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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】

『みやぎベジプラスインスタフォトキャンペーン』

実施中！インスタグラムへ投稿し，抽選で豪華賞品

をゲットしよう！詳細はこちら↓

https://miyagi

一般的に言われる

適量のお酒

効果があります

飲む人に比べて

正しいお酒の飲み方を知り，楽しく飲みましょう！

オススメ

例

お酒と一緒にたんぱく質や脂質を含んだ食べ物を食べる

とアルコールの吸収がゆるやかになり

１日に

栄

 

「糖質

糖質以外の成分にもカロリーはあり

ロだからと油断して

量の増加につながるので要注意です！
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平成２６年度脱メタボ標語

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】平成３０年１１月～平成３１年２月

『みやぎベジプラスインスタフォトキャンペーン』

実施中！インスタグラムへ投稿し，抽選で豪華賞品

をゲットしよう！詳細はこちら↓

https://miyagi-vegeplus.jp/index.html

一般的に言われる

適量のお酒は楽しい気持ちをさらに増加させたり，緊張感を和らげ，ストレス

効果があります。

飲む人に比べて死亡率が低い

正しいお酒の飲み方を知り，楽しく飲みましょう！

ビール中瓶１本

オススメのおつまみ

例 枝豆，冷や奴，だし巻き卵，ほっけの塩焼き，焼き鳥

お酒と一緒にたんぱく質や脂質を含んだ食べ物を食べる

とアルコールの吸収がゆるやかになり

１日にアルコール２０ｇ

栄 養 豆 

各お酒の適量

 

 「糖質ゼロ

糖質ゼロ」＝「

糖質以外の成分にもカロリーはあり

ロだからと油断して

の増加につながるので要注意です！
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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

平成３０年１１月～平成３１年２月

『みやぎベジプラスインスタフォトキャンペーン』

実施中！インスタグラムへ投稿し，抽選で豪華賞品

をゲットしよう！詳細はこちら↓

vegeplus.jp/index.html

一般的に言われる『適量』とは？

は楽しい気持ちをさらに増加させたり，緊張感を和らげ，ストレス

。適量のお酒を適正に飲んでいる人

死亡率が低い

正しいお酒の飲み方を知り，楽しく飲みましょう！
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 知 識 
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＝「カロリー

糖質以外の成分にもカロリーはあり
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『みやぎベジプラスインスタフォトキャンペーン』

実施中！インスタグラムへ投稿し，抽選で豪華賞品

をゲットしよう！詳細はこちら↓ 
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体重・塩の

アルコール

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

平成３０年１１月～平成３１年２月

『みやぎベジプラスインスタフォトキャンペーン』

実施中！インスタグラムへ投稿し，抽選で豪華賞品
発行元：

宮城県塩釜保健所

℡ 022

ホームページ
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd
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正しいお酒の飲み方を知り，楽しく飲みましょう！ 

  ウイスキーダブル１杯

枝豆，冷や奴，だし巻き卵，ほっけの塩焼き，焼き鳥 など 

お酒と一緒にたんぱく質や脂質を含んだ食べ物を食べる
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２  食べながら

３  強い

４  つくろうよ
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６  許さない
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８  飲まないで

９  飲酒後

10  肝臓
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