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保健活動推進員の皆様には、日

頃から地域（こおける健康づくりの

推進役として、御尽力いただき厚

くお礼申し上げます。

この会報が、区民の皆様の、身近

な地域での体操教室やウオーキン

グ等の活動を知るきっかけとな

り、多くの方々に御参加いただけることを願っており

ます。区役所といたしましても、区民の皆様が健やかに

過ごせるよう取り組んでいきますので、引き続き、皆様

のお力添えをお願い申し上げます。

楽観蟻備轟輔弼車

囲臆悪態彊講謡憲
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国際親善総合病院の協力を得て、平成15年より毎

年開催しています。今年度は、6月5日、19日（こ開催

しました。

2日間で48名の参加があり、応急処置の基本講義、

JiM市蘇生法、AED演習を行いました。応急処置は日常

的iこ行うものではありませんが、講習会を受けること

で、いざという時、自分は何ができるかを考えておく

ことができます。今後も、この講習会を通して意識を

高めていきたいです。

泉区保健活動推進員は、生活習慣

病予防のため、メタポリツクシンド

ローム予防、受動喫煙防止、ウオーキ

ング等の運動普及、特定健診“がん

検診の普及等を行っています。

また、各地区の特性に合わせ健康

チェックや子育て支援など地域（こ

密着した活動も行っています。今後も、地域と共に私たち

ができることを考え、地域の方々の声を生かせるよう、行

政との橋渡し（こ努めてまいります。

そして、皆様に健康（こ関する情報をお届けし、健康に関

l已lを持っていただけるよう活動していきたいと考えていま

すので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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平成50年度に横浜市保健活動推進員発足から70周年を迎えることを記念し、ロゴ

マークが作成されました。このロゴマークは目、口のそれぞれが「ほ」「か」「つ」と発声し

た時の口をかたどっています。さらに両目は今後更に広く認知される保活の未来を見つ

めるという意味が込められています。 鐘
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中liiの活動として、11月に行う「中川′I、れあいま

つり」で会場を訪れた多くの方々の健康チェック

を行っています。
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平成29年度新任された保健活動推進員【こ対する研修

会が、5月19日泉区役所にて行われました。84名が参加

し、保健活動推進員の制度や横浜市、泉区の保健活動目標

（生活習慣を改善し、健康寿命を延ばす）の説明を聞いて、

推進員としてどのような活動を進めていくかを考える

2時間でした。

まずは、自分の

健康（こ関心を持

つことが周囲を

巻き込むこと（こ

つながるのでは

ないでしょうが。
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今年度は2か所の会場で行われ、この子年間で泉区全

地区で開催することが出来ました。講座では、最初に二人

組（こなって二歩歩行の歩幅を測定しました。体のバラン

スの取り方や股関節を開く体操や正しいスクワットの方

法を教えて頂き、最後に再度二歩歩行の歩幅を測定して

最初より歩幅が広

がっていたので皆さ

ん大喜びでした。ポイ

ントを教えて頂いた

ので、正しい方法を今

後も多くの人たちに

伝えていくよう頑張

ろうと思いました。
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表彰式報害おめでとうございます

桑禽）各地域での活動内容をどのよう（こ紙面（こ表すと柵。やすいのか検討して作成しましたが、 

撥㊨いかがでしたか。ご意見’ご感想いただけましたら幸いですo ＼（（シ＼）ノ　お近くでの活動（こ、ぜひ参加してみて下さい。 
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