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私たちの健康は私達の手で
全国食生活改善推進員協議会

１．私達は、地域の皆さんと手をつなぎ心を

合わせて府民の健康づくりに努めます。

２．私達は、ボランティア精神に徹し、赤ちゃ

んからお年寄りまで、健康づくり、食生活

改善の輪を広げます。

大阪府食生活改善連絡協議会



全国食生活改善推進員協議会の活動目標
重点目標 ○会員増 ○「健康日本２１（第２次）」の目標に向け、健康寿命延

伸に努める ○第３次食育推進計画の趣旨に賛同し、食育の推進
に努める ○家庭と地域社会における個人の責任を認識し健康文
化のまちづくりに努める。

活動目標（10項目から抜粋）
• 子どもから高齢者まで各世代に合った食育活動を進める。

• 食事バランスガイドを地域に広める。

• 「健康日本２１（第2次）」の目標に向け健康づくりを定着させる。
１．メタボリックシンドローム予防のために、適正体重の維持と腹囲を測る習慣を推進する。

２．減塩の定着を進める。

３．「野菜あと一皿（70g）を普及させる。

４．運動習慣を定着させるため1日１万歩を目標に今より１日１，０００歩増やそう。

・ 高齢社会に対応した地域活動を進める。

低栄養・ロコモティブシンドローム・認知症を予防する。

自給率向上のため地産地消に努める。 郷土料理や日本の食文化を地域に広める。 等



大阪狭山市食生活改善推進協議会の「自立促進部門
提案型」の事業名と申請事業の概要

• 事業名

食生活の改善による健康づくり

• 申請事業の概要
食生活の改善による市民の健康づくり推進するため

①子どもたちの健全な育成に資するための親子の食育

②生活習慣病予防のための適切な食習慣を目指す大人の食育

③低体重や運動器の障がいを防止するための高齢者の食育

④食と健康づくりに関わる献立講習会、学習会、イベント等の啓発活動

などを市保健センター及び市内諸団体と協同、協力して実施する。



審査会からの指摘

事業の継続に向けて、収入源の確保につ

ながる新たな企画も検討してください。



会としての平成30年度の中心事業

６月 学習会：ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞを使ったﾄﾚｰﾆﾝｸﾞとロコモティブシ

シンドローム予防講座

８月 夏休みふれあい親子クッキング：食育の五つの力の話しと調理

１１月 働き世代のための生活習慣病予防スキルアップ講座

試食と講座

１１月 生涯骨太クッキング：ロコモティブシンドローム予防献立と講座

１２月 学習会：食と健康を考えませんか

さやま池まつり・健康まつり・会員の研修



６月学習会「健康寿命をのばそう」
“ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞを使って関節をほぐしﾘﾗｯｸｽしよう”

＜お話し＞（会員、保健センター）

ロコモ（ロコモティブシンドローム）を予防する食事とは

平均寿命と健康寿命の話し

ロコモチェックとロコトレ（ロコモーショントレーニング）の話し

＜運動＞

基本的なロコトレ：片脚立ち・スクワット（保健センター）

モビリティトレーニングバンドを使った運動（指導 溝端香織さん）



モビリティトレーニングバンドを使った運動



勉強会に参加して･･･皆さんの感想

健康のお話しは

一般参加者・会員全員

とても参考になった。参考になった。

ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞを使った運動

一般参加者・会員全員

とても良かった。良かった。

○体の節々がのびのび ○とても体が軽くなった ○股関節や太もも

に効いた ○こういう機会がまたあれば ○講座を立ち上げて欲しい



夏休みふれあい親子クッキング

「食育の五つの力」の話し
１．食べ物をえらぶ力
２．食べ物の味がわかる力
３．料理ができる力
４．食べ物のいのちを感じる力
５．元気なからだがわかる力

「朝ごはんは元気のもと」の話し
「親子で料理」･･･豚肉、魚、チーズ、牛乳、野菜一杯です
○豚肉と小松菜のまぜご飯

○焼き春巻き

○フルーツババロア



夏休みふれあい親子クッキングの風景と料理



保護者の方や子どもたちの感想を抜粋しました

＜保護者の方々＞
子どもが料理を作る楽しさを知ることができ良かった。

子どもと料理を通してコミュニケーションができ良かった。

日頃、子どもと料理を楽しむ時間がなかったので貴重な時間を過ごせた。

一緒に最後まで料理する時間がないので良かった。また、参加したい。

＜子どもたち＞
みんなで協力して作れたのが楽しかった。

どきどきしてうれしかった。

調味料いれるとき楽しかった。

また、家で作りたい。



働き世代のための生活習慣病予防
スキルアップ講座

実施日 １１月１１日（日曜日）

会 場 保健センター（健康まつりの会場）

対象者 働き世代（主に就労者）

目 標 生活習慣病予防（減塩・野菜３５０ｇ摂取の普及）

実施内容

講座：（一財）日本食生活協会のテキストを配布し、生活習慣と食生活。

朝食、運動習慣の大切さ。減塩、野菜を１日３５０ｇ食べよう。等

試食：メタボ予防のためのレシピ。野菜不足のためのレシピなど試食して

もらい、感想を伺った。



働き世代のための生活習慣病予防スキルアップ
講座の会場と講座の様子



健康まつりでの私達のコーナーでは出汁の良さ
大切さを体験してもらいました



講座を受講して“働き世代の方々の感想”

• 朝食のことを聞けて良かったです。

• 血圧上昇の仕組みがよくわかりました。

• 毎日カップラーメンを食べているので、これを機に食生活を見直して
みます。

• 減塩の重要性が理解できた。

• ふだんのみそ汁を気をつけようと思った。

• 来てよかったです。

• 日々の生活の中でなかなか健康について考える事がないので、改
めないとな、と思いました。・・・等



１１月実施生涯骨太クッキング
• 目的

20歳代から50歳代の働き盛りでカルシウム不足が目立つが、特に食の細くなる
高齢者に摂取効率の良い牛乳・乳製品を摂ることを普及させる。

• 実施内容

生活習慣病について。ロコモ予防でのタンパク摂取、カルシウム、ビタミンⅮ、K
摂取の重要性の話しと調理講習

• 参加者の感想

○牛製品を使ってのお料理美味しく家でも作ってみます。○すぐに出来そうで勉強になりました。

○カルシウムが沢山の献立で彩り豊富で美味しいです。○初めて参加しました。家で作ります。

○いろんな野菜が入って栄養面を考えられた料理で、味もよかったです。



生涯骨太クッキングで提供した食事

たらのフリット ヨーグルトソース添え

彩りサラダ

厚揚げと野菜のチーズ炒め

甘酒プリン

＜一食分栄養価＞

エネルギー ８３４Kcal
たんぱく質 ４１．７ｇ

脂質 ５０．７ｇ

カルシウム ５５４㎎

食塩相当量 ３．８ｇ



１２月学習会「食と健康を考えませんか」
・・・健やかな生活を送るには・・・

○健康情報それホント？（ヘルスリテラシーを考えよう）沼田典子（管理栄養士）

ヘルスリテラシーは健康や医療に関する情報を入手し、理解し、評価して活用

するための知識、意欲、能力。ヘルスリテラシーを高めることは豊かな生活に繋

がる。１．健康情報を調べるとき、信頼性はどうチェックする ２．健康食品や健

康器具を買うときは ３．病気で医者にかかるとき･･･賢い患者になるには

○健康食品で健康は買えない 藤岡鉄男（健康食品管理士）

食品の持つ機能（医食同源）。保健機能食品とは何か。どのように利用すべき

か（健康食品の正しい利用法･･･有名人・専門家？・体験談に騙されてはダメ・

体に良い成分でも利用の仕方を間違うと問題（摂取量の問題）。「いわゆる健康

食品」には無効なものや危険なものがある。



食と健康を考える学習会



「食と健康を考える学習会」参加者感想

• 世の中いろんな情報がありますが自分で判断して決めたいと思います。

• テレビを見てたら「サプリを買わなきゃ！」って気持ちにさせられる。ちゃんと考え
たいと思います。

• 健康食品について、問題点というものがたくさんあるという事がわかりました。

• 新医者にかかる１０か条はすぐに母に伝えようと思います。とても勉強になりま
した。

• たくさんの資料、知識をいただきました。とても有意義な時間でした。

• ヘルスリテラシーという言葉を初めて知りました。ヘルスメイトの活動もそれにあ
たると思い、今後も頑張って行こうと思います。

• 健康情報、それホントを聞かせて頂き、よく理解し、うまく活用する必要性を考え
ていきたいと思います。



平成３０年度の当会の活動のまとめ（１）

２０１８年

４月 定期総会 さやま池まつり １１月 献立研修 健康まつり

５月 企業によるセミナー 働き世代のための生活習慣病

６月 学習会 予防ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座

７月 献立研修 生涯骨太クッキング

８月 夏休みふれあい親子クッキング １２月 食と健康を考える学習会

９月 社会見学会 ２０１９年

１０月 献立研修 ２月 献立研修

３月 会員学習会・反省会

○ピカピカ歯みがき教室６回 ○市民活動団体交流 ○福祉施設ボランティア



平成３０年度の当会の活動のまとめ（２）
• 平成３０年度の事業体制 ４班 ２４名（欠席１名を除く）

• 健康まつりでの試食者を含む報告５事業への参加者

会員６４名 一般参加 ３１５名

• 事業の進め方

各班が２事業を受け持つ

＜調理研修担当班＞

担当内容決定⇒試作⇒会員による献立研修⇒反省と改善⇒調理研修指導

＜学習会担当班＞

学習内容検討⇒講師等依頼⇒当日準備⇒当日の進行⇒反省会

＜役員＞

役員担当の場合の上記準備

会場依頼、レシピ・資料準備、受付、会計その他

•



最後に・・・更なる飛躍に向けて

反省すべき点も多々あったが、調理研修だけ
でなく、今回実施した運動や食と健康の学習会
でも参加者の方から積極的なご意見が寄せられ、
今後の会運営に大きなプラスとなったと考えます。
これを力として今年度さらなる飛躍を遂げたいと
考えます。

今後ともよろしくお願いいたします
大阪狭山市食生活改善推進協議会
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