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国保加入者の皆さまへ
特定健診を受診しましょう！ 

□問 健康保険課　健康増進係 ☎ 801-5820 　保険係 ☎ 801-5821

　特定健診は、生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異常症など）の予防のために、メタボリックシンドローム（内
臓脂肪型肥満）に着目した健診を行います。費用は 無料 です。ご自身の現在の健康状態を把握・改善するこ
とで生活習慣病を予防し、将来の医療費の抑制のためにも毎年特定健診を受診しましょう！
□時 別途通知のとおり
□対 長与町国民健康保険に加入の 40 歳以上 75 歳未満の方
□他 受診時に必要なもの特定健診受診券、長与町国民健康保険被保険者証（保険証）
※受診券を紛失された方は再発行いたしますのでご連絡ください。

種別 実施場所 受診方法

個別健診 長与町・時津町・長崎市の指定医療機関
（個別健診の指定医療機関は、町ホームページに掲載） 医療機関に直接予約

集団健診 健康センタ－
（令和 5 年 2 月 11 日㊏のみ長与町公民館）

長崎県健康事業団予約センター　
（☎ 0120-611-711）に予約
※定員に達し次第、受付終了

⬇ 特定健診受診後
特定健診の結果で生活習慣病発症のリスクの高い方は、特定保健指導の対象者となります。

特定保健指導の対象になると、保健師や管理栄養士との面談を行い、各自の健診結果や生活状況に合っ
た生活習慣病の予防、改善をサポートします。対象となった方には、役場から案内が送付されます。
案内を受け取った方は、この機会にぜひ面談を受けて生活習慣改善にお役立てください。

　町より、お誕生日に訪問し、お祝いの言葉と
記念品をお贈りしました。
　若い頃は女学校でバレーボールをされてい
て、結婚後に長与に嫁いでからは、農業に従事
され白い肌が真っ黒になったそうです。
　最近まで大きな病気はされたことがなく、
体をよく動かしていたことが元気の秘訣とのこ
と。普段は家族に囲まれ元気に生活されてい
ます。笑顔が素
敵な純子さん。
どうぞこれから
も生き生きとお
元気でお過ごし
ください。

　６月21日、長与町公民館で開設された「行
政困りごとなんでも相談」に長与中学校生徒
の代表が訪問し、「住みやすい町にするため
に」提案・要望を行いました。本提案・要望
は、生徒が総合的な学習の時間を使って調査
し、まとめたものです。行政相談委員は、生徒
からの要望に対し助言や説明を行い、要望事
項によっては、現地確認などを行い、関係機
関へ改善の申入れを行いました。

百歳の長寿を祝って

―大正11年８月1８日生まれ　山口　純子様―

長与中学校の生徒が行政相談委員に

提案・要望を行いました！
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インターハイ 躍動の青い力　四国総体 2022
登山 長崎北陽台 女子全国優勝！男子３位！

第 42 回長与川まつり花火大会

　８月５日～９日に香川県で開催された全国高等学校
総合体育大会登山大会で、長崎北陽台高等学校の女
子が18年ぶり２度目の優勝、男子も３位入賞を果たし
ました。
　３泊４日の競技期間で安全登山に必要な技術、体
力面などを100点満点で採点される登山競技。女子
は、天気図と自然観察以外満点の合計99.6点の高得
点。男子も98.9点の高得点でした。

　県高総体以後、校内での練習や装備などの準備を
入念に行ってきた登山部メンバー。１週間前に現地入
りし、本番までに100㌔以上探索するなど本番直前ま
で良い準備ができたことも好成績に繋がりました。本
番は怪我や体調不良になることなく選手たちは全コー
スを踏破し、笑顔で競技を終えました。登山部のみな
さんおめでとうございます！

　長与の夏の一大イベント、長与川まつり花火大会が８月21日に
開催されました。
　当日は、８時30分より岩淵神社にて神事が行われ、その後、長
与川のお祓いが執り行われました。
　本年度の長与川まつりはコロナウイルス感染症拡大防止の観点
から中止となりましたが、新型コロナウイルス感染症の終息を願っ
て、花火を20時30分から打ち上げました。たくさんの皆さまにご
協力・ご協賛いただきありがとうございました。

YouTube

Instagram

花火大会の
動画はこちら▼
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長与町のパワーあふれる活動をご紹介！！
地 域
町民参加の

土
　長与町ブルーベリーを育てる会（崎山達朗代表）が本川内郷の長与ダム近くの農園で実施し、町内外から32組145人の方々
が参加しました。
　ブルーベリー園内は食べ放題で、約10種類のブルーベリーを食べ比べしながらご家族などで楽しんでいました。参加者から
は「美味しいブルーベリーを食べることができて満足」「眺めが良くてリフレッシュできた」「冷たいおしぼりの提供が有難い」な
どの感想をいただき、体験を満喫していました。

7 23 土
8 6 ブルーベリー摘み取り体験

土
　大村湾漁業協同組合が長与港湾内で実施し、町内外から8組24人の方々が参加しました。
　参加者は、漁師８人の船に分乗して海底に仕掛けられたカゴを１個ずつ引き揚げ、カニやシャコなどが入っていると目を輝か
せていました。参加者はその後、自宅に持ち帰って調理したりして海の幸を楽しみました。

7 30 カゴ漁体験

ながよグリーン・ツーリズム
ながよグリーン・ツーリズムの一環として、２つの体験事業を実施しました。
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シーボルト校
研究紹介

Vol.20

子どもの足型と姿勢についての研究
―足元からの子どもの事故防止を目指して―
看護栄養学部　看護学科
大重　育美　教授

　子どもの不慮の事故防止は、母子保健の重要課題として位置づけられています。子どもの事故の要因として、
子どもに合った靴を履いていないことに伴う傷害があるため靴教育が重要であること、子どもの足底状況が姿勢
に影響することが報告されています。生活様式の変化から踵

かかと

を接地した蹲
そんきょ

踞姿勢（ひざを開いて深く曲げ、かか
とを上げた形で上体をまっすぐした姿勢）が苦手な児童が増えており、トイレなどの生活様式が子どもの成長に
影響を与えていることも明らかとなっています。そこで、幼稚園児を対象に以下の視点で調査をしています。

1. 幼稚園児をもつ保護者の子どもの靴の選び方、家庭内での動作、家庭内のトイレ、リビング、寝具を含む生
活様式を保護者の視点から調査

2.フットプリンターで子どもたちの足底状況を測定後に、浮き趾
ゆび

、扁平足、外反母趾、胼
べん ち

胝（手足の特定の部位
に圧が反復的に加わることで生じる皮膚の局所的な肥厚）などを確認

3. 運動機能として、片足立ちによる身体バランスを確認

　これまでのところ、幼稚園児の足底状況と運動機能では、浮き趾や回内足（土踏まずが低下して、足首の関節
が内側に捻れて足首が内側に過度に傾いた状態の足）を有する児

こ

が多く、片足立ちが困難でバランスを保持でき
ない児もいましたが、子どもの事故で最も多い転倒経験との関連は認められませんでした。今後も幼稚園児を対
象に、子どもの足の健全な成長を促し、足元からの事故防止を目指した社会づくりに貢献したいと思っています。

補足：大学生を対象に、荷物を持って
いる時と持っていない時でのフットス
キャンという機器を用いた足の実態調
査を行いました。そこでは、携行物の
保持時と非保持時による足部状況の
変化は、右足にのみに保持している時
よりも保持していない時の方が浮き趾
が多い傾向ではありましたが、母趾角
度、接地面積には変化はみられませ
んでした。足底の接地面積が 70％以
上では外反母趾や扁平足などの足部
の異常を持っている可能性もわかりま
した。

長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校。
すぐ近くの大学でどのような研究が行われている
かをシリーズで紹介していきます。

フットスキャンでの
測定の様子

フットスキャンでの測定結果
（圧力、角度、接地面積など）
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　長与町ブルーベリーを育てる会（崎山達朗代表）が本川内郷の長与ダム近くの農園で「ブルーベリー摘み取り体験」を実施し、
町内外から３２組１４５人の方々が参加しました。
　ブルーベリー園内は食べ放題で、約１０種類のブルーベリーを食べ比べしながらご家族などで楽しんでいました。参加者から
は「美味しいブルーベリーを食べることができて満足」、「眺めが良くてリフレッシュできた」「冷たいおしぼりの提供が有難い」な
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