
平成28年度　関市健康づくり食生活改善推進協議会活動

①市全体の活動

②市全体の会員研修会

③総会・役員会
月　日

4月21日

4月21日

8月25日

2月22日

3月29日

事　業　名　・　内　容 場　所 参加者

115

14

13

15

18

関市保健センター

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

平成28年度総会

第1回役員会

第2回役員会

第3回役員会

新旧役員会

月　日
6月30日

9月8日

10月13日

12月1日

事　業　名　・　内　容 参加者
26

28

119

26

場　所
関市保健センター

関市保健センター

愛知県岡崎市ほか

関市保健センター

第1回研修会「おやこの食育」

第2回研修会「生活習慣病予防」

第3回研修会「ウオーキング研修」

第4回研修会「食文化の伝承」

事　業　名　・　内　容
熊本・大分地震義援金活動（2回）

関市健診のＰＲ活動

関市民健康福祉大会

関市民健康福祉フェスティバル

・食育コーナー開設

減塩アンケート調査（みそ汁塩分測定）

平成28年度健康づくり教室（洞戸会場）修了式

・協議会活動の紹介

平成28年度健康づくり教室（関会場）修了式

・協議会活動の紹介

健康講演会のお誘いと参加

テーマ「病気になる人ならない人」

　講師　おおたわ史絵先生（医師）

16日

11月　 

12月13日

1月22日

29日

場　所

市内各地

関市文化会館

関市文化会館

市内各地

関市保健センター

わかくさ・プラザ

洞戸ふれあいセン
ター

月　日
4月、6月

6月　　

10月15日

　おやこ・こども対象の食育教室
支部名 月　日 内　　　容 参加者

富　岡 7月22日
ライスバーガー、かぼちゃスープ、甘
酒ヨーグルト

子ども　11人
おとな 7人、会員 4人

高校生食育リーダー事業
・関特別支援学校で実施

11月1日 関　市 高校生 3人、会員 2人

生活習慣病予防スキルアップ事業
・若年層対象。すくすくランドで実施

11月10日 桜ヶ丘 保護者　48人
会員　4人11月22日 旭ヶ丘

おやこの食育教室
7月31日
8月21日

下有知
子ども 30人
おとな 19人、会員 12人

シルバー・認知症予防教室 10月28日 瀬　尻 一般　23人、会員　13人

④地域ごとの活動

１　食　生　活　改　善　活　動

　岐阜県食生活改善推進員協議会委託事業
事　業　名 月　日 実施支部 参加者
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　おやこ・こども対象の食育教室（つづき）
支部名 月　日 内　　　容 参加者

富　野 11月9日 富野小　・もちつき手伝い 会員  　10人

　高齢者・男性対象の料理教室　
支部名 月　日 内　　　容 参加者

西　部 9月15日 男の料理教室 一般　15人、会員　7人

　小 中 学 校 ・ 保 育 園 等 へ の 協 力
支部名 月　日 内　　　容 参加者

板　取

5月18日
板取めばえ保育園
・ほうば寿司作り

子ども 16人
一般 5人、会員 3人

6月9日
板取めばえ保育園
・染物作りの機会に自然と身体の話

子ども　20人
一般　32人、会員　7人

7月7日
板取めばえ保育園
・ほうば寿司作り

子ども　31人
一般　12人、会員　5人

武儀
12月8日 伝達講習（第4回研修会レシピ） 一般　3人、会員　8人

1月7日 七草粥のふるまい（道の駅平成） 会員　8人

　食 文 化 の 伝 承
支部名 月　日 内　　　容 参加者

下有知 12月4日 伝達講習（第4回研修会レシピ） 一般　2人、会員　10人

武　儀
9月14日 生活習慣病予防食伝達講習 一般　1人、会員 8人

7月27日
10月25日

がん検診での減塩活動(行政との協働）
・みそ汁飲み比べ

会員　4人

一般 3人、会員 13人

洞　戸 11月6日
関にし秋の祭典で食育コーナー開設
・みそ汁飲み比べと減塩啓発活動

会員　6人

武芸川 9月16日
ヘルスアップ教室（行政との協働）
・生活習慣病予防食伝達講習

一般 14人、会員 8人

桜ヶ丘 11月3日 生活習慣病予防食伝達講習 一般 10人、会員 8人

下有知
7月3日 伝達講習（第1回レシピ使用） 一般 3人、会員 13人

9月19日 伝達講習（第2回レシピ使用）

　生 活 習 慣 病 予 防 活 動
支部名 月　日 内　　　容 参加者

安　桜 9月23日 生活習慣病予防食伝達講習 一般 11人、会員 6人

田　原 1月21日
田原ふれあい教室
・チョコ教室

子ども　70人
おとな 10人、会員　9人

倉　知 2月25日
倉知小放課後ふれあいクラブ
・押し寿司、カップケーキ作り

子ども 80人
おとな 9人、会員 19人

安　桜 8月4日 第１回研修会レシピ
子ども　16人
おとな 1人、会員 6人

洞　戸 8月4日 第１回研修会レシピ
・ライスバーガーを「おにぎらず」に変更

子ども 12人
おとな 4人、会員 5人

旭ヶ丘 8月1日 第１回研修会レシピ
子ども　6人
おとな 5人、会員 9人

富　野 8月4日 第１回研修会レシピ
子ども 11人
おとな 8人、会員 3人

武芸川 7月26、28日 第１回研修会レシピ
子ども 25人
おとな 7人、会員 10人

武　儀 7月28日 第１回研修会レシピ
子ども　8人
おとな 4人、会員 6人
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板　取
5月18日 松谷地区がやがや会議 一般　7人、会員　1人

5月～8月
高齢者サロン　体操・食
事の話

5回 一般　81人

瀬　尻 5,11,2月 いきいきふれあいサロン 3回 一般　67人、会員　6人

富　岡 9月～2月 いきいきサロン 3回 一般　20人、会員　9人

支部名 月　日 内　　　容 回数 参加者

旭ヶ丘 4～2月 いきいきサロン 9回 会員　34人

板　取 4～7月 独居老人給食調理 ８回 配食493食、会員15人

　高齢者のふれあいサロン

富　野 9～2月 独居老人給食調理 ２回 配食 40食、会員　29人

洞　戸 6～2月 独居老人給食調理 ４回 配食205食、会員25人

西　部 4～2月 独居老人給食調理 ７回 会員　29人

田　原 9～2月 独居老人給食調理 ３回 配食 90食、会員 17人

倉　知 4～2月 独居老人給食調理 ４回 配食 300食、会員 25人

富　岡 4～3月 独居老人給食調理 10回 配食 500食、会員 16人

桜ヶ丘 4～2月 独居老人給食調理 ７回 配食 210食、会員 58人

下有知 9～3月 独居老人給食調理 会員　35人

旭ヶ丘 6～3月 独居老人給食買物・調理 会員　25人

４　福　祉　・　ま　ち　づ　く　り　活　動

　独　居　老　人　給　食　

支部名 月　日 内　　　容 回数 参加者

西　部 4～3月
健康体操普及活動
・赤土坂公民センター、月3-4回

下有知 7～2月
健康体操普及活動
・毎月2回

一般 33人
会員 124人

桜ヶ丘 4～2月
健康体操普及活動
・桜ヶ丘ふれあいセンター、毎月2～5回

一般 345人
会員 189人

倉　知 4～2月
健康体操普及活動
・倉知ふれあいセンター、週1回

一般 35人
会員 248人

支部名 月　日 内　　　容 参加者

安　桜 4～2月
健康体操普及活動
・安桜橋集会場、月3-4回

一般 230人
会員 78人

板　取 6月23日 板取小　食育ティッシュ配布と対話
子ども　17人
一般　4人、会員　3人

３　健　康　づ　く　り

　健　康　体　操

全支部 4～3月
8か月児離乳食相談
離乳食の試食調理と食育ティッシュ配
布、保護者との食育の対話　計46回

会員　88人

武　儀 6月19日
道の駅「平成」で食育の日PR事業、食
育ポケットティッシュ配布

会員　6人

２　食　育　の　日　普　及

　食育の日ＰＲ事業・８か月児離乳食相談
支部名 月　日 内　　　容 参加者
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　地　域　と　の　協　働

鮎之瀬ふれあいセンター竣工式 会員　1人

4～9月
瀬尻ふれあい町づくり推進委員会（5回）
・健康福祉安全部会、合同部会出席

会員　5人

11月5.6日 桜ヶ丘文化祭協力・減塩パネル展示 会員　5人

桜ヶ丘

4月19日 桜ヶ丘ふれあいまちづくり推進委員会会議 一般16人、会員3人

5月15日 桜ヶ丘ふれあいまちづくり推進委員会総会 一般20人、会員10人

6月19日

瀬　尻

5月16日 瀬尻ふれあい町づくり推進委員会総会　 会員　1人

9月10日 鮎之瀬ふれあいセンター竣工式打合わせ 会員　1人

桜ヶ丘ふれあい夏祭り会議 一般45人、会員5人

7月23日 桜ヶ丘ふれあい夏祭り協力 会員　10人

10月11日 健康づくりウォーキング 一般18人、会員10人

9月18日

支部名 月　日 内　　　容 参加者

旭ヶ丘
11月22日 すくすくランド、子育て支援 会員　3人

11月19.20日 あさひ夢のまち文化祭 会員　4人

下有知
8月6日 下有知ふれあいまつり 会員　1人

10月16日 健康福祉フェスティバル　支部コーナー参加 会員　1人

会員　2人

10月16日 健康福祉フェスティバル　支部コーナー参加 会員　1人

11月21日 田原支部社会福祉協議会研修会（恵那市） 会員　1人

西　部 5月27日 西部支部社会福祉協議会総会 一般80人、会員1人

田　原

5月16日 田原支部社会福祉協議会総会 会員　2人

9月26日 地域ふくし懇談会

富　岡

10月16日 健康福祉フェスティバル　支部コーナー参加 会員　 6人

富岡支部社会福祉協議会総会 会員　 3人

福祉懇談会 一般90人、会員3人

倉　知

5月13日 社会福祉協議会倉知支部総会 会員　3人

6月28日 独居老人給食従事者研修会 会員　20人

9月5日 倉知支部社会ふくし懇談会 一般50人、会員7人

会員　 4人

9～2月 旭ヶ丘支部社協理事会（６回） 会員　18人

瀬　尻

4月27日 社会福祉協議会瀬尻支部理事会 会員　1人

5月13日 社会福祉協議会瀬尻支部総会 会員　1人

11月25日 瀬尻小・つくし作業所交流会　食事作り手伝い 一般33人、会員9人

桜ヶ丘

5月27日 社協桜ヶ丘支部総会 一般30人、会員10人

9月9日

　支 部 社 会 福 祉 協 議 会 と の 協 働
支部名 月　日 内　　　容 参加者

旭ヶ丘

9月5日 社会福祉協議会旭ヶ丘支部視察研修（福井県） 会員　3人

10月16日

地域ふくし懇親会出席 一般90人、会員10人

10月7日 健康福祉フェスティバル打ち合わせ会議 一般30人、会員6人

10月15日 健康福祉フェスティバル　支部コーナー準備 一般30人、会員15人

健康福祉フェスティバル　支部コーナー参加
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　地　域　と　の　協　働　（つづき）
支部名 月　日 内　　　容 参加者

安　桜

6月9日 安桜支部ウォーキング（中池公園） 一般7人、会員8人

12月14日 食文化伝承料理講習会（第4回研修会伝達） 会員　9人

3月2日 大豆からの手作り豆腐とおから料理 会員　9人

６　会 員 研 修、 会 議 な ど

　会　員　研　修
支部名 月　日 内　　　容 参加者

下有知 5月22日 ごきぶり団子づくり 会員　　人

富　野 5月13日 ごきぶり団子づくり 会員　15人

会員　33人

瀬　尻
5月14日 ごきぶり団子づくり 会員　13人

10月29日 廃油石けんづくり 会員　１０人

安　桜 5月14日 ごきぶり団子づくり 会員　8人

桜ヶ丘
2月9日 ごきぶり団子づくり打ち合わせ会議 会員　6人

3月27,28日 ごきぶり団子づくり（24日　準備）

５　環　境　衛　生　活　動

　ごきぶり団子・廃油石けんづくり
支部名 月　日 内　　　容 参加者

板　取

9月11日 板取敬老会手伝い　脳トレゲームなど 一般90人、会員13人

11月16日 板取地区いも煮会手伝い
子ども3人、一般
40人、会員3人

9月～11月 ゴールドビレッジの手伝い（４回） 会員　4人

武芸川 11月3日
ふれあいウォーキング大会
・減塩けんちん汁おもてなし

子ども48人、一般
138人、会員11人

4～1月
田原みらいづくり協議会（5回）
・健康・スポーツ活動部会、福祉部会に出席

会員　2人

富　野 10月29日 ふれあい文化祭・しし汁（28日準備） 会員  　29人

2月20日 わいわい会議 一般 50人、会員2人

3月5日 第25回　田原ふれあいウォーキング大会 一般 100人、会員1人

田　原

5月23日 田原みらいづくり協議会総会 会員　2人

6月30日 田原ふれあいクラブ・クラフト教室
子ども66人

一般10人、会員5人

10月2日 健康・スポーツ活動部会　グランドゴルフ大会 会員　1人

西　部
5月7日 西部ふれあいまちづくり推進委員会総会 一般80人、会員1人

10月23日 西部ふれあいまつり　おはぎ作り 一般20人、会員12人

1月22日
倉知ふれあいウォーキング大会
・ぜんざい・みたらし団子作り

子ども・一般180人
会員7人

富　岡 6～3月 富岡ふれあいまち作り委員会 一般　人、会員　人

11月6日 倉知文化祭 会員　7人

倉　知

4月24日 倉知ふれあいまちづくり推進委員会　総会 会員　3人

7月19日 倉知ふれあい夏祭り手伝い 会員　4人

9月11日 倉知ふれあいグランドゴルフ大会
子ども48人

一般16人、会員2人

10月30日 体力テスト協力 一般17人、会員2人
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　総会・会議・その他　

　会　員　研　修　（つづき）
支部名 月　日 内　　　容 参加者

会員　14人

武　儀 5月18日 武儀支部総会 会員　11人

板　取 4月11日 支部役員会　総会にむけて 会員　3人

武芸川
4月12日 武芸川支部総会 会員　14人

2月28日 支部活動反省会と次年度計画

洞　戸

4月15日 洞戸支部総会（保健師さんお話、調理室大掃除）

10月27日 支部会議（産業祭にむけて。減塩活動のために） 会員　5人

2月8日 支部会議（29年度計画） 会員　8人

下有知 5月8日 下有知総会 会員　 21人

富　野 5月13日 冨野支部総会 会員　15人

田　原
4月27日 田原支部総会 会員  17人

12月4日 田原ふれあいセンター大掃除協力 会員　2人

富　岡 5月7日 富岡支部総会 会員　14人

西　部
4月8日
8月5日

西部地区班長会 会員　16人

倉　知
4月25日 班長会　総会打ち合わせ 会員　 6人

5月11日 倉知支部総会 会員　 26人

瀬　尻

4月23日 瀬尻支部総会 会員　 13人

3月10日 支部役員会 会員　4人

3月25日 支部年度末総会、反省会 会員　15人

会員　27人

3月18日 年度末反省会 会員　19人

会員　 26人

7月17日 班長会 会員　 7人

桜ヶ丘

4月15日 役員引継 会員　4人

4月26日 桜ヶ丘地区総会

支部名 月　日 内　　　容 参加者

旭ヶ丘

4月12日 新旧役員打ち合わせ 会員　 4人

5月8日 旭ヶ丘支部総会

武　儀 7月5日 おやこ食育教室伝達講習（第1回研修会伝達） 会員　9人

洞　戸 10月6日 生活習慣病予防食講習会（第2回研修会伝達） 会員　10人

板　取 4月29日 弘法様まつりウォーキング 会員　11人

下有知
7月9日 おやこ食育教室講習会 会員　12人

2月5日 こんにゃく作り 一般3人、会員15人

武芸川 12月13日 食文化伝承料理講習会（第4回研修会伝達） 会員　10人

一般8人、会員12人

10月18日 委託事業リハーサル（シルバー・認知症予防） 会員　9人

12月6日 食文化伝承料理講習会（おせち料理） 会員　5人

桜ヶ丘 5月16日 研修旅行（浜松市） 一般5人、会員22人

瀬　尻

6月13日 プチ減塩勉強会 会員　7人

6月21日 支部研修旅行

3月2日 プチ減塩勉強会 会員　5人

－ 6 －


