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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。
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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：「椅子を使った簡単スクワット」
スクワットは、膝に負担がかからないように、膝がつま先
より前に出ないようにすることがポイントです。
1） お尻を引いて立ちます。
2） 太ももの力を使いながら、ゆっくり座っていきます。
3） 椅子から立ちあがるときは、できるだけ関節を伸ば

してまっすぐ立ちます。この動きを５～ 10 回繰り返
します。

おうち de 健康体操
動画はこちら→

日程 イベント名 時間 会場
4月

4日 火
ストレッチ教室 10:00 ～11:00 日和佐公民館
手芸講座 13:30 ～15:30 木岐公民館

5日 水
総合相談（すごろく） 10:00 ～12:00 山河内公民館
ノルディック・ウォーク 14:00 ～16:00 日和佐公民館

6日 木 リハビリ体操 13:00 ～15:00 由岐公民館
7日 金 太極拳   9:00 ～ ９:50 日和佐公民館
10日 月 いきいき体操 13:00 ～15:00 由岐公民館
11日 火 ストレッチ教室 10:00 ～11:00 日和佐公民館
12日 水 総合相談（体操） 13:30 ～15:30 赤松集会所
13日 木 ノルディック・ウォーク   9:30 ～11:30 由岐公民館

14日 金
手芸講座 13:30 ～15:30 日和佐公民館
総合相談（腸の話） 13:30 ～15:30 阿部公民館

18日 火
ストレッチ教室 10:00 ～11:00 日和佐公民館
総合相談（栄養の話） 13:30 ～15:30 志和岐公民館

20日 木 いきいき体操 13:00 ～15:00 日和佐公民館
21日 金 太極拳   9:00 ～ ９:50 日和佐公民館
25日 火 ストレッチ教室 10:00 ～11:00 日和佐公民館
27日 木 リハビリ体操 13:00 ～15:00 日和佐公民館
28日 金 総合相談（体操） 13:30 ～ 15:30 木岐公民館

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☎ 0884-77-1171

日程 イベント名 時間 会場
3月 15日 水 健診結果説明会   9:30 ～ 10:00 美波町医療保健センター

17日 金 こころの相談 時間帯予約 日和佐隣保館
22日 水 けんこう運動教室 13:30 ～ 14:30 日和佐公民館

4月 10日 月 こころの相談 時間帯予約 日和佐隣保館

14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

26日 水
乳がん検診   8:30 ～ 11:30 日和佐公民館
子宮がん検診 10:00 ～ 11:00 日和佐公民館

28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☎ 0884-77-3621

　うす味にするほうが健康に良いことはわかっているけど、味の好
みは急に変えられない、美味しくない…と二の足を踏んでしまいま
すが、実はちょっとした工夫で減塩することができます。

　急にうす味にすると、おそらく料理をおいしく感じられないということも…。ま
ずは、目分量で味付けしているならば、普段の調味料を計ってみましょう。

●ステップ①：材料や調味料を計ってみましょう

　今までの味付けから少しづつ調味料を減らして味を薄くし、その味に慣れたら
さらにうす味にしていくことで徐々に減塩すると無理なく美味しく減塩できます。
1 ～ 2 週間でうす味に慣れてくるといわれています。

●ステップ②：調味料は徐々に減らしていきましょう

　1）�水気をしっかり切る
　　 食材が水っぽいと味がぼんやりします。水気をしっかり切ることで味を凝縮して

感じることができます。また、野菜はゆでるより、レンジ加熱や蒸す方が水っ
ぽくならないのでおススメ。

　2）�食材の切り方を工夫してみましょう
　　 たとえば、きんぴらごぼうは、ごぼうを輪切りにするより千切りにすることで

味がよくなじむようになります。サラダに使う大根や人参は、繊維にそって
切ることで水気が出にくくなるので味が薄まりません。

　3）�味付けは表面だけ
　　 味付けは表面にだけつけると濃い味を感じられます。煮物や照り焼きなどは

できるでけ表面だけに味をつけるようにします。料理が仕上がる直前に調味
して短時間で絡めてみましょう。

●ステップ③：調味法をひと工夫

▶保健師からアドバイス！
　減塩に取り組もうというとき、3 回の食事すべ
てで取り組むのはハードルが高いですよね。減塩
を始めるならまずは、朝食から始めるのが効果的
です。3 食のうちでも最も減塩の効果があるのは、
朝食と言われています。朝食に塩分を多くとると
日中の血圧が上がりやすくなるという報告も…。

　令和 3 年度特定健診について全国での集計が終わりました。美波町の受診率は過
去最高の 55.8％になりました。健診を受けていただきありがとうございました。
　健診の結果、美波町は徳島県のなかでもメタボに該当する方が多いことがわかって
きました。メタボとは、「腹囲基準以上」と「高血圧、高血糖、高脂血症のいずれか
2 つ」が該当した状態のことをいいます。みなみうす塩プ
ロジェクトで紹介している「減塩」は、高血圧だけでなくメ
タボとも深い関係があることが報告されています。次回の
みなみうす塩プロジェクトで詳しく紹介していきます。

美波町は
メタボが多い！？

みなみうす塩
プロジェクト
- おいしく減塩のススメ -

「できることから少しずつ」が成功のコツ！！

年度 美波町における
メタボ割合（県内）

H29 ワースト 3 位
H30 ワースト 1 位
R1 ワースト 2 位
R2 ワースト 2 位
R3 ワースト 1 位


