
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今回は

  

◎編集後記◎

 参加

を歩くようになった

も歩数アップチャレンジを

～事業所等の健康づくりの取組紹介～
健康づくりに積極的に取り組んでいる事業所を紹介します。ぜひ参考にして

 

働き盛り世代の皆様へ

宮城県塩釜保健所から健康に

役立つ情報をお届けします！
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位の会社とチームを表彰しました。

取り組んだ団体の取組内容を紹介します。
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社内でも

なで頑張った。

チャレンジ賞（チーム表彰）受賞者

今回は 

◎編集後記◎ 

参加者からは, 「健康を意識するようになった」
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も歩数アップチャレンジを

～事業所等の健康づくりの取組紹介～
健康づくりに積極的に取り組んでいる事業所を紹介します。ぜひ参考にして

働き盛り世代の皆様へ

宮城県塩釜保健所から健康に
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コメント 『前月の記録を下回らない！』を合い

言葉にチーム全員で頑張った。最高で１日

,０００歩歩いた。次回も連覇したい。
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民にも周知し, 毎回約１５名が参加しました。

大幅にアップし,健康意識も高まり

みんなでやるからこそ続けられる！大郷町

歩数アップチャレンジ

組み,昨年９月から１１月までの３か月間

平成３１年２月１日に表彰式を行い，

位の会社とチームを表彰しました。

取り組んだ団体の取組内容を紹介します。
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～事業所等の健康づくりの取組紹介～
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みんなでやるからこそ続けられる！大郷町
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事業所ランキング賞
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受賞者の紹介と，
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「ウォーキ

町議会議員や町

８０％と
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「車を使用する距離
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ください。 

けんこうエクスプレス 
Ｎｏ

平成３１
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は，同じ事業所に勤務する従業員が３人１組でチームを

の平均歩数を計測・記録して事業所毎・チーム毎に競うものです。

の参加者のうち，上

歩数アップに向けて積極的に

(事業所ランキング賞

左から)ﾄﾖﾀ自動車東日本

大和工場植木氏･塩川氏

あいﾎ-ﾑ伊藤社長

準協会古川支部吉田支部長

(株)あいﾎｰﾑ伊藤店長

ｰｽ EV ｴﾅｼﾞｰ(株)

野工場長 
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同じ目標で競うことが楽しかった」等の感想が寄せられました。当所では来年度

皆様の御参加をお待ちしています！ 
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ウォーキングに出発! 
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今回のテーマは

～健康情報
テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

 

【お知らせ】

歩）歩く」を目指すため

プリ」の

が当たります
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宮城県民は食塩の摂取量が多く，男性は１１．９ｇで全国

女性は９．４ｇで
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スープ

２／３に

【濃い味が好きな方へ】
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今回のテーマは

健康情報
テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

【お知らせ】県では

歩）歩く」を目指すため

プリ」の配信を始めました

が当たります！詳細

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/walk15.html

宮城県民は食塩の摂取量が多く，男性は１１．９ｇで全国

女性は９．４ｇで

女性８ｇなので，

スープを半分残すと

２／３に！ 
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やってみよう！塩エコ

 

【濃い味が好きな方へ】

半分残す全部飲む 4.8g 

 (スープ

〉 

麺の食塩量

 高血圧を招き，

なるピロリ菌による炎症を助長したり，腎結石や骨粗しょう症を起こしやすくな
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過剰摂取 

血中

濃度
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目指そうよ

今回のテーマは 

健康情報～ 
テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

県では「あと１

歩）歩く」を目指すため,「みやぎウォーキングア

を始めました。

詳細・ダウンロードは

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/walk15.html

宮城県民は食塩の摂取量が多く，男性は１１．９ｇで全国

女性は９．４ｇでワースト１３位

ので，男性は目標まで

を半分残すと食塩摂取量

摂り過ぎはなぜ良くないの

やってみよう！塩エコ

【濃い味が好きな方へ】味覚は１週間で慣れると言われています。まずは

全部残す半分残す 3.2g 

スープ 200cc) 

 〉

合計

麺の食塩量 0.3g 

高血圧を招き，脳梗塞や心筋梗塞など

ピロリ菌による炎症を助長したり，腎結石や骨粗しょう症を起こしやすくな

のどが

乾く

血中ナトリウム 

濃度上昇 

麺類の汁を残す

 

               平成２４

そうよ

はじめよう

テーマに沿って健康づくりに役立つ情報をお知らせします

「あと１日,１５分（

「みやぎウォーキングア

。歩いて応募すると景品

・ダウンロードはこちら

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/walk15.html

宮城県民は食塩の摂取量が多く，男性は１１．９ｇで全国

ワースト１３位です。

目標まであと３ｇの減塩

食塩摂取量は

はなぜ良くないの

やってみよう！塩エコ ～少しの工夫で減塩できます

味覚は１週間で慣れると言われています。まずは

全部残す 1.6g 
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合計 5.1g 

麺＋汁 

脳梗塞や心筋梗塞など

ピロリ菌による炎症を助長したり，腎結石や骨粗しょう症を起こしやすくな

脳から水分

のどが 

乾く 

摂取の指令

残す 
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ナトリウム

カリウムも摂取でき一石二鳥
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少しの工夫で減塩できます

味覚は１週間で慣れると言われています。まずは

脳梗塞や心筋梗塞などの
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県の食塩の摂取目標量は

あと３ｇの減塩が必要です。

ナトリウム(塩)の体外排出を促す

カリウムも摂取でき一石二鳥

少しの工夫で減塩できます

味覚は１週間で慣れると言われています。まずは

の重大な病気のリスクを

ピロリ菌による炎症を助長したり，腎結石や骨粗しょう症を起こしやすくな

血液量増加 
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募集（中学生の部）入賞

 脱メタボ

はじめよう! 
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