

座り方

立ち方

今後とも元気な高齢者が多い栄区
であるよう、
取り組んでいきます。

講 評
中区福祉保健センター長

岩田

眞美

発表区をはじめ保健活動推進員の皆様、
真夏の暑い中、全体研修会お疲れ様でした。各区がそれぞれの
実状に合わせた健康づくりに取り組まれているという発表を、大変興味深く聞かせていただきました。
地域の方にとって、
身近な存在である推進員の皆様の活動は、本市にとっても大変心強いものであると感じて
います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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公園のベンチで休憩するときからでも始められます！
日常の姿勢から意識して変えていくことで、関節の痛みの軽減にもつながります。
ちょっとしたことから意識して、健康づくりにつなげてみませんか。
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区保健活動推進員会活動報告
区
金沢

地域住民の健康づくり
金沢区副会長（金沢南部地区会長） 森田 逸子

第３期地域福祉保健計画の金沢南部地区計画のキャッチフレーズは 南部地区全員参加のまちづくり
です。保健活動推進員21人は、
地域住民が健康づくりに関心を持
ち、積極的に取り組めるよう健康チェックやウォーキング、
健康
体操などを地区社会福祉協議会とも連携しながら、
企画・運営し
ています。
また、
「金沢区子育て支援の協働の指針」
に位置づけられた 養育者
の健康づくり のために
「子育てしやすい地域づくり協議会
（愛称：
シーエンジェル）
」
に参加し、
３か月に一度、
養育者の健康チェックを
行い、
保健師による説明、
情報提供等をしてもらっています。
これからも地域住民の健康づくりを支援して活動していきた
いと思います。

区
港北

月一回のイベントで参加者も担い手も笑顔に
大曽根地区会長

椎名 真生

ふれあい広場花しょうぶは、大曽根・樽・綱島・師岡の４地区の保健活動推進員会が合同で地域のケアプ
ラザで月１回開催している、
高齢者対象のミニデイサービスで、
各地区回り持ちで催し物の企画と茶菓の
準備を担当しています。
催し物の楽器演奏や踊り、
体操、
講演などの講師や出演者は
プロ・アマ取り混ぜて多彩で、
80代90代のメンバーの出演する
サークルもあり、
日々のお稽古の成果は見応えがあります。
お客様として参加する高齢者の方々の定期的な楽しい外
出の場になっているのももちろんですが、
推進員にとって
も、
大勢でわいわいお茶の準備や催し物のお手伝いをした
り、
生の演奏に触れたりと、
日々の生活の張り合いにもなっ
ています。

緑区

月に一度の
「思いやり、健康づくりの日」
緑区会長（白山地区会長） 勝田

睦子

緑区では区制30周年（平成11年）より、毎月１回
「思いやり、
健康づくりの日」
として、
健康チェック・健康
相談などを、
区役所と協働で実施しています。
訪れる方の中には、
毎月欠かさず参加する方もいらっしゃい
ます。
どなたでも気軽に参加することができ、
多くの
方に健康状態をチェックする機会としてご活用いた
だいております。
じきょうじゅつ
また、
白山地区では、
自彊術・経絡体操や、
高齢の方
には足・腰の体操など、健康づくりの一環として様々
な体操を行っています。
今後も緑区保健活動推進員は、
「思いやり、
健康づく
りの日」
や肺がん・胃がん検診などの様々な機会を通
して、地域の健康づくり活動に取り組んでいきます。

4

〜わたしの区・地区の健康づくり活動について〜

区
青葉

ウォーキング活動の輪を広めていこう！
青葉区会長（荏田地区会長） 佐伯 昌城

ウォーキングイベントを企画運営する中で、
「活動の輪を広げ、継続させるにはどうすればいいのか」といっ
た事は皆さん共通の悩みではないでしょうか。青葉区ではイベント開催における悩みや様々な手法を共有し、
区 全 体 の 活 動 を よ り 活 性 化 す る こ と を 目 的 に、７ 月26日
ウォーキング研修会の中で
「パネルディスカッション」
を企画
しました。
６地区の代表者がパネラーとして登壇し、
ウォーキングイ
ベントの運営や周知方法における各地区の悩みや工夫、
今後
の展望について対話しました。参加者からは、
「自分の地区で
も実践したい」
「多様なやり方があると知った」
「継続は力な
り、
だと思った」
等の声があり、
今後の活動を支える良い機会
となりました。

区
都筑

『世界禁煙デーパネル展』
での啓発活動
中川地区会長

別所 円

／

池辺地区会長

森 悦子

都筑区は、世界禁煙デーにちなんでＣＯＰＤを知ってもらう為６月１日に区民ホールでパネル展を行いま
した。
保健活動推進員の声掛けにより、
ＣＯＰＤクイズ・血管年齢測定・肺年齢測定に昨年の４倍の約100名の方
が参加されました。
ＣＯＰＤとは、
大気汚染やタバコの煙などを長期間吸った
為、
肺に炎症が起きる病気です。
炎症により気道が狭くなり呼
吸がしにくくなって息切れを感じるようになります。喫煙に
より周りの人
（子どもや胎児まで）も受動喫煙で、ＣＯＰＤに
してしまう可能性があることを伝えながら勉強しました。
参加者からは、
「初めて聞いた」
「禁煙を勧めたい」等の声を
いただき、今後もこの活動を継続していきたいと思いました。

区
戸塚

こころの健康も大切です

戸塚区会長（平戸地区会長） 堀内 潔

今年度、戸塚区の保健活動推進員全体研修会は、戸塚区食生活等改善推進員会と共催で、
「依存症について〜
支援者として知っておきたいこと〜」について、健康福祉局こころの健康相談センター一青（しとと）良太先
生を講師にお迎えして、
平成28年10月24日
（月）
に男女共同参画
センター（フォーラム）で実施しました。
依存症については、
言葉自体は聞いたことがあるものの、
きち
んとした知識を得る機会はあまりなく、
今回、
先生から詳細な解
説を聞くことができ、大変有意義な研修となりました。
近ごろは、
現代社会の様々なストレスから、
こころの健康を崩
される方も大変増えてきています。
我々保健活動推進員も、
ここ
ろと身体の両面から、
区民の皆さんの健康を支える活動をしてい
けたらと考えています。
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区保健活動推進員会活動報告
栄区

〜わたしの区・地区の健康づくり活動について〜
〜わたしの区・地区の健康づくり活動について〜

栄区民まつりにおける保健活動推進員の活動
栄区副会長（笠間地区会長） 大塚

コース

港コースと海コースとそれぞれ紹介しています。

リバイバル！港ヨコハマ〜西区から開港の地へ〜
西区会長 池田 ミネ子
コース詳細：
【戸部公園運動広場→臨港パーク潮入りの池】
みなとみらいコース：
戸部公園→高島水際線公園→横浜美術館→臨港パーク
三塔・大さん橋コース：
戸部公園→高島水際線公園→横浜美術館→帆船 日本丸→
汽車道→横浜港大さん橋→臨港パーク
距離/所要時間：
みなとみらいコース 約5ｋｍ/1時間30分
三塔・大さん橋コース 約10ｋｍ/2時間30分
見どころ：勾配が少なく、開港の地、港ヨコハマの潮風を
感じながら歩けるコースです！
コース情報：第10回西区ハマのウォーキングフェスティ
バルのコースです。過去に人気が高かったコースをアレ
ンジした5kmと10kmの2つのコースです。西区の魅力を
感じながら、まち歩きを楽しめます。

泉区会長（いちょう団地地区会長） 若林 澄子

碇のモニュメント
〜臨港パーク〜

海

コース

大さん橋より西区を望む

各コースの詳細は
「西区スポーツ振興事業推進委員会事務局（西区地域振興課内）」
☎ 045‐320‐8390・8391、FAX 045‐322‐9535へ
お問い合わせください！

中区内の歴史や魅力を再発見するコース
中区会長

松澤 秀夫

コース詳細
❶海風を求めてそぞろ歩き！ ❷馬車道からノルディッ
クウォーキングを ❸ぶらり公園めぐり ❹賑わい通り
ウォーキング ❺山下公園みなとみらいコース ❻山手イ
タリア山庭園散策コース ❼謎解きウォーキング〜「君が
代」の 作 曲 者 は？テ ニ ス コ ー ト は 芝・土？〜 ❽み な と
ガーデン散策 ❾山手町散歩路コース

パークで筋トレ＆ウォーキング 第二弾
瀬谷区会長（本郷地区会長） 岸本 嘉章

瀬谷区の重点活動テーマ「パークで筋トレ＆ウォーキング」
は４年を経過し、
新しい段階に入りました。
区内には、
96の公園があり、
そのうち26の公園に64の健康遊具が設置され、
31の遊具に使い方看板が設置さ
れました。
毎年数回
「パークで筋トレ」
講習会を実施し、
３回以上講習会に参加し
「パークで筋トレ」
普及員と
して認定された人や６回以上参加してゴールド普及員として認定された人が50人以上に達しました。
市全体研修会で「公園de健康づく
り」についてご講演いただいた黒田
恵美子先生を昨年10月14日に瀬谷
区へお招きし、
公園愛護会と共同で
「パークで筋トレ」講習会を実施し好
評でした。今年度の標語は、
「健康長寿の里：瀬谷区!!」
の実現です。

6

港

『青空の下できれいな姿勢を手に入れよう』
今年度の活動テーマにウォーキング事業の推進を掲げています。
各地区６か所で開催し、
20 〜 50名の参加がありました。
９月28日の新橋地区の開催では、
猛暑で熱中症計が鳴り響く中、
ラジオ体操、
２ステップテスト、
ロコモ度判定、
正しいスクワット等を行いました。
再度２ス
テップテストで歩幅を測ると20センチ前後伸びており、
皆驚いていました。
公園内を10分間のウォーキングを行い、
先生の掛け声に励まされなが
ら、
参加者は真剣に歩いており、
心拍数も歩く前よりかなり上がっていまし
た。
続けなければ筋力は増えないとの事で、
疲れた〜位の強度で継続するの
が良いそうです。
体を動かす場・交流の場・健康づくりの場として、
公園を有効活用して健
康寿命を延ばしていきたいものです。

区
瀬谷

〜西区・中区〜

実

栄区民まつり
（健康づくり月間）
は区制30周年ということもあり例
年以上に盛り上がりました。
ステージではダンス、
コーラス、
和太鼓等の演奏が行われました。
姉
妹都市である栄村からの出店等、
趣向を凝らしたテントも並びました。
健康づくり月間ブースでは、
医師会、
歯科医師会、
薬剤師会等の各種
団体が健康に関する相談、
測定等を行いました。
保健活動推進員会としては健康チェック
（ジャンプメーター、
ロコモ
度テスト、
握力測定等）
を行いました。
また、
健康づくりスタンプラリー、
受動喫煙防止の啓発としてＣＯＰ
Ｄ体験とたばこのクイズ、
乳がんの自己検診の説明、
ウォ―キングの姿
勢測定等の健康に関する啓蒙活動を行いました。

泉区

とっておきのウォーキングコース紹介!!

見どころ：
「中区ウォーク＆健康フェスティバル」
用に各地
区で設定した、区内の魅力スポットをめぐるコースです。
コース情報：平成29年は、中区制90周年の節目の年とな
り、開港記念会館も開館100周年を迎えます。また平成
29年3月からは「全国都市緑化よこはまフェア」が開催
され、これらのコースでは会場となる、横浜公園・象の鼻
パーク・日本大通り・港の見える丘公園・山下公園などを
めぐることができます。

日本大通り

各コースの詳細は
（中区福祉保健課内）」
「中区ウォーク＆健康フェスティバル事務局
☎ 045-224‐8333または na-kenkou@city.yokohama.jpへ
お問い合わせください！
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区内には、
96の公園があり、
そのうち26の公園に64の健康遊具が設置され、
31の遊具に使い方看板が設置さ
れました。
毎年数回
「パークで筋トレ」
講習会を実施し、
３回以上講習会に参加し
「パークで筋トレ」
普及員と
して認定された人や６回以上参加してゴールド普及員として認定された人が50人以上に達しました。
市全体研修会で「公園de健康づく
り」についてご講演いただいた黒田
恵美子先生を昨年10月14日に瀬谷
区へお招きし、
公園愛護会と共同で
「パークで筋トレ」講習会を実施し好
評でした。今年度の標語は、
「健康長寿の里：瀬谷区!!」
の実現です。
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港

『青空の下できれいな姿勢を手に入れよう』
今年度の活動テーマにウォーキング事業の推進を掲げています。
各地区６か所で開催し、
20 〜 50名の参加がありました。
９月28日の新橋地区の開催では、
猛暑で熱中症計が鳴り響く中、
ラジオ体操、
２ステップテスト、
ロコモ度判定、
正しいスクワット等を行いました。
再度２ス
テップテストで歩幅を測ると20センチ前後伸びており、
皆驚いていました。
公園内を10分間のウォーキングを行い、
先生の掛け声に励まされなが
ら、
参加者は真剣に歩いており、
心拍数も歩く前よりかなり上がっていまし
た。
続けなければ筋力は増えないとの事で、
疲れた〜位の強度で継続するの
が良いそうです。
体を動かす場・交流の場・健康づくりの場として、
公園を有効活用して健
康寿命を延ばしていきたいものです。

区
瀬谷

〜西区・中区〜

実

栄区民まつり
（健康づくり月間）
は区制30周年ということもあり例
年以上に盛り上がりました。
ステージではダンス、
コーラス、
和太鼓等の演奏が行われました。
姉
妹都市である栄村からの出店等、
趣向を凝らしたテントも並びました。
健康づくり月間ブースでは、
医師会、
歯科医師会、
薬剤師会等の各種
団体が健康に関する相談、
測定等を行いました。
保健活動推進員会としては健康チェック
（ジャンプメーター、
ロコモ
度テスト、
握力測定等）
を行いました。
また、
健康づくりスタンプラリー、
受動喫煙防止の啓発としてＣＯＰ
Ｄ体験とたばこのクイズ、
乳がんの自己検診の説明、
ウォ―キングの姿
勢測定等の健康に関する啓蒙活動を行いました。

泉区

とっておきのウォーキングコース紹介!!

見どころ：
「中区ウォーク＆健康フェスティバル」
用に各地
区で設定した、区内の魅力スポットをめぐるコースです。
コース情報：平成29年は、中区制90周年の節目の年とな
り、開港記念会館も開館100周年を迎えます。また平成
29年3月からは「全国都市緑化よこはまフェア」が開催
され、これらのコースでは会場となる、横浜公園・象の鼻
パーク・日本大通り・港の見える丘公園・山下公園などを
めぐることができます。

日本大通り

各コースの詳細は
（中区福祉保健課内）」
「中区ウォーク＆健康フェスティバル事務局
☎ 045-224‐8333または na-kenkou@city.yokohama.jpへ
お問い合わせください！
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保健活動推進員だより 第40号

区会長研修報告

保健活動推進員だより

平成26年12月に金沢区に移転した横浜市衛生研究所を
訪問しました。講義と見学を通じ、感染症や生活衛生の
最新情報について学びました。
実 施 日：平成28年12月6日（火）
実施場所：横浜市衛生研究所
研修概要：講義及び施設見学
講義：
「感染症について
〜インフルエンザとノロウイルスの予防〜」

研 修 内 容 紹 介
私たちの健康安全を守る衛生研究所に行きました！
講義では、
今年のインフルエンザやノロウイルスの動向
について学びました。
予防接種を受けるだけでなく、
日々の
予防対策も併せて実践することが大切だそうです。
施設見学では、
生鮮食品の農薬成分等を分析する機械や、
病原体等を管理する無菌室
（外から見学）
など、
珍しい装置
に、
参加者も興味津々でした。

参加した
感染症や食中毒などの健康危機
会長から
発生時に、
迅速かつ正確に原因究
ひと言
明を行い、
保健所が行う行政処分の
科学的根拠となっている、
横浜市衛生研究所の見
学・研修に参加して市民の健康を脅かす様々な危
険から守られている事に気がつきました。
規則正
しい生活・手洗い・うがいを心がける様、
地域の皆
様にお伝えしていきたいと思います。
（市会長 根本 幸雄）

各種表彰受賞者一覧（平成28年度）

第

40号

平成29年
２月23日

編集・発行：横浜市保健活動推進員会（事務局：横浜市健康福祉局保健事業課）
横浜市中区港町１−１ TEL.045-671-4042 FAX.045-663-4469

保健活動推進員の皆様には、市民の方々の健康づくりに、日々精力的に取り組んでいただき、心より感
謝申し上げます。
皆様のご尽力のおかげもあり、ウォーキングポイント事業は３年目に入り、22万人を超え幅広い世代の
方にご参加いただいています。
本市の健康づくりの指針である第２期健康横浜２１も折り返し地点に立っています。
これからも、皆様の取組で地域を元気にしていただき、市民の方々の健康寿命を共に延ばしていきま
しょう。どうぞよろしくお願いします。

よこはまウォーキングポイントとは
平成26年11月にスタートした、日常生活の中で楽しみながら、ウォーキングを通じた健康づくりに取り組んでいただ
く事業です。若い方の参加も増え、歩くムーブメントが広がっています！
○18歳以上の参加希望の方に歩数計を無償でお渡しします。(お一人様一回限り、送料630円は自己負担)
○お申込みは、郵便局・スポーツセンター窓口や郵送、WEBで。

おめでとうございます！

保健活動推進員としての活躍に対し、次の方々が各種の表彰を受けました。

（敬称略 五十音順）

公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表彰（1名）
若林 澄子（泉区会長）

ポイントに応じて
抽選にてプレゼント！

１.申込みをする

神奈川県保健衛生表彰知事表彰（1名）
勝田 睦子（緑区会長）
横浜市社会福祉・保健医療功労者市長表彰（15名）
石井 知子（都筑区 山田地区会長）
竹花 幸雄（神奈川区 神奈川地区会長）
石川 彰子（港南区 港南台地区副会長） 西山 賢一（港北区 篠原地区会長）
伊藤 勇衛（保土ケ谷区会長）
長谷川 典代（金沢区副会長）
北島 佐伎子（中区 埋地地区会長）
樋口 多三江（保土ケ谷区 保土ケ谷東部地区会長）
多賀 綾乃（鶴見区 鶴見中央地区会長） 武関 いと子（泉区副会長）

第2期健康横浜２１
（平
成25年 〜 34年）、〜 自 分
ら し い 未 来 の た め に、健
康づくりを 今楽しみま
しょう！〜
心と体の健康寿命 より長く！を目指
しての保健活動推進員活動が、
多くの
市民の皆様にもご理解いただける広報
誌である事を願っています。
ご寄稿あ
りがとうございました。

編集
後記

（編集委員 河西･堀内）

便利
情報

星加
増田
物永
山内
山口

和子（瀬谷区 瀬谷第二地区推進員）
芳子（西区副会長）
ヱイ子（金沢区 六浦地区推進員）
秋義（泉区 和泉中央地区推進員）
詔代（金沢区 六浦東地区会長）

横浜市救急相談センター

☎＃7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）

＜年中無休・24時間対応＞
または☎045−222−7119（すべての電話で利用可）
音声案内に従って番号を押すと、次のサービスにつながります。
○医療機関案内（電話機の１番を選択）
そのとき受診可能な病院・診療所の案内を行います。
○救急電話相談（電話機の２番を選択）
看護師が、症状に基づく緊急性や、受診の必要性について
アドバイスします。
ホームページ： 横浜市救急相談センター

２.歩数計が届く ３.歩数計を持って歩く

減った 0.4％

○参加者の2/3が、歩数が増えたことを実感！
運動していなかった方の半数以上が
変わらない
運動するようになり、運動習慣の改善や
33.4％
定着につながっています。

「平成28年度 利用状況調査報告書」
より

増えている

（1,000歩以上）

45.8％

増えている

（1,000歩未満）

20.4％

事業参加後の一日の歩数の変化

〔対象者数 2,501人〕

「厚生労働大臣 優秀賞」
を
受賞しました!!
平 成28年11月14日
（月）
に
『第 ５ 回
健康寿命をのばそう！アワード』
表
彰式
（主催：厚生労働省）
が開催され
ました。
よこはまウォーキングポイ
ント事業が、
『厚生労働大臣 優秀賞
生活習慣病予防分野 自治体部門』
（自治体部門のトップ）
を受賞しま
した！

平成28年9月6日（火）放送の「おはよう日本」
（NHK）で、
よこはまウォーキングポイント事業が取り上げられ、
戸塚区の保健活動推進員が出演しました！
お問合せ

よこはまウォーキングポイント事業事務局

電話 0570-080-130／045-681-4655
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目標歩数達成で
国連 WFP へ寄付

４.協力店舗のリーダーに歩数計をのせてポイントを貯める

こんな結果が出ています

○ウォーキングをきっかけや話題として、
周囲の人と会話をしたり、
あいさつをする機会が増えています。

歩数データを
確認できる

ＦＡＸ 0120-580-376

よこはまウォーキングポイント

1

