
2019.3.24 地域づくり活動発表会 参加者からの質問とその回答 

 元気・生きがい・ふれあいづくりの輪を広げる／元気ふれあい広め隊  

 

 なぜこの活動が始まったのか？ 

 ボランティア団体どのようにスタートした？ 

健康づくり活動の拠点である「ほっとＨＯＴ・中条」の建設にあわせ、元気・ふれあい・生き

がいづくりの輪を広げる活動として始まりました。 

 前身は、ほっと HOT 建設時の元気づくり部会？ 

それまでの「人づくり会」から平成 24 年（2012 年）に名前が変わりました。 

 どういうメンバーが集まってますか？ 

 隊の構成、年齢層は？男女比は？ 

下は 40 代から上は 80 代までですが、いちばん多いのは 60 代・70 代です。男女比はだいたい

１：５です。 

 花形さんが入ったきっかけは？活動していてどうか？ 

定年退職後の健康診断でほっとＨＯＴに行ったときに誘われました。それまで会社の人間関係

の中で生活してきて地域との関わりがほとんどなかったので、人と関わることは大事だなと思

って始めました。地域の人とふれあい話し合うことができるので、参加してよかったと思って

います。 

 何人くらいの参加者がいますか？ 

２～３人のものから 30 人以上のものまで、活動によってさまざまです。 

 参加者は増えていますか？ 

年によって増えたり減ったりがありますが、今年（平成 31 年）は 176 人で前年の 125 人から

増えました。 

 どのように隊員を増やしていったのか？ 

 新規隊員加入のためどのようにやっているか？ 

 輪を広げる方法はどのようにしている？広報誌が主？ 

毎月市報に、翌月の活動内容を掲載しています。また、日頃からまわりにいる人たちに元気ふ

れあい広め隊の活動を紹介したり、イベント等があれば声をかけ誘ったりしています。 

 男性参加者が少ないと思われる理由は？ 

わかっていたら教えてもらいたいです… 

男性は会話が続かなかったりなどいろいろ考えられますが、役割がある状況だといいのではと

思います。人とのつきあいがあることで健康でいられるので、ぜひ男性にも参加してもらいた

いです。 



 男性は１人でやりたい人も多いですが、どのようにまきこもうとしていますか？ 

みんなでやることの楽しさ、人とふれあっておしゃべりして元気になることを伝えたりしてい

ます。 

 プログラムの企画は、誰と、どうやって作っている？ 

各プログラムごとのリーダーと企画員が中心になって内容を決めています。グループ員が少数

の場合は、全員で話し合って決めたりもしています。 

 活動の広報・情宣はどのようにやっているか？ 

 イベント周知はどのようにやっている？ 

市報・口コミ・ポスター・フェイスブック・元気づくり広報部通信など。 

 不人気の活動はどうしているか？ 

不人気な活動はないです。やりたい人で集まって始めているからか、毎回どの活動も参加者は

います。 

 １０ケ条はどうやって決めたの？ 

元気ふれあい広め隊のメンバーで何回も話し合いをしました。 

 １０ケ条は具体的にどんな理由か？ 

お互いが相手を思いやり、楽しく活動するための約束ごととして決めました。 

 １０ケ条で特に大切にしていることは？ 

全部ですが、「自分が楽しもう」がいちばんの柱です。 

 儲けが関係ない活動と思うが資金面は？ 

皆さんから集めた参加費でやりくりしています。 

 参加している方々にとっての実際の成果はどうか？ 

参加していない人よりも主観的健康観が高くなっています。人と関わることで楽しく明るく日

常生活ができているものと思います。いままでやったことがなかったことに取り組んでみると

いう気持ちの変化も出ています。 

 事務局との関係がとてもよいと思うが事務局の良さは？ 

すごく優しく元気で明るく楽しく対応してくれて、私たちの気持ちを引き立たせてくれます。

また、私たちと同じ目線で一緒に活動してくれて、話もよく聞いてくれるので、協働がうまく

いっているのだと思います。 

 花形さんはなぜ、そんなに頑張れるのですか？ 

頑張ってはいません。いろいろなプログラムの活動に参加していますが、どれもみんなと一緒

になって楽しんでいます。ほかの人と一緒に何かをつくり上げる楽しさ、一緒に達成する達成

感があるので、元気にいられます。 

 



 どうやったら広め隊に入隊できるの？ 

ほっとＨＯＴ・中条へ来てください。電話やメールでもＯＫです。優しい職員がご案内します。 

 活動は平日、休日？ 

基本的に平日の日中が多いですが、休日にやるものもあります。 

 若い人が参加しやすいプログラムはありますか？ 

「育ちの森公園づくり」や「食を通して健康づくり」はいかがでしょう？親子で参加している

人もいます。 

 男性向けのプログラムはあるか？ 

にこ楽の公園づくり・運動系のプログラム・胎内いいとこめぐり・ほっとふれあい健康会など

は、男性の参加者が多いです。 

 運動は時々。単発では効果がないので継続的にやる方法はありますか？ 

ひとりでやらず、みんなでやってはどうでしょう。 

 ウォーキングコースを使ったイベントは考えてますか？土日にやったらいかが？ 

ウォーキングイベントを春に開催しました。ふれあい健康会でも年５回ほどコースを歩いてい

ます。土日の開催は検討してみます。 

 誰でも参加できる？ 

できます。 

 プログラムにはどうやったら参加できる？ 

プログラムの開催日に来てください。いつでもお待ちしています。（わからないときはお問い

合わせください） 

６月 23 日に開催する「健康づくりフェア」では全部のプログラムが体験できますので、ぜひ

体験してみてください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加費無料 

申込み不要 

ふれあい❤ 

学び 

体験する！ 

と  き：6 月23 日（日） 

～人生１００年時代 
   今よりもっと元気に、もっと健康に！～ 

詳
し
く
は
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い 

あなたは、１０年後どんなふうに過ごしていたいですか？ 
まわりには誰がいますか…？何をして過ごしていますか？ 
１０年後、自分らしく過ごすために、今すぐできるヒントが満載のイベントです。 

  午前９時３０分～正午 
   （受付：９時１５分～９時３０分） 

ところ：胎内市産業文化会館 
 

Tainai 健康づくりフェアは 

健康スタンプ王国の対象事業です★ 

健診や元気づくりプログラムなどの健康

づくり事業に参加してスタンプを 4 個集

めると応募できます。スタンプカードは当

日受付にて配布・押印します。 

抽選で豪華景品が当たるかも！？ 

多くの方に、自分の健康・自分に合った健

康づくりに関心を持ってもらいたい、胎内

市を元気にするために一緒に活動する仲

間を増やしたいという気持ちがこもった、

アイディアいっぱいの手作りイベントで

す。皆さんのご来場お待ちしています❤ 

～Tainai 健康づくりフェア応援隊～ 

胎内市の健康づくりキャラクター 
げんきっきー 

 胎内市民の『病気減らし』と『元気増やし』を応援する体験型イベント 

令和初！ 

主催：胎内市／共催：Tainai健康づくりフェア応援隊 
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胎内市の健康づくりは 

「病気を減らす」ことと「元気を増やす」ことの

２つを大切にしています！ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜病気を減らす＞ 

検査データの改善、適

度な運動、禁煙、充分な

睡眠、バランスの良い

食事、休養 …など 

 

＜元気を増やす＞ 

生きがいを持つ、夢、役割

がある、家族・仲間とのふ

れあい、自分らしく輝け

る場所がある …など 

 

 

にこ楽料理 
地元のお母さん手作りのしそ巻の試食 

ふれあいキルト 
作品展示 

元気づくり広報部 
元気づくり広報部通信配布、取材 

 

ほっと HOT 料理 
加工品等に含まれる塩分濃度測定、 
野菜 350g クイズ、減塩レシピ配布 

育ちの森公園づくり 

ガーデニング雑貨作り 

食を通して健康づくり 
パワーリーフ、ベビーリーフ、ミニトマトの
植栽体験 

みんなのお茶や 
健康茶の作り方紹介、試飲 
手作りお茶うけの試食 

HOT ふれあい健康会 

簡単ウォーキング健康法の紹介 

 

 9:30～  9:50 オープニングセレモニー 

          開会宣言・あいさつ 

          プログラム入場行進 

 9:50～11:50  各プログラム催し 

11:50～12:00  閉会フィナーレ 

問合せ先：胎内市 健康づくり課 ほっとＨＯＴ・中条 ☎４４－８６８０ 

きらら四季の飾り 

切り絵を使ったカレンダー作り体験 

胎内いいとこ巡り 
胎内いいとこ巡り作成！市内のウォーキン

グコースと見どころスポットの紹介 

胎内いきいき脳活クラブ 
ラダーゲーム、間違い探し、パズル、数字並
べ、手遊び等、お勧めの脳活プログラム紹介 

にこ楽 畑・花壇・公園づくり 
レタスとサルビアの苗の栽培体験 
 

地域包括支援センターみらい 
動いて、笑って、カラダもココロも 

リフレッシュ❤ 
・姿勢改善コーナー 
・やってるうちに楽しくなる運動コーナー 
・「すこやか元気アップ体操」体験講座 
・チームで必死に運動体験～陣取り合戦～  

新潟県栄養士会新発田支部 
ＢＭＩ測定、握力測定、豆つかみゲームで
頭の体操、個別栄養相談 

胎内食育ＰＲ隊 
みそボールの紹介・試飲、簡単朝食の展示 

元気長生きＰＲ隊 

元気ふれあい広めたいそう上演、 
2 軸の健康づくりの考え方についてパ
ンフレット配布 

健康たいない 21 
胎内市健康増進計画「健康たいない 21」 
重点課題掲示、血管年齢測定、アンケート 

中条中央病院 
健康長生きお助け隊 

＆ちびっこドクター・ナース変身大作戦 
・各種測定(血圧、血糖、認知機能、体力) 
・なんでも健康相談コーナー 
・ちびっこ変身大作戦 

ピカもぐ劇団 
ペープサート劇の上演舞台展示、 
フーフーサッカーゲーム 

胎内市歯科衛生士会 

ボタンプル測定器による口輪筋測定、 
お口の健康に関する相談コーナー 
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