
 

 参加者の皆さんに健康づくりの取り組みを伺うと“毎日、

できるだけ歩くようにしています”というお答えを多くい

ただきました。そこで前回の市民ヘルスミーティングでは

“歩き方”についても参加者ともに深めました。 

もっと気軽にもっと楽しく歩きませんか？ 

歩き方の動画を作成しました 

検索：＃歩き方 ＃船橋市 ＃中之条研究 ＃健康 ＃歩活  こちらからも読み取れます→ 

お問い合わせ先：船橋市保健所 健康づくり課 

電話：047-409-3817 FAX：047-409-2934 

参加者同士でグループを作り、

意見交換ができたのが良かった 

公園を毎日歩いていたら、顔見知

りができ、挨拶するようになった 

みんながおのおので活動している

様子に刺激を受けた 

１日何人もの人と会話をす

るようにしている 

それぞれの方の健康の取

り組みがきけて良かった 

市民ヘルスミーティングに参加

し、地域を知る良い機会となった 

健康づくりの市の取り組みが身近

に感じた 

地域での交流の大

切さを再認識した 

アクティブシニア手帳をこれから

も活用したい 

健康ポイントに参加した

ことをきっかけにウォー

キングしている 

1日あたりの

歩数 

そのうち 
速歩きの 

時間 

予防や改善が 
期待できる 

主な病気 

20002000歩歩 00分分 寝たきり予防 

40004000歩歩 55分分 睡眠障害 

50005000歩歩 7.57.5分分 脳卒中 

70007000～～80008000

歩歩 
1515～～2020分分 骨粗しょう症 

事前申込不要 ・ 参加費無料 令和元年度 第2回 
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対象：65歳以上の市民 

   地域で健康づくりおよび介護予防の 

   活動を支援する方 

ここでの出会いが・・ 

まちの元気につながる。 

『健康寿命日本一』をわがまち

から目指してみませんか？ 

表紙の写真は第１回目

の各公民館の様子です 



南部 

日時 公民館 地区の健康課題 内容 

12/6（金） 
10：15～11：45 海神 孤食者割合が高い 

保健所健康づくり課 管理栄養士による 
「高齢期の食事や栄養バランスについて」 

12/25（水） 
10：15～11：45 宮本 閉じこもり者割合

が高い 

千葉大学予防医学センター特任助教 亀田 義人氏 
「社会参加と人とのつながりで目指す健康寿命日本一のまち」 

1/9（木） 
13：15～14：45 浜町 

近所とのつながり
がある者の割合が
低い 

千葉大学予防医学センター特任助教 辻 大士氏 
「社会参加と人とのつながりで目指す健康寿命日本一のまち」 

1/15（水） 
13：15～14：45 中央 孤食者割合が高い 

中央保健センター 管理栄養士による 
「高齢期の食事や栄養バランスについて」 

西部 

日時 公民館 地区の健康課題 内容 

12/3（火） 
13：15～14：45 

塚田 １年間転倒ありの
者の割合が高い 

千葉県作業療法士会 小池 正敬氏 
「高齢期における運動機能の重要性について」 

12/25（水） 
10：15～11：45 西部 ３０分以上歩く者

の割合が低い 

千葉県作業療法士会 亀谷 孝之氏 
「高齢期における運動機能の重要性について」 

1/8（水） 
10：15～11：45 

丸山 口腔機能低下者の
割合が高い 

船橋歯科医師会 細野 隆也氏 
「口腔機能の維持の重要性と口腔ケアについて」 

1/14（火） 
10：15～11：45 葛飾 １年間転倒ありの

者の割合が高い 

千葉県理学療法士会 横川 健大氏 
「高齢期における運動機能の重要性について」 

1/20（月） 
13：15～14：45 法典 口腔機能低下者の

割合が高い 

西部保健センター 歯科衛生士による 
「口腔機能の維持の重要性と口腔ケアについて」 

中部 

日時 公民館 地区の健康課題 内容 

12/19（木） 
10：15～11：45 高根 閉じこもり者割合

が高い 

中央保健センター 保健師による 
「高根金杉地区の特徴や地域のつながりの重要性について」 

12/26（木） 
10：15～11：45 高根台 口腔機能低下者の

割合が高い 

船橋歯科医師会 新井田 光希子氏 
「口腔機能の維持の重要性と口腔ケアについて」 

各地区コミュニティーの健康課題に応じて 各専門分野の 

講師を招き、健康づくりや地域づくりについて話し合います 

令和元年度 第２回 日程表 

同日定期開催しているふなばしシルバーリハビリ体操教室は

３０分早く開始となり、通常より短縮されます 

日時 公民館 地区の健康課題 内容 

1/7（火） 
10：15～11：45 新高根 ３０分以上歩く者

の割合が低い 

保健所健康づくり課 作業療法士による 
「高齢期における運動機能の重要性について」 

1/9（木） 
10：15～11：45 夏見 ３０分以上歩く者

の割合が低い 

保健所健康づくり課 理学療法士による 
「高齢期における運動機能の重要性について」 

東部 

日時 公民館 地区の健康課題 内容 

12/2（月） 
10：15～11：45 飯山満 運動機能低下者の

割合が高い 

千葉県理学療法士会 御代川 英己氏 
「高齢期における運動機能の重要性について」 

12/17（火） 
10：15～11：45 三田 低栄養者の割合が

高い 

保健所健康づくり課 管理栄養士による 
「高齢期の食事や栄養バランスについて」 

12/27（金） 
13：15～14：45 習志野台 

ソーシャルキャピ
タル得点（助け合
い）が低い 

東部保健センター 保健師による 
「習志野台地区の特徴や地域のつながりの重要性について」 

1/22（水） 
13：15～14：45 薬円台 低栄養者の割合が

高い 

東部保健センター 管理栄養士による 
「高齢期の食事や栄養バランスについて」 

1/31（金） 
10：15～11：45 東部 ３０分以上歩く者

の割合が低い 

千葉県作業療法士会 歌津 和人氏 
「高齢期における運動機能の重要性について」 
 

中部 

日時 公民館 地区の健康課題 内容 

12/11（水） 
10：15～11：45 八木が谷 

地域活動参加意向
者の割合が低い 

北部保健センター 保健師による 
「八木が谷地区の特徴や地域のつながりの重要性について」 

12/13（金） 
13：15～14：45 三咲 ３０分以上歩く者

の割合が低い 

千葉県理学療法士会 根岸 裕氏 
「高齢期における運動機能の重要性について」 
 

12/16（月） 
10：15～11：45 北部 口腔機能低下者の

割合が高い 

北部保健センター 歯科衛生士による 
「口腔機能の維持の重要性と口腔ケアについて」 

12/18（水） 
10：15～11：45 小室 運動機能低下者の

割合が高い 

船橋市医師会 宮川 一郎氏による 
「高齢期における運動機能の重要性について」 

12/24（火） 
13：15～14：45 坪井 

近所とのつながり
がある者の割合が
低い 

北部保健センター 保健師による 
「坪井地区の特徴や地域のつながりの重要性について」 

1/6（月） 
13：15～14：45 二和 地域活動参加意向

者の割合が低い 

千葉大学予防医学センター特任助教 辻 大士氏 
「社会参加と人とのつながりで目指す健康寿命日本一のまち」 

1/8（水） 
13：15～14：45 松が丘 口腔機能低下者の

割合が高い 

東部保健センター 歯科衛生士による 
「口腔機能の維持の重要性と口腔ケアについて」 

1/10（金） 
13：15～14：45 海老が作 

近所とのつながり
がある者の割合が
低い 

千葉大学予防医学センター特任助教 辻 大士氏 
「社会参加と人とのつながりで目指す健康寿命日本一のまち」 

 

北部 


