
　市では、地域で健康づくりを進めてい
る保健推進員と協働し、健康ウォーキン
グマップを作成しました。
　マップを活用し、身近な場所での
ウォーキングを通して、楽しみながら健

康づくりに取り組んでいただきたいと思います。

■問い合わせ先／市健康増進課 健康予防係 ☎21-1212

■対象者／市内に住所を有する、または市内事業所に
勤務する 20 歳以上の方
■セミナー内容／各世代に応じた運動・栄養講話を行
います。
      　世　　代 　    　　開催時期    コース①・②

ヤング（20 ～ 39 歳）　9～ 11月　①平日夜間 ②休日
　　　　　　　　　　　（申込 7/16 ～ 8/28）

ミドル（40 ～ 64 歳）　10～ 12月　①平日日中 ②休日
　　　　　　　　　　　（申込 8/15 ～ 9/27）

シニア（65 歳以上）　  8 ～ 10月　①いこい ②すこやか
　　　　　　　　　　　（申込 6/17 ～ 7/26）

セミナー開始前に毎回、体重や体脂肪、筋肉量など
を測定します。
■参加費／無料
■取得ポイント／一人当たり最大 600ポイント
※ポイントは、セミナーへの参加、アンケートの提出
などで獲得できます。３回目にまとめて付与します
ので、気仙沼クルーカードを持参してください。
■定員／各コース 50 名
■持ち物／動きやすい服装・水分・運動靴・上靴（い
こいコースのみ）・タオル・筆記用具
■申し込み・問い合わせ先／市健康増進課 健康予防係 
☎21-1212 （受付時間　平日 8:30 ～ 17:15）

※ヤング、ミドルの申込受付は、今後「広報けせんぬま」
でご案内します。

健康づくりポイント事業
ご自身のからだ、健康に興味・関心を持っていただくきっかけづくりとして、
気仙沼クルーカードと連携し、健診受診や健康教室への参加で気仙沼クルー

カードにポイントが貯まります。取得したポイントは、市内の飲食店、物産店など「ク
ルーシップ加盟店」で 1ポイント＝1円として利用できます。

　　　　　　　　食と運動で生活改善 !!
　　　　　　　　　　    参加者募集
　　　　　　　　食と運動で生活改善 !!
　　　　　　　　　　    参加者募集
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『シニア』の申込受付を開始します！
①いこい コース、②すこやか コース の
どちらかをお選びください。
※両コースともに内容は同じです。
※締切７月 26 日（金）

①いこい コース（場所：本吉保健福祉
センター「いこい」、計 3回）
１回目：  8/ 2（金）　13:00 ～ 15:30
２回目：9/17（火）　10:00 ～ 12:00
３回目：10/9（水）　10:00 ～ 12:00

②すこやか コース（場所：市民健康管
理センター「すこやか」、計 3回）
１回目： 8/30（金）　13:00 ～ 15:30
２回目：9/17（火）　14:00 ～ 16:00
３回目：10/9（水）　14:00 ～ 16:00

《内容》
１回目（8/2・8/30）：東京都健康長寿医
療センター研究所講師によるフレイル
予防講話
２回目（9/17）：健康運動指導士による
運動指導・市栄養士による栄養講話
３回目（10/9）：市保健師による運動指
導・市栄養士による栄養講話

■マップ設置場所／
・市民健康管理センター「すこやか」
・市民福祉センター「やすらぎ」
・鹿折公民館
・唐桑保健福祉センター「燦さん館」
※マップは、市公式ウェブサ
　イトからもダウンロードで
　きます。

鹿折・唐桑地区の
　　　　　健康ウォーキングマップが完成しました

『体力アップセミナー』『体力アップセミナー』
　

　気仙沼の高校生が、自分と地域を知りなが
ら地域のために自分ができるプロジェクト
（マイプロジェクト）をつくりあげ、小さな
実践を積み重ねていきます。
■対象／市内の高校生（個人、またはチーム
で応募できます）
■定員／ 15 名程度
■スケジュール／
・スタートアップ合宿（２泊３日）
　８月   ８日（木）午前 10 時から
　８月 10 日（土）午後２時まで）
・中間報告会
　10 月 20 日（日）午後１時 30 分から５時
30 分まで
・マイプロジェクトアワード
　12 月 22 日（日）午後１時 30 分から６時（予
定）まで
■開催会場／市内各所
■参加料／ 3,000 円（スタートアップ合宿の
保険料、食事代）
■募集期限／７月 5日（金）
■応募方法／応募フォームに必要事項を記入
し、郵送または持参にて申し込みください。
・応募フォーム入手方法／
　①WEB サイトからダウンロード
　　http://numa-ninaite.com/
　②市地域づくり推進課にて配布
・申込先／〒988-8501 八日町 1-1-1
　気仙沼市地域づくり推進課 担い手育成支
援事業担当

■問い合わせ先／
　市地域づくり推進課　☎22-6600 内線 336
　（一社）まるオフィス　  info@numa-ninaite.com

スタートアッププログラム参加者募集中！スタートアッププログラム参加者募集中！

　市立病院では、県地域医療計画における役
割、救急医療の実態、選定療養費の趣旨を市民
の皆さんと共有し、ご意見を今後の事業運営
に生かすために市民懇談会を開催します。
　お気軽にご参加ください。
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何かにチャレンジしたい
高校生を待ってます

■対象／どなたでも
■日程・会場・時間／①～⑨、どの日程・会
場でも参加できます（申込不要）。懇談は
概ね 1時間 30 分を予定しています。
① ７月２日（火）　松岩地区
　松岩公民館（１階 視聴覚室）
　午後６時 30 分から
② ７月５日（金）　階上地区
　階上公民館（２階 研修室）
　午後６時 30 分から
③ ７月９日（火）　面瀬地区
　面瀬公民館（面瀬ふれあいセンター）多目的ホール
　午後６時 30 分から
④ ７月 12 日（金）　大島地区
　大島公民館（２階 研修室）
　午後６時 30 分から
⑤ ７月 16 日（火）　本吉地域
　本吉公民館（２階 視聴覚室）
　午後７時から
⑥ ７月 19 日（金）　新月地区
　市民健康管理センター「すこやか」（多目的ホール）
　午後６時 30 分から
⑦ ７月 23 日（火）　唐桑地域
　唐桑保健福祉センター「燦さん館」（保健センター室）
　午後６時 30 分から
⑧ ７月 26 日（金）　気仙沼地区
　市ワン・テン庁舎（２階 大ホール）
　午後６時 30 分から
⑨ ７月 30 日（火）　鹿折地区
　市民福祉センター「やすらぎ」（多目的ホール）
　午後６時 30 分から

■問い合わせ先／
　市立病院 経営企画課 ☎22-7100 内線 5212
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市では、地域で健康づくりを進めてい
る保健推進員と協働し、健康ウォーキン
グマップを作成しました。
マップを活用し、身近な場所での
ウォーキングを通して、楽しみながら健

康づくりに取り組んでいただきたいと思います。

■問い合わせ先／市健康増進課 健康予防係 ☎21-1212

■対象者／市内に住所を有する、または市内事業所に
勤務する 20 歳以上の方
■セミナー内容／各世代に応じた運動・栄養講話を行
います。
世　　代 　    　　開催時期    コース①・②

ヤング（20 ～ 39 歳） 9～ 11月 ①平日夜間 ②休日
（申込 7/16 ～ 8/28）

ミドル（40 ～ 64 歳）10～ 12月 ①平日日中 ②休日
（申込 8/15 ～ 9/27）

シニア（65 歳以上） 8～ 10月 ①いこい ②すこやか
（申込 6/17 ～ 7/26）

セミナー開始前に毎回、体重や体脂肪、筋肉量など
を測定します。
■参加費／無料
■取得ポイント／一人当たり最大 600ポイント
※ポイントは、セミナーへの参加、アンケートの提出
などで獲得できます。３回目にまとめて付与します
ので、気仙沼クルーカードを持参してください。
■定員／各コース 50 名
■持ち物／動きやすい服装・水分・運動靴・上靴（い
こいコースのみ）・タオル・筆記用具
■申し込み・問い合わせ先／市健康増進課健康予防係
☎21-1212 （受付時間　平日 8:30 ～ 17:15）

※ヤング、ミドルの申込受付は、今後「広報けせんぬま」
でご案内します。

健康づくりポイント事業
ご自身のからだ、健康に興味・関心を持っていただくきっかけづくりとして、
気仙沼クルーカードと連携し、健診受診や健康教室への参加で気仙沼クルー

カードにポイントが貯まります。取得したポイントは、市内の飲食店、物産店など「ク
ルーシップ加盟店」で 1ポイント＝1円として利用できます。

　　　　　　　　食と運動で生活改善 !!
　　　　　　　　　　    参加者募集
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『シニア』の申込受付を開始します！
①いこい コース、②すこやか コース の
どちらかをお選びください。
※両コースともに内容は同じです。
※締切７月 26 日（金）

①いこいコース（場所：本吉保健福祉
センター「いこい」、計 3回）
１回目：  8/ 2（金）　13:00 ～ 15:30
２回目：9/17（火）　10:00 ～ 12:00
３回目：10/9（水）　10:00 ～ 12:00

②すこやかコース（場所：市民健康管
理センター「すこやか」、計 3回）
１回目： 8/30（金）　13:00 ～ 15:30
２回目：9/17（火）　14:00 ～ 16:00
３回目：10/9（水）　14:00 ～ 16:00

《内容》
１回目（8/2・8/30）：東京都健康長寿医
療センター研究所講師によるフレイル
予防講話
２回目（9/17）：健康運動指導士による
運動指導・市栄養士による栄養講話
３回目（10/9）：市保健師による運動指
導・市栄養士による栄養講話

■マップ設置場所／
・市民健康管理センター「すこやか」
・市民福祉センター「やすらぎ」
・鹿折公民館
・唐桑保健福祉センター「燦さん館」
※マップは、市公式ウェブサ
　イトからもダウンロードで
　きます。

鹿折・唐桑地区の
健康ウォーキングマップが完成しました

『体力アップセミナー』『体力アップセミナー』

気仙沼の高校生が、自分と地域を知りなが
ら地域のために自分ができるプロジェクト
（マイプロジェクト）をつくりあげ、小さな
実践を積み重ねていきます。
■対象／市内の高校生（個人、またはチーム
で応募できます）
■定員／ 15 名程度
■スケジュール／
・スタートアップ合宿（２泊３日）
８月   ８日（木）午前 10 時から
８月 10 日（土）午後２時まで
・中間報告会
10 月 20 日（日）午後１時 30 分から５時
30 分まで
・マイプロジェクトアワード
12 月 22 日（日）午後１時 30 分から６時（予
定）まで
■開催会場／市内各所
■参加料／ 3,000 円（スタートアップ合宿の
保険料、食事代）
■募集期限／７月 5日（金）
■応募方法／応募フォームに必要事項を記入
し、郵送または持参にて申し込みください。
・応募フォーム入手方法／
①WEB サイトからダウンロード
http://numa-ninaite.com/
②市地域づくり推進課にて配布
・申込先／〒988-8501 八日町 1-1-1
気仙沼市地域づくり推進課 担い手育成支
援事業担当

■問い合わせ先／
市地域づくり推進課　☎22-6600 内線 336
（一社）まるオフィス　  info@numa-ninaite.com

スタートアッププログラム参加者募集中！スタートアッププログラム参加者募集中！

　市立病院では、県地域医療計画における役
割、救急医療の実態、選定療養費の趣旨を市民
の皆さんと共有し、ご意見を今後の事業運営
に生かすために市民懇談会を開催します。
　お気軽にご参加ください。
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何かにチャレンジしたい
高校生を待ってます

■対象／どなたでも
■日程・会場・時間／①～⑨、どの日程・会
場でも参加できます（申込不要）。懇談は
概ね 1時間 30 分を予定しています。
①７月２日（火）　松岩地区
松岩公民館（１階 視聴覚室）
午後６時 30 分から
②７月５日（金）　階上地区
階上公民館（２階 研修室）
午後６時 30 分から
③７月９日（火）　面瀬地区
面瀬公民館（面瀬ふれあいセンター）多目的ホール
午後６時 30 分から
④７月 12日（金）　大島地区
大島公民館（２階 研修室）
午後６時 30 分から
⑤７月 16日（火）　本吉地域
本吉公民館（２階 視聴覚室）
午後７時から
⑥７月 19日（金）　新月地区
市民健康管理センター「すこやか」（多目的ホール）
午後６時 30 分から
⑦７月 23日（火）　唐桑地域
　唐桑保健福祉センター「燦さん館」（保健センター室）
　午後６時 30 分から
⑧７月 26日（金）　気仙沼地区
市ワン・テン庁舎（２階 大ホール）
午後６時 30 分から
⑨７月 30日（火）　鹿折地区
市民福祉センター「やすらぎ」（多目的ホール）
午後６時 30 分から

■問い合わせ先／
市立病院 経営企画課 ☎22-7100 内線 5212
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