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1日6000歩！

健康保険証発行元

千葉市国民健康保険 千葉市健康支援課健康診査指導班
電話 043（238）9926

※対象者の方には受診券をお送りしています。見当たらない方はご連絡ください。

電話 043（308）0525

その他の健康保険証 健康保険証発行元に直接お問い合わせください。

後期高齢者医療広域連合
（75歳以上の方が加入）

全国健康保険協会
  千葉支部（協会けんぽ）

連  絡  先

稲毛保健福祉センター健康課 健診を受けましょう!　防ごう！オーラルフレイル!

オーラルフレイル

調味料いらずかんたん！減塩レシピ始めよう！減塩生活！

〒263-8550

FAX:043-284-6496
E-mail : kenko.INA@city.chiba.lg.jp

　

　健康課では、区民の皆様の健康づくりのため、各種教室、相談や申請
受付を行っています。詳しくは各班へお問い合わせください。毎月１日
発行の市政だより、千葉市ホームページでもご案内しています。

　千葉市に住民登録がある方を対象にがん検診等の各種検診を実施しています。
受診するには、受診券が必要です。お手元に受診券がない方は、健康支援課
検診班までお問い合わせください。

糖尿病などの生活習慣病予防を目的とした健診です。
特定健康診査は、健康保険証の発行元が実施します。

※胃がん検診で内視鏡検査を選択した場合、翌年度の
　胃がん検診（エックス線検査を含む）はお休みです。

がん検診等がん検診等●

●

がん検診 その他の検診

特定健康診査・健康診査（40歳以上の方へ）特定健康診査・健康診査（40歳以上の方へ）

自宅でお口の体操にチャレンジ!自宅でお口の体操にチャレンジ!自宅でお口の体操にチャレンジ!自宅でお口の体操にチャレンジ!

食塩を減らしましょう食塩を減らしましょう

■がん検診等の申込・問合せ先

　

　

　

すこやか親子班 TEL：043-284-6493
●母子健康手帳の交付　 ●乳幼児健康診査　 ●母親＆父親学級
●育児に関する相談・講演会・育児サークル　●家庭訪問 
●特定不妊治療費助成申請の受付　●産後ケア事業登録申請の受付
●里帰り等妊婦一般健康診査助成申請の受付
●自立支援医療費（育成医療）・未熟児養育医療給付申請の受付 

健康づくり班 TEL：043-284-6494

●健康づくりや介護予防に関する講演会・教室・相談
●食生活・栄養に関する教室・相談  ●女性のための健康相談　●家庭訪問　
●歯科口腔保健に関する教室・相談  ●禁煙サポート　●禁煙外来治療費助成

 
こころと難病の相談班 TEL：043-284-6495
●精神保健福祉相談　●デイケアクラブ
●精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費（精神通院）助成申請の受付
●特定医療費（指定難病）助成申請の受付
●小児慢性特定疾病医療費助成申請の受付　
●肝炎治療医療費助成申請の受付

健康づくり応援店を活用しましょう

ホームページ 検索千葉市　健康づくり応援店

健康課とともに活動している地域の方々

健康づくり班からのご案内健康づくり班からのご案内

“COPD”（慢性閉塞性肺疾患）を知っていますか？

　健康づくり応援店』とは、ご自身の健康状態にあった
ものを選択できるように、栄養成分表示（エネルギー
及び食塩相当量）や健康に関する情報などを提供して
いるお店です。皆さんの健康づくりをお手伝いして
くれるお店として、外食や惣菜などを利用する際に、
ぜひご活用ください。

　COPDは、たばこの煙などの有害物質が
原因で肺が炎症を起こし、呼吸がしにくく
なる病気です。咳や痰から始まり、息切れ、
呼吸困難へと徐々に進行します。

歩 ！！！ぽぽぽっっっいいいのののたたたなななあああ毛毛毛稲稲稲けけけ歩歩歩
～健康のために今できること～

～あなたの生活習慣をチェック！～～あなたの生活習慣をチェック！～

千葉市稲毛区穴川4丁目12番4号

健康づくり支援マップ
稲毛

令和3年度  講演会
生活習慣病予防・介護予防・歯科等に関する講演会を予定しています。
日時や詳細は、市政だより稲毛区版・ホームページをご覧ください。

日 程 内　　　　容

もっと知りたい、血圧のこと

本当は多い！? 泌尿器トラブル

今から筋力アップ教室

キレイのための健康講座

目指せ！腸活美人

血糖値が気になる方へ

元気なうちから知っておきたい在宅医療

歯周病と糖尿病の深～い関係

6月

7月

9月

10月

11月

令和3年6月発行　千葉市

『歩け稲毛あなたのいっぽ！』は、稲毛区の健康スローガンです。健康のために今できる一歩を踏み出し、
望ましい生活習慣を毎日積み重ねて欲しいという思いを込めて、4つの「ほ」を提案しています。

チェックが多いほど、健康度アップ！ 

さらに詳しい情報を、下の 　　　　　　　　 で見てみよう！●かんたん！減塩レシピ紹介
●ウオーキングコース、運動自主グループの紹介

稲毛区健康スローガン

～健康のために今できること～

歩け稲毛 あなたのいっぽ!歩け稲毛 あなたのいっぽ!

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期になる可能性があります。

健康支援課　検診班
　TEL：043-238-1794 　FAX：043-238-9946
稲毛保健福祉センター健康課　健康づくり班
　TEL：043-284-6494 　FAX：043-284-6496

検索稲毛区健康課

【母子健康包括支援センター】TEL：043（284）8130
妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援します。

　健康課の看護師・保健師があなた
に合った禁煙方法を一緒に探します。
禁煙のコツなどお得な情報もお伝え
できます。
ぜひお気軽にご相談ください。

　妊婦もしくは15歳以下の子どもと
一緒に住んでいる千葉市民の方は
禁煙外来でかかった治療費の一部
助成が受けられます。

詳しくはこちら →

今からでも遅くない！たばこをやめたいと思ったら…今からでも遅くない！たばこをやめたいと思ったら…

千葉市子どもを守る禁煙外来
治療費助成事業

千葉市子どもを守る禁煙外来
治療費助成事業

千葉市　いきいき体操

【禁煙相談のご案内】

▼医療機関で禁煙治療を受ける
　（一定の条件に当てはまる場合は保険診療が可能です）

▼薬局・薬店でニコチンガムやニコチンパッチを購入する

▼周囲の人に禁煙にチャレンジすると宣言してみる

▼市の禁煙相談を利用する　など

自分にあった方法を知り、禁煙にチャレンジしましょう

火事の心配がなくなった

体力が向上した気がする
やめて良かった

喫煙所を探す手間がなくなった

たばこ代を
貯金や家族のために
使えるようになった

ほっ

ほっ ほっ

予約制

千葉市民の食塩摂取量（1日当たり）11.1g
食塩のとり過ぎは高血圧や心疾患など生活習慣病のリスクを高めます。

かぼちゃの小豆あえ

薄味を補うためのポイント ～塩味に代わる味を料理にプラス～

ＳＴＯＰ!!
受動喫煙!!

※健康づくり支援マップに関するお問い合わせはこちらまで。

食生活改善推進員
（愛称：ヘルスメイト）

地域保健推進員

　千葉市が主催する養成講座を修了し、
市長から委嘱を受け、地域の健康づくりの
ために「食」をとおしたボランティア活動
を行っています。
　食生活改善推進員による料理講習会に
関するお問い合わせ、活動の依頼などは、
健康づくり班までご連絡ください。

　町内自治会長等より推薦され、市長から
委嘱を受け、地域の身近な相談役として、
主に生後２か月の赤ちゃんのいるご家庭への
訪問、育児サークルへの協力などを行って
います。

歩 保 補 ほっ

●麺の汁は残す●麺の汁は残す ●「かける」から「つける」に変える●「かける」から「つける」に変える ●味噌汁は具沢山に作る●味噌汁は具沢山に作る

汁の量が減り減塩になる汁の量が減り減塩になる

※健やか未来都市ちばプラン中間評価（平成30年3月）より※健やか未来都市ちばプラン中間評価（平成30年3月）より

汁を残すと汁を残すと

約2g減塩約2g減塩

●う ま 味●う ま 味 ●風　味●風　味

千  葉  市

おうちで

肘で大きな円を描くように
ゆっくり動かしましょう

足裏と甲のマッサージ ふくらはぎのマッサージ

肩甲骨周りのストレッチ

各4回

身体を動かして、健康寿命をのばしましょう！

問い合わせ先 ●健康課  健康づくり班　TEL： 043-284-6494

ちばし いきいき体操ちばし いきいき体操
　DVDを観ながら重りを使って行う
筋力・口腔機能向上のための簡単な
体操です。
　稲毛保健福祉センターで体験版を
実施しています。地域の会場での開催
も可能です。詳しくは健康課にお問い
合わせください。

問い合わせ先 ●シニアリーダー事務局　TEL： 043-300-3356
●健　康　推　進　課　TEL： 043-245-5146

あんしんケアセンターでも、体操教室を実施しています。
地域ごとのあんしんケアセンターにお問い合わせください。

シニアリーダー体操シニアリーダー体操
　介護予防のための知識や運動指導の
技術を学んだボランティア（シニア
リーダー）が、公民館などで体操教室を
開催しています。

開催場所等については、市ホームページもしくはシニアリーダー事務局まで
お問い合わせください。

千葉市では、さまざまな世代の皆さんが、自分にあった健康づくりができるよう、
身近な地域の健康づくり情報をお伝えしています。

令和2年度 ウォーキングイベントにて撮影

片頬を膨らませる
　（左右とも）

両頬を膨らませる 両頬をへこませる

舌を上へ 下へ 右へ 左へ

稲毛区内で禁煙に成功した方の声

第3次千葉市食育推進計画を策定し、食育を推進しています

食育推進キャッチフレーズ

ほっとストレッチ

前から後ろへ
肩回し

痛気持ちいい
程度で

ひねりながら
上に

上に流す

後ろから前へ
肩回し

右へ体ひねり 左へ体ひねり

息を止めずに
ゆったりと深呼吸

お腹・腰のストレッチ

～おいしいね、たのしいね、たべるってだいじだね～～おいしいね、たのしいね、たべるってだいじだね～

　薄味を補う決め手は、うま味、酸味、風味！
「食塩のとり過ぎ」を美味しく解決してみませんか？

□ 歩きやすい靴で外出している

□ エスカレーター・エレベーターより階段を使う

□ 歩いて出かけることが好き

□ 定期的に体重を測っている
□ 毎年、特定健診・がん検診・歯科健診を受けている
□ 歯間ブラシやフロスを使って歯の手入れをしている

□ 毎日朝食を食べている

□ 食事のバランスを意識している

□ 減塩を心がけている
（食塩の多い食品を控える・うま味や酸味を利用する）

□ タバコを吸っていない

□ 朝の目覚めは毎日爽やか！

□ ほっと一息入れる時間がある

歩歩ほほ

保ほ保ほ

保ほ

補

補ほ

ほ

健やか未来都市ちばプラン令和3年度推進テーマ健やか未来都市ちばプラン令和3年度推進テーマ「子どももおとなも健康づくりに取り組もう」「子どももおとなも健康づくりに取り組もう」

酢、ゆず、レモンなど

昆布 香 辛 料
カレー粉、からし、
わさび、しょうが、
とうがらし など

香味野菜
しそ、ねぎ、
にんにく、みょうが、
パセリ など

●酸　味

かつお節

干ししいたけ

毎　　年

2年に1度

5年ごと

過去に未受診の方

5年に1度

毎　　年

肺がん

大腸がん

胃がん（エックス線検査）※

子宮がん

乳がん

胃がん（胃内視鏡）※

前立腺がん

40歳以上

20歳以上の女性

30歳以上の女性

50歳以上で偶数歳

50歳以上の男性

20～39歳

40歳以上

胃がんリスク検査
（ピロリ菌検査）

肝炎検診

40歳～70歳の
女性

40歳～70歳

骨粗しょう症検診

歯周病検診

40歳以上
【問合せ先】千葉市歯科医師会
電話043（242）2982

口腔がん検診
定員2,000人（先着順）

・発音がはっきりします
・食べこぼしを防ぎます

・発音がはっきりします
・唾液も出やすくなります

男性7.5g未満 女性6.5g未満１日の食塩摂取目標量　
※日本人の食事摂取基準2020年版

2回 2回 1回1回

各20回

オ

内容：骨盤体操・スクワット・
　　   腹筋・背筋・脳トレ など

固いものが食べにくくなった
むせるようになった

お口の体操動画を、YouTubeにて配信中！

● 夜歩くときはできるだけ明るい道を選ぶ

● 水分補給を忘れずに

● ウオーキング前と後にはストレッチをする

● ウオーキング記録をつけてみる

◎徒歩で
　お買い物へ

◎家族や
　友人と一緒に

◎エスカレーター、
　エレベーターより
　階段を利用する

◎歩きながら
　街の魅力を再発見

ウオーキングには生活習慣病の
予防やリラックス効果など、
メリットがたくさんあります。

緑黄色野菜のかぼちゃと
小豆で、減塩しながら
ビタミンAと食物繊維が
手軽にとれる一品です！

あなたのライフスタイルに＋10分、
歩く時間を増やしてみませんか？

◎通勤時に
　一駅分歩いてみる

● 物足りなさを感じたら、インターバル速歩に
　トライしてみる

● ちばしウオーキングポイントに登録して
　モチベーションUP！

ウオーキングを安全に効果的に継続していくために…

協力：NPO法人ちば歩こう会

＜顔のトレーニング（2回）＞

毎日やると効果的です

＜舌のトレーニング（2回）＞ 口を開けて舌を出し、動かす

★できるだけ遠くまで

★口をしっかり閉じて行う

一つでも
当てはまれば
危険信号!口が渇く・においが気になる

滑舌が悪くなった

オーラルフレイルを放置すると、全身の健康に影響する可能性が
あります！

このようなお口の衰えを、 といいます。

✔

✔

✔

✔

　（ゆっくり歩きと速歩きを数分間ずつ交互に行う）

（詳しくは裏面）

外出自粛によるストレスを感じている方も多いのでは？
おうちの中でできるストレッチをとりいれて、
リラックスタイムを作りましょう！

・かぼちゃ（冷凍かぼちゃでも良い）
・小豆缶詰

160g
60g

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①かぼちゃは一口大に切り、水で濡らしてから
　ラップをして電子レンジで2～3分加熱する。
  （冷凍なら3～4分程度）
②かぼちゃをつぶしながら小豆缶詰とあえる。

栄養価 1人分 エネルギー  132kcal たんぱく質  3.1g
脂　　　質  0.4g 炭 水 化 物  29.6g
食塩相当量  0.1g

作    り    方

材  料（2人分）


