生涯﹁健幸﹂で元気に暮らせるまちを目指して

﹁健幸﹂
づくりに
チャレンジ
日は﹁ながと食の日﹂

﹁食育﹂と聞いて皆さんはど
共食の機会を作って体にも心

チに行こう﹂などさまざまな
ます︒主食・主菜・副菜をそ

いと最も低い結果となってい

割合は︑

毎月
〜食生活について見直しましょう〜

ん な こ と を イ メ ー ジ し ま す か︒
にも栄養を補給しましょう

代が２割に満たな

食育基本法によると︑食育と
く 食 事 が で き ま す︒ 毎 食 そ

ろえることで栄養バランス良

小中学生の朝食摂取率は約
ろっているか確認しましょう

■早寝・早起き・朝ごはん

知育・徳育・体育の基礎となる
８割︑また成人の朝食摂取率

は﹁生きる上での基本であって︑
ものであり︑さまざまな経験を

自分のできる﹁食育﹂につい

人間を育てること﹂とあります︒

食生活を実現することができる

を選択する力を習得し︑健全な

し︑質の良い朝食を食べて１

朝ごはんのサイクルを習慣化

があります︒早寝・早起き・

体にエネルギーを与える働き

朝食を食べることは︑脳や身

的に地元の新鮮な食材を食べ

は︑原産地を見るなど︑積極

ります︒食品を購入する際に

豊かな食生活の実践につなが

べる﹁地産地消﹂は︑健康で

地域でできた食材を地域で食

■地産地消

は︑ 代が最も低い結果です︒

て考えてみましょう︒
日を元気よくスタートしま

jp/˜shobo/
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生涯学習・文化財課
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︵市民活動推進課︶

長門市消費生活センター

℡

予防課調査指導係

■問い合わせ

あるかを必ず確認する

求めるなどして契約業者で

の際に身分証明書の掲示を

・事業所では︑設備点検など

にもサインや押印をしない

・契約書など︑いかなる書面

はっきりと拒否する

・怪しいと思ったらその場で

ることはありません

機関が消火器を訪問販売す

・消防署や市役所など公的な

消火器の悪質な訪問販売にご注意を
最近︑県内において一般家
庭を業者が訪問し︑消火器の
悪質な訪問販売などによるト
ラブルが発生していますの
で︑ご注意ください︒
■悪質な訪問販売の手口
消防関係者などを装い︑﹁住
宅にも消火器が義務付けら
れた﹂︑﹁お宅の消火器は古
いので交換が必要﹂などと
言って新たな消火器を販売
し︑高額な契約をさせる
■トラブル防止のポイント
・火災予防上︑消火器の設置
を推奨しますが︑一般家庭
に設置や点検の義務はあり
ません

火
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通じて﹁食﹂に関する知識と﹁食﹂

■家族や友人︑地域の人と食卓
ましょう

さまざまです︒継続は力なり︑

個人によって取り組む食育は

■自分のできる食育を

しょう

を囲む﹁共食﹂
■主食・主菜・副菜のそろった
食事をしましょう

誰かとおいしく楽しむ食事
は︑人を笑顔にするものです︒
平成
ケートによると︑主食・主菜・
について見直し︑継続的に実

年度長門市食生活アン

一緒に食事をして言葉を交わ
せば︑お腹だけでなく心も満
副菜のそろった食事を１日２
践しましょう

日には︑自身の﹁食育﹂

た さ れ ま す︒﹁ 今 日 は 家 族 で
回以上週６日以上食べる人の

http://www.city.nagato.yamaguchi.

船 舶
０（０）

救急
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スポーツ推進委員です！

こんにちは

その他
1（１）
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合 計
1（１）
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毎月

食 事 を し よ う ﹂﹁ 友 達 と ラ ン

まちを変える新たな力！

われら地域おこし協力隊

ホームページ

舗運営の習得を目指すととも

舗での実務研修による技術や店

進事業﹂担当として︑焼き鳥店

私は﹁やきとりのまち長門推

うぞよろしくお願いします︒

ら来ました田中陽一郎です︒ど

地域おこし協力隊として大阪か

なってきていた時に︑偶然にも

いった気持ちが私の中で強く

焼き鳥店を経営したい︑そう

﹁焼き師﹂になりたい︒将来は

きな焼き鳥を美味しく焼ける

ました︒そしていつからか大好

色々なお店で焼き鳥を食べてき

だったこともあり︑これまで

す︒私の趣味の一つが食べ歩き

気軽にお声かけください︒バリ

どこかで顔を見かけた際には

きます︒

を遂げていくことを目指してい

なことに挑戦し︑さらなる発展

承させていく︒そしていろいろ

もいえる﹁長門の焼き鳥﹂を継

と思います︒この財産の一つと

今現在も愛され続けているのだ

せてきた歴史があるからこそ︑

さらに︑毎年実技研修や一

推進委員で共有しています︒

などを話し合い︑全スポーツ

を行います︒そこで活動内容

ます︒２カ月に一度︑定例会

委員の活動内容を少し紹介し

今回は︑我々スポーツ推進

焼き鳥を通じた交流イベントの

を広げていくため︑情報発信や

だきながら︑日々︑海や空︑星

だき︑周りの方々に支えていた

現在は青海島に住ませていた

しみにしています︒

と交流を深めていけることを楽

こはご了承ください︒みなさん

推進委員としてのスキルアッ

する講習会を行い︑スポーツ

般救急法︑傷害予防などに関

回︑のべ人数

人を超える委

掲載した出前講座は昨年度

2

動事例発表や講演会︑ニュー

町村のスポーツ推進委員の活

と研修会が年３回あり︑各市

また︑県︑中国地区︑全国

企画運営に携わっています︒

の他︑行政や地域の行事への

の普及活動を行いました︒そ

員が出務し︑ニュースポーツ

120

よろしくお願いします︒

る様︑精進して参りますので

涯スポーツを支える力となれ

さい︒これからも長門市の生

してますので︑ぜひご覧くだ

は︑フェイスブックで報告を

スポーツ推進委員の活動

ます︒

も大切にし︑交流を深めてい

ツ推進委員の人との意見交換

ます︒また︑他地区のスポー

い︑日々の実践に役立ててい

スポーツなどの実技研修を行

スポーツ推進委員の
日々の活動を紹介します

に︑各地域イベントに参加する

長門市の地域おこし協力隊の募

バリの大阪弁で話しますが︑そ

企画などの活動を行っていきま

には数々の素晴らしい食材や食

月号で

といった日常の風景に感動しな

少し私的なお話しをさせてい

文化が存在することを感じると

℡ 22-1414

25

プに努めています︒

す︒そして将来的には︑自分の

がら生活を送っております︒生

ただくと︑私は生まれも育ちも

同時に︑未来に向けて︑それを

活をしていく中で︑改めて長門

大阪で︑前職はサラリーマンを

﹁焼き鳥﹂という食文化につ

どう守っていくかも大切なこと

ち﹂と言われており︑多種多様

いても︑これまでにさまざまな

していました︒皆さんご存じの

な店舗が存在しますが︑私は何

方々が関わり︑そして力を合わ

だと感じております︒

よりも﹁焼き鳥﹂が大好物で

通り大阪は﹁くいだおれのま

ています︒

店舗を出店することを目標とし

について協議を行い︑改善点

など︑長門市の歴史ある食文化
集と出会いました︒

月より

℡ 32-1230
西消防署

の一つである﹁長門の焼き鳥﹂

はじめまして︒昨年

火災時の問い合わせ

車 両
０（０）

長門市保健センター
℡ 23-1133

20

中央消防署 ℡ 22-0119

林 野
０（０）

健康メモ No.84
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長門市消防本部
建 物
０（０）
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）内は今年累計
（

「健幸」とは、「ひと」
と「やさしさ」のつな
がりにより、地域のみ
んなが健康で幸せを感
じることができる「く
らし」をいいます
▲「やきとりのまち長門推進事業」担当の田中隊員

143
（323）
▲一般救急法の様子

火災救急
件数［２月］
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