市の保健師や栄養士が、健康に関する情報をお届けするコー
ナーです。皆さんの元気と健康づくりにお役立てください。

元気応援だより

子育て支援センターだより

け︒自宅の整骨院に来院する

結びつきを感じたのがきっか

めて知りました︒野菜や海

﹁マツモは久慈に来て初

上々のすべり出し

とで︑皆さんにも地元の良

草︑魚に肉など︑久慈は本

やケガなどにもかかわってい

さを楽しんでほしいです﹂
︒

患者さんやその家族と接する

ジュニア野菜ソムリエ資格者

ると考えるようになりました︒

アロマインストラクター

野菜ソムリエの資格を持つ

８人と﹁久慈やさいソムリエ

﹁ 人 は 一 生︑ 食 べ る こ と と

資格も持つ山本さんは︑特

当に食材が豊か︒食べるこ

の会﹂を結成︒野菜のおいし

付き合っていきます︒味や食

に香りの効果に注目︒活動

うちに︑食生活の乱れが病気

い食べ方を紹介しようと︑９

感︑香りなど︑食は五感に訴

に意欲をみなぎらせます︒

山本由佳子さんは今年４月︑

月 日に︑市内で１日レスト

えるもの︒もっと食の力を学

も変わります︒栄養素やカ

ランを開きました︒

市内で開かれた養成講座を

ロリーなどの数字だけにこ

﹁ 香 り で 脳 も︑ 食 べ て 体

性豊かで頼もしい仲間がそろ

受講して資格を取得︒野菜が

だ わ ら ず︑ 頭 も 体 も 喜 び︑

びたいと思ったんです﹂
︒

いました︒まずは一歩︑動き

体にもたらす効果や︑流通な

作っても楽しい食を提案し

﹁ 看 護 師 や 栄 養 士 な ど︑ 個

出せて良かったです﹂
︒

ども学ぶうち︑食への関心は

仲間と工夫を凝らしたメニ

満面に笑みを広げ︑生き

生きと語る山本さんは︑内

面から輝いて見えました︒

ていきたいです﹂
︒

食は健康と輝く源

青森県むつ市出身の山本さ

一層高まっていきました︒

ュー８品は︑お客さんからも

好評︒上々のすべり出しに︑

手ごたえを実感しました︒

29

演奏に集中。心地よい音色が響きます

コカリナ︵木でできたオカ

木のぬくもりが感じられるコカリナ

リナ︶の演奏を楽しんでいる

コカリナしおさいの会︒小学

校などで演奏を披露するなど︑

コカリナの魅力と楽しさを広

めようと活動しています︒

﹁初めての方でも手軽に演

奏できる楽器︒木によって音

色が違うところも魅力です

10

ね﹂と代表の長林洋子さん︒

毎月第１・第３火曜日 時

から中央公民館で活動︒皆さ

中央公民館

んも温かい木の楽器にふれて

53

市内で元気に活動している団体やサークルなどを紹介するコーナ
ーです。皆さんも活動に参加して仲間の輪を広げてみませんか？

広報くじ№112

山本さんが野菜ソムリエを

（長林洋子代表・７人）

医食同源︒健康と輝きの

コカリナ
しおさいの会

みませんか︒

《山形図書館 ☎72−3711》
■開館…10〜18時
●図書館まつり…読書チャレンジ表彰式、手作りしお
り教室、図書館クイズ大会など 11／７㈰10：00〜

Proﬁle
やまもと・ゆかこ／青森県むつ
市出身。実践女子短期大学卒。
東京都の貿易会社勤務を経て、
結婚を機に久慈市に。山本整骨
院を営む夫の勝博さんと２人暮
らし。趣味は読書。アロマイン
ストラクターとしても活躍中。

「初めての方でも
手軽にできます」

☎ ︱４６０６

《市立図書館 ☎53−4605》
■開館…９〜18時（土日は17時まで）
●企画展・妖怪・おばけ大集合…開催中〜11／14㈰
●巡回展・歴史探訪（九戸の乱）…11／５㈮〜14㈰
●むかしばなしを聞く会…11／６㈯14：00〜
●図書館えいがかい…11／13㈯①10：00〜②15：00〜
●チビッコの部屋…①11／13㈯②27㈯14：00〜

仲間のWA！

んは結婚を機に久慈市に移住︒

■休館日 ･･･ 月曜日、祝日（祝日が月曜日に重なる場
合は翌日も休館します）、毎月末日

久慈やさいソムリエの会の皆さん

わ

目指したのは︑食と体の強い

（旭町・51歳）

源になる楽しい食を︑山本

はかるバロメーターの一つで

山本 由佳子さん
客観的な視点から︑久慈の食

皆さんは今︑健康づくりに

す︒しかし久慈市の健診受診

こ

「未来へ伝えたい日本の伝統料理」
後藤真樹／著
小峰書店
山形町の「まめぶ」をはじめ、秋
の味覚を使った日本各地に伝わる郷
土料理を紹介。調理方法や、その料
理が生まれた歴史なども解説されて
いる家族みんなで学べる１冊です。

21

か

さんは発信し続けます︒

健康

26

ゆ

材に太鼓判を押します︒

取り組んでいますか？

率はわずか
％で︑県内でも

を大切にすることは︑自分の

％台

10

最下位に近い状況です︒特に

50

ためだけでなく︑医療費を抑

40

歳代の受診率は

受診率が低いと︑久慈市の

〜

度を守ることにつながります︒

支出が増える仕組みになって

え︑みんなのお金と支え合い

国保特定健診では糖尿病・

おり︑皆さんの保険料にも影

と︑極端に低くなっています︒

脂質異常・肝機能について血

響が出てきます︒久慈地区で

11

で成り立っている医療保険制

液検査などを行っています︒

月から健診が始まります

が︑今からでも受け付け可能

は

検査を市独自に実施︒充実し

です︒自分の健康状態をチェ

さらに心電図・貧血・眼底の

た健診内容になっています︒

植村花菜／文 とりごえまり／絵
講談社
話題の歌「トイレの神様」が絵本に。
おばあちゃんの魔法の言葉で、嫌い
だったトイレ掃除が大好きになった
―。植村花菜さんが最愛の祖母への
思いをつづった心温まる一冊です。

ックするため︑ぜひ特定健診

「トイレの神様」

健診を受ける人の割合は︑

11月のオススメ図書

久慈やさいソムリエの会代表

人

輝く

問 保健推進課☎61 3315

を受けましょう！

図書館だより

《山形図書館》

ぜひ受診
しましょう！

きらり

遠川君子主任保健師

10：30〜11：30
10：30〜11：30
10：00〜12：30
10：00〜11：30
13：30〜15：30

■利用案内（☎52−3210）■
●対象…就学前の児童とその保護者●利用時間…月〜金
曜日８時30分〜17時（土曜日は８時30分〜13時30分）●
お休み…土曜日の午後、日曜日、祝祭日●利用料…無料

《市立図書館》

特定健診で
健康チェック

10：00〜11：30
13：30〜15：30
11：00〜
10：00〜12：30
10：30〜11：00
12：00〜15：00

皆さんの健康に対する意識を

■11月・12月前半の予定■
◎11／９㈫ 一緒にあそぼう！（山形町で）
◎11／10㈬ 赤ちゃんサロン
◎11／11㈭ うさこちゃんの部屋
◎11／12㈮ あそびの教室
◎11／17㈬ 絵本の読み聞かせ
◎11／18㈭ よちよちたいむ
◎11／20㈯ 男性保育士連チーム
ファンタジスタショー
◎11／24㈬ ひよこ教室
◎11／26㈮ あそびの教室
◎11／29㈪ 園庭開放・小久慈保育園
◎12／１㈬ 赤ちゃんサロン

一生かかわる食の力
頭も体も喜ぶ食を
提案したい―

ま い

く じ

ら い ふ

MY ★ KUJI LIFE

ザック・ブランハムさん

は消えました。勉強とアメリカ文化への
興味も感じ、とてもうれしかったです！
日本に行くことは、昔からの夢の一つ。
今まで見た山や海の中で、一番美しい
久慈に行く機会があると大学から聞いて
のは岩手県。感動させる景色や久慈の皆
迷わず申し込みました。学校で英語を教
さんの優しさで、すばらしい経験ができ
え始めたときは、さすがに緊張しました
ています。来てからまだ３カ月間ですが、
が、明るい子どもたちに会ってすぐ悩み
久慈での思い出は一生忘れられません。

興味を感じてうれしい！

市内の小・中学校で英語を教えている市の英語指導助手の皆さん
が、久慈市で生活して感じたことなどを紹介するコーナーです。

2010.11.１号

20

