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いきいき
健康情報

いきいきと健康的な生活を過
ごすため、美波町健康増進課
や福祉課による健康情報をご
紹介します。

Health Information

実はすごい！「唾液」の働き

唾液の分泌を増やす「唾液腺マッサージ」

　フレイル予防に大切な口腔の健康に欠かせないのが唾液です。唾液は、口の
中の唾液腺から、成人で 1 日約 1 ～ 1.5ℓ分泌され、無意識のうちに様々な
働きをしてくれています。

1）口の中の健康維持
　唾液が口の中の粘膜や歯を覆うことで細菌による刺激や感染、歯の摩耗など
を防いでくれます。また、唾液には、抗菌作用もあり、口内に侵入した細菌の
増殖を抑制してくれます。

2）食事や会話をしやすく
　唾液のうるおいにより、舌や喉の動きが滑らかになり、食事や会話がスムー
ズになります。

3）虫歯の予防
　1 日 1ℓ以上も分泌される唾液により、口内細菌や食べ物のカスを洗い流し
虫歯の予防に繋がります。

唾液腺を刺激することで、唾液の分泌量が増加します。
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日程 イベント名 時間 会場
1月 5日 木 リハビリ体操 13:00 ～15:00 由岐公民館

10日 火
ストレッチ教室 10:30 ～11:30 日和佐公民館
ノルディック・ウォーク 14:00 ～16:00 日和佐公民館
手芸講座 13:30 ～15:30 木岐公民館

11日 水 総合相談（栄養のお話） 13:30 ～15:30 赤松集会所
12日 木 ノルディック・ウォーク   9:30 ～11:30 由岐公民館

13日 金
太極拳   9:00 ～ 日和佐公民館
手芸講座 13:30 ～15:30 日和佐公民館

16日 月 太極拳   9:00 ～ 由岐公民館

17日 火
ストレッチ教室 10:30 ～11:30 日和佐公民館
総合相談（交通安全） 13:30 ～15:30 志和岐公民館

18日 水 脳若返り教室 14:00 ～15:00 デイサービスセンター竜宮
19日 木 いきいき体操 13:00 ～15:00 日和佐公民館
20日 金 太極拳   9:00 ～ 日和佐公民館

23日 月
太極拳   9:00 ～ 由岐公民館
いきいき体操 13:00 ～15:00 由岐公民館

24日 火
ストレッチ教室 10:30 ～11:30 日和佐公民館
総合相談（心の健康） 13:30 ～15:30 大戸公民館

26日 木 リハビリ体操 13:00 ～ 15:00 日和佐公民館
27日 金 総合相談（体操） 13:30 ～ 15:30 木岐公民館
31日 火 ストレッチ教室 10:30 ～ 11:30 日和佐公民館

地域包括支援センター行事予定 【お問い合わせ】地域包括支援センター☎ 77-1171
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日程 イベント名 時間 会場
12月

16日 金 女性とこどものケアルーム
10:00 ～11:30 児童館
13:00 ～16:00 美波町医療保健センター

21日 水 健診結果説明会   9:30 ～10:00 美波町医療保健センター
1月

6日 金
乳児健診 個別にお知らせします 日和佐公民館
女性とこどものケアルーム 13:00 ～16:00 美波町医療保健センター

12日 木 こころの相談 時間帯予約 隣保館

18日 水
女性のがん検診（乳がん）   9:00 ～ 12:00 日和佐公民館
女性のがん検診（子宮頚がん） 10:00 ～ 11:00 日和佐公民館
健診結果説明会   9:30 ～10:00 美波町医療保健センター

26日 木
女性のがん検診（乳がん）   9:00 ～ 12:00 由岐公民館
女性のがん検診（子宮頚がん） 10:00 ～ 11:00 由岐公民館

27日 金 乳児・1 歳 6 か月児・3 歳児健診 個別にお知らせします 日和佐公民館
※特定健診の結果説明会は、受診者の皆さんに個別にお知らせします。

保健事業一覧 ※事前予約が必要です。 【お問い合わせ】健康増進課☎ 77-3621

【お問い合わせ】役場福祉課☎ 77-3614

▶手術前では虫歯治療が優先される？
　口の中に悪い菌が多いと、体の他の場所の感染
源になりかねないため、大きな手術の前などでは、
虫歯治療が優先される場合があります。定期的な
虫歯健診をしてください。

おうち de 健康体操！！
日々の健康づくりのため、健康増進
課保健師がオススメする自宅で簡単
にできる「おうち de 健康体操」の

一部をご紹介します。

今回の体操：「貯筋運動～太もも編～」
▶太ももの前と膝裏の筋肉を鍛えます
1） 椅子に浅く座り背筋をピンと伸ばします。
2） 3 秒かけ膝を伸ばし、真っすぐになった

ところで足首を体の方へ曲げます。
3） 3 秒数えながら、膝を元の位置に戻し

ます。左右の足で 4 回行います。
おうち de 健康体操
動画はこちら→

　寒くなってきてお鍋や汁物
がおいしい季節になりました
ね。カラダも温まりますし、
いろいろな食品が取れて食べ
やすいのが鍋料理や汁物の特
徴です。いつものお鍋をカラ
ダにやさしくパワーアップさせ
るポイントをご紹介します。

はじめよう
フレイル対策

- 口腔編 -

鍋物一つで
バランス食!!

カラダ一口メモ ▶タンパク質となる食材を入れましょう
　ビタミン、ミネラルなど栄養バランスが良くなります。
▶緑黄色野菜をプラス
　ビタミン摂取による抗酸化作用がアップ！！
▶キノコ追加でパワーアップ
　食物繊維が多く含まれており、腸内環境が整います。
▶お汁は飲み干さないで
　お汁を飲み干すと塩分の摂り過ぎにつながります。

親指以外の 4 本の指を耳
の前の頬に押し当てくるく
る回す。

親指をあごの骨の内側に
あて耳の下からあごの下
まで押す。

両手の親指を揃えてあご
の真下から上へと押し上
げる。


