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申込先・問合せ
☎㉓６４２１

ご案内

ディスクゴルフ教室
と き ①１０月３０日掌

９時３０分～正午

②１１月６日掌

８時３０分～正午

ところ 馬事公苑

参加費 ①３００円、②５００円

定 員 ①２０人、②７２人

申込期限 各開催日の７日前

申込先・問合せ
市ディスクゴルフ協会（大村）

☎０９０（２７９８）６２００

ジュニアゴルフ教室
と き １０月～平成２９年２月

毎週土曜日１５時～

ところ 原町ゴルフガーデン

参加費 ４，０００円／月

対 象 小学生～高校生

募集人員 小学生クラス１０人

中学・高校生クラス１０人

申込先・問合せ
南相馬元気モール（杉岡）

☎瓜９４２８

たのしいインディアカ教室
と き １０月２２日松１９時～２１時

ところ 原町第二中学校体育館

参加費 ３００円

募集人員 ３０人

申込先・問合せ
市インディアカ協会（早川）

☎鰻５１０３

楽しいシニアレクダンス
と き １１月２９日昇９時３０分～

ところ 原町生涯学習センター

「サンライフ南相馬」

参加費 ３００円

定 員 ２５人

申込先・問合せ
原町レクリエーションダンスクラブ

（栁
りゅう

葉）☎鰻３７８５
ば

石一遊スポット
と き １０月～平成２９年２月

毎週金曜日１８時３０分～

ところ 石神第一小学校体育館

参加費 ５，０００円／年

申込先・問合せ

南相馬元気モール（杉岡）

☎瓜９４２８

生涯スポーツ卓球教室
と き １１月２３日抄８時４０分～

ところ 市スポーツセンター

参加費 小学生無料

中学生以上５００円

対 象 小学生以上

定 員 ４０人

申込期限 １１月１８日晶

申込先・問合せ
市卓球協会（佐藤）

☎鰻８８１０

スポーツ吹矢教室
と き １１月１日昇、１１月８日昇

１１月１５日昇

１３時３０分～１５時

ところ 清剣館道場（原町区）

参加費 ５００円／回

定 員 各１０人

申込期限 １０月２５日昇

申込先・問合せ
県スポーツ吹矢協会はらまち支部

（栁
りゅう

葉）☎鰻３７８５
ば

◆体験学習「封入標本でペンダントをつくろう」
指先ほどの大きさの植物の花や実を透明な樹脂で閉じ

込めて、標本を兼ねたペンダントを作ります。

植物は市内で採集したものをご用意しています。汚れ

てもよい服装でご参加ください。

と き １１月３日華①１０時～正午②１３時３０分～１５時３０分
ところ 市博物館

定 員 ①、②各１０人程度 参加費 無料

力走する選手を沿道から応援する「ふくしま駅伝

応援団」バスツアーの参加者を募集します。

皆さんの熱い声援で南相馬市チームを勝利に

導きましょう。昼食は各自でご用意いただきます。

と き １１月２０日蚊７時～１６時

ところ 原町生涯学習センター

「サンライフ南相馬」発着

応援場所 ①郡山総合体育館前

②県庁前「ゴール地点」

第28回 ふくしま駅伝 応援バスツアー参加者募集

▲昨年の応援団の様子

参加費 無料

定 員 ２０人

申込期限
１０月２９日松

申込先・問合せ
文化スポーツ課

☎厩５２１９

生涯スポーツ教室のご案内
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食生活のポイント

こんな食べ方に注意

炭水化物
（糖質）に
ついて

重ね食べ 丼もの＋麺類など

１品は
野菜料理を

制限のしすぎ

アルコールのとり過ぎ
１日の適量は
りんご半分や
バナナ１本程度

１日の適量は
ビール500mlや
日本酒１合程度

ご飯は最低でも
１食100～
150ｇは食べる

果物のとり過ぎ

食事は腹８分目を意識
し、カロリー表示がある
場合は1食500 ～ 700
kcalを目安にしましょう。

主食（ご飯、パン、麺
など）、主菜（肉、魚、卵
の料理）、副菜（野菜の
料理）をそろえて、バラ
ンス良く食べましょう。

朝食抜きや深夜の
食事、早食いは良くあ
りません。１日３食をよ
くかんでゆっくり食べ
ましょう。

その
1

その
2

その
3

どのくらい食べるか
「量」を考える

「何」を食べたら
いいかを考える

食べる「時間」
「速さ」を考える

糖尿病を防ぐ食生活について糖尿病を防ぐ食生活について糖尿病を防ぐ食生活について糖尿病を防ぐ食生活について糖尿病を防ぐ食生活について

元気もりもり運動教元気もりもり運動教室室
「元気モリモリ！もりあげ隊」の愛称で活動する市健

康運動普及サポーターの運動教室を開講します。

と き １１月８日峨１０時～１１時３０分
ところ 原町保健センター

内 容 簡単な体操や筋トレ、音楽に合わせた運動

持参物 飲物（水分補給）、運動靴、運動着

申込先・問合せ
健康運動普及サポーター連絡会事務局

（原町保健センター）☎姥３６８０

精神障がい者精神障がい者のの
特性を学ぶ研修特性を学ぶ研修会会

県では、心に病気や障害を抱える方が安心して

自分らしく暮らしていけるように、精神障がい者

地域生活移行理解促進研修会を開きます。

と き １１月１０日牙１３時３０分～１５時１０分

ところ 県南相馬合同庁舎南庁舎

内 容 ほりメンタルクリニック院長堀有伸氏

と特定非営利活動法人コーヒータイム

志賀千鶴氏の講演など

申込締切 １１月７日俄

申込先・問合せ 県相双保健福祉事務所保健福祉課

☎瓜１１３３姉瓜１１３９

こころの健康相談こころの健康相談会会
様々な心配などで「眠れない」「気持ちが落ち

着かない」などいつもと違う心の状態に悩んでい

ませんか。心配事の相談に応じます。

と き １１月１日昇１３時３０分～

ところ 原町保健センター

内 容 心理士による個別相談

申込締切 １０月２８日画
申込先・問合せ 健康づくり課☎姥３６８０

高高齢者の肺炎球齢者の肺炎球菌菌
ワクチン接種をお忘れなワクチン接種をお忘れなくく
平成２８年度の高齢者の肺炎球菌ワクチン接種

費用の一部助成について、対象者の助成期限は年

度内です。忘れずに接種してください。

対象者には、４月に接種券（はがき）又は案内

を送付しています。詳しくは広報４月１日号など

をご覧になるか、お問い合わせください。

助成期限 平成２９年３月３１日画
対 象
接種日に本市に住民登録がある方で、平成２８年

度に次のいずれかを満たす方

①６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳と

なる方

②心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫機能に身体障がい等級１級相当の障

がいのある６０歳以上６５歳未満の方

接種費用 ２,０００円（自己負担額）

※生活保護受給者は受給証明書をお持ちください。

問合せ 健康づくり課☎姥３６８０

１１月１４日は、世界糖尿病デーで、

１４日を含む１週間は全国糖尿病週

間です。

糖尿病は、すい臓から分泌される

「インスリン」の量や作用不足に

よって起こる病気です。現在、成人

の約４人に１人は糖尿病もしくは予

備群といわれています。

インスリンは、食事によって高く

なった血糖値を正常な状態に戻す

働きをします。食習慣が乱れるとイ

ンスリンの働きが低下し、糖尿病の

発症につながります。

正しい食生活を送ることは、糖尿

病だけでなく、生活習慣病全般の予

防にもなります。食生活を見直し、

病気を予防しましょう。

初参加
大歓迎


