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彼方繊宕
★身長・体重測定：BMl（肥満度を示す体格指数）を調べます。

健康で長寿の方が多いのは22前後と言われています。

★片足立ち測定：片足ずつ1分以内にどれくらい立っていられるかの

測定です。バランスと下半身の筋力を見ます。

★握力：握力計を使って筋力の目安を見ます。握力の低下は体全体

の体力の低下と関連してLtると言われています。

★反復唾液瞭下テスト：ロの渇きや飲み込みの機能を見ます。

鰯
★保健師・看護師による健康相談を行っています。医療や生活のこ

と、介護のことなど、高齢者の総合相談も受け付lナています。

担当：保健師　山本・看護師　三品

★理学療法士による運動機能低下予防の助言・指導、

市民後見センターさいたまのスタッフによる生活サポート相談も行

っています。

ツじ小を男手一つ彩，槽よる／じ小セラと二一、ジ圭・召〟上

街卿給ラクダ一石よる椅子k＝座コ種の露紘嫁・

餅レ「二二ング諺島と教）ま克

共催：老人福祉センター　仲本荘　　TEL：048－762－8441

浦和区南部圏域　地域包括支援センター　尚和国

TEL：048－813－8915
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①シルバーカードを受付で
提示していただき、お名

前・年齢・こ住所などを名

簿に記帳します。

②記録用紙をお渡しします。
前回お持ち煽りの方はこ

提示ください。

⑨コミュニティホールで身
長・体重・血圧・体力測定
を行います。

④ハンドセラピーで体をほぐ
してください。

⑥相談こ話聖書は、受付順
に保健師・看護師・理学療
法士による健康相談を行
っています。

⑥介護予防インストラクター
による軽体操・脳トレ運動

で楽しく運動！

★参加は65歳以上の方は無

料です。

盲予約不要です。

★途中参加・途中退出可で

すので、ご都合や体調に

合わせてお越しください。

持ち物：スリッパに履き替え

ます。水分のご用意

をお願いします。

気温に合わせ、動きやすい

服装・ハンドタオルをお持ち

ください。



平成28年度　体力測定・元気アップ相談　年間スケシ‘ユール（合計11回開催予定） 

＼ 

仲本荘 
＜コミュニティホール＞ 

l階10時00分～12時 

4月 �14日（築2木曜日） 

5月 �12日（築2木曜日） 

6月 �9日（築2木曜日） 

7月 �14日（纂2木曜日） 

8月 �お休みです 

9月 �8日（纂2木曜日） 

10月 �13日（纂2木曜日） 

11月 �10日（築2木曜日） 

12月 �8日（纂2木曜日） 

1月 �12日（築2木曜日） 

イー 

2月 �9日（纂2木曜日） 

3月 �9日（築2木曜日） 

11回 


