
会場 日時

くにたち立東福祉館 2階集会場
（北 3-23-1）

第 1金曜日
10：00～ 11：30

下谷保地域防災センター　1階コミュニティ室
（谷保 5066）

第 1金曜日
14：00～ 15：30

中平地域防災センター　1階コミュニティ室
（谷保 6087-1）

第 2金曜日
10：00～ 11：30

青柳福祉センター　会議室（2階）
（青柳 244）

第 2金曜日
14：00～ 15：30

会場 日時

北福祉館 第 1会議室
（北 2-19-1）

第 3金曜日
10：00～ 11：30

西福祉館　1階和室
（西 2-17-32）

第 3金曜日
14：00～ 15：30

南市民プラザ　多目的ホール
（泉 2-3-2）

第 4金曜日
10：00～ 11：30

東地域防災センター　1階コミュニティ室
（東 1-13-13）

第 4金曜日
14：00～ 15：30

順位 国 平均寿命 国 平均寿命

1 アイスランド 81.2 日本 87

2 スイス 80.7 スペイン 85.1

3 オーストラリア 80.5 スイス 85.1

4 イスラエル 80.2 シンガポール 85.1

5 シンガポール 80.2 イタリア 85

6 ニュージーランド 80.2 フランス 84.9

7 イタリア 80.2 オーストラリア 84.6

8 日本 80 韓国 84.6

9 スウェーデン 80 ルクセンブルク 84.1

10 ルクセンブルク 79.7 ポルトガル 84

　地域包括支援

センターでは、

毎月第３、４金

曜日の午前と午

後に、福祉会館

などの施設で、

健康のための運

動教室を開催し

ています。「ご近

所さんでレッツ・ゴー！」という講座名で平成

26年４月から始まった新しい取り組みです。

いすに座りながら、無理せず続けられる運動

を教えてくれます。申し込みは不要。ご友人

を誘ってぜひご

参加ください！　

　開催当初こそ、「参

加者がいらっしゃらなかったら……」との不安

の声も。でも回数を重ねるにつれ、「楽しかっ

たから友だちを連れてきました」などと、口コ

ミで少しずつ参加者が増えていきました。

　体を動かすことを目的とした教室でした

が、今では「先生の顔を見ると元気になる

から来ました」「みんなに会うのが楽しい」

といった感謝の言葉が多く寄せられ 、人と

の交流の場として、想像以上の効果を生ん

でいます。 高血圧などの生活習慣
病を予防する。認知症
を予防するDHAも豊富

ミネラルの吸収を助け、
消化機能の安定、免
疫の強化などに効果的

必須アミノ酸が豊富で､ 体内の
老廃物や毒素を排出してくれる

血液中のコレステロール値を
低下させ、血圧上昇を抑える

筋力の低下や脳のおとろ
えを防ぎ、アンチエイジン
グが期待できる

運動教室で体を動かそう！

「ご近所さんでレッツ・ゴー！」平成27年度開催日程（予定）

これからは「平均寿命」より「健康寿命」 の時代！

column❶

column❷

ご存じですか？　たんぱく質のスゴさ

[ WHO 2014年度版 世界保健統計より ]

<男性 > <女性 >

世界の平均寿命

たんぱく質を豊富に

含む食材

＝問い合わせ ＝国立市地域包括支援センター（国立市役所内）／ ☎ 042-576-2111（内線 153・169）土・日・祝日を除く

※施設の都合でお休みの月もあります。市報をご確認ください。

　とはいえ大切なのは、たんぱく質食材に加え
て野菜やくだものなど、さまざまな食材を偏る
ことなく食べることです。
　主食、主菜、副菜のバランスを考えた食生活
で、健康寿命をのばしましょう！

魚

肉

卵

乳製品
大豆製品

　このごろ、肉や魚を食べていますか？　食欲がわ
かないからといって、野菜ばかり食べている方は要
注意。たんぱく質が不足しているかもしれません。
　たんぱく質は、筋肉や骨、臓器などを丈夫にし、
頭を働かせるための大切な栄養素です。体力が
おとろえ始めたときこそ、しっかり摂りたいものな
のです！　記憶力や筋肉量の低下など、「年齢の
せいかな？」と思っていた悩みは、たんぱく質を
きちんと摂ることで解消されるかもしれません。

　私たちの健康状態を判断する目安のひとつ、平
均寿命。日本は世界一の健康水準です（表を参
照）。とくに女性は２位の国と大きく差をつけてい
ますね。長生きオリンピックなら新記録更新の金
メダル獲得です。
　しかし、長生き＝「健康」といえるでしょうか？
　国立市も超高齢社会（※）となりました。長生
きを意識するだけでなく、これからは健康寿命を
のばすことにチャレンジしてみませんか。健康寿
命とは、健康上の問題がなく、日常生活をおくれ
る状態の期間のこと。あなたの元気のために、毎
日の運動や食事を少し意識してみてくださいね。
※総人口における 65 歳以上の人口の割合が、21％を超えた
　社会のこと

みなさん、日ごろ全力で頑張りすぎてい
ませんか？　人生は長いマラソンのよう
なもの。ときには全力で、ときには肩
の力をぬくギアチェンジも必要です。
心と体、どちらの「健康」も大事。
心のもやもやをひとりで抱えこまず、
外に出て体を動かして、気分をかえて
みるのもいいものですよ。まずは始め

やすいことからスタートしてみましょう！
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「認知症カフェ」は、認知症の方ご本人やご

家族の方、地域の方々が誰でも参加できる場

所です。看護師やケアマネージャーなどの専

門家によるミニ講習会と、自由に語り合える

テーブルディスカッションの時間があり、参加

者がつながる場として、毎回多くの人が利用

しています。

　ここではお茶を飲みながら語りあい、和気

あいあいとした雰囲気のなかで情報を交換で

きます。また、認知症や介護に関する個別の

相談を、専門家にできる環境となっています。

　介護保険サービスの利用の仕方、認知症

の方との付きあい方などを深く知りたい方は、

お気軽にご参加ください。

認知症と向きあおう！ 「地域包括支援センター」
ってどんなところ？

くやしいけれど、脳の働きは自然
とおとろえるもの。でも大丈夫。
運動したり、楽しくおしゃべりした
りすることで、おとろえの進行を
遅らせることはできるのです。人
を笑わせ、自分も笑って、心配
ごとを笑い飛ばしましょう！

開催日程

こんなことをしています

認知症カフェ

医療や介護について、
みなさんから話が聞けたので

参加して良かったです

介護者同士で悩みが
分かちあえて、気持ちが

楽になりました

専門家の人から話を
聞くことができ、知らなかった情報が

得られたのがありがたい

　地域包括支援センターは、地域の身近な相談窓口です。保健師、社会福祉士、主任介

護支援専門員といった福祉の専門家が、困りごとについてご相談をお受けして、元気でい

きいきとした生活をサポートします！　あなたのおはなし、聞かせてください。

総合相談支援

講演会の開催や、介護についてのパンフレットの配
布、介護予防に関するボランティアの育成、支援な
どを実施しています。
「あまり激しい運動はできないから、高齢者向けの
体操教室を探している」
というあなたには、こちらで講座をご紹介します！

高齢者や、その家族に対する総合的な支援を
行っています。心配ごとは抱えこまずに、まず
はお近くの相談窓口を活用してみましょう！
「今まで元気だった親が突然入院してしまい、退
院後の自宅での生活が不安」
「近ごろ物忘れが多くなったのだが、どうしたら
いいだろう」
といったご相談にも対応しています。

介護予防事業

消費者被害の防止と対応、虐待
の早期発見、防止などに努めて
います。
「最近、お隣のひとり暮らしの高
齢者の家に見慣れない人が出入
りしている。詐欺にあっている
のではないか」
「近所の高齢者が家族に虐待を
受けているような声や物音が聞
こえる」
というような場合はお知らせく
ださい。

権利擁護事業

＝ 開催日 ＝ 毎月第１日曜日（変更あり）

＝ 時 間 ＝ 13：30～ 15：30

＝ 場 所 ＝ 国立市富士見台 4-8-2
やがわデイサービスセンター

＝問い合わせ ＝ 042-569-6213
（国立市在宅療養相談室）

？

地域別窓口の連絡先

参加者の声

国立市地域包括支援センター
国立市富士見台 2-47-1　市役所内
［担当地域］全域
☎ 042-576-2111（内）153・169

☎ 042-576-2175（時間外・休日専用）

福祉会館窓口
国立市富士見台 2-38-5

［担当地域］東、中、富士見台１丁目～３丁目
☎ 042-580-1294

北窓口
国立市北 3-2-1　５号棟１階
北高齢者在宅サービスセンター内
［担当地域］北、西
☎ 042-573-4661

泉窓口
国立市泉 3-1-6

［担当地域］谷保、青柳、泉、石田、矢川、
富士見台４丁目
☎ 042-577-6888
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