
◆岡山市ふれあい介護予防センター 【中区・東区】
〒702-8002 岡山市中区桑野715-2（岡山ふれあいセンター内）

◆岡山市ふれあい介護予防センター北事務所【北区】  
〒700-0071 岡山市北区谷万成二丁目6-33（北ふれあいセンター内）

〒702-8021   岡山市南区福田690-1（南ふれあいセンター内）

取り組みや体操の
動画をホームペー
ジで配信中︕

「私、健康のためにこんなこと頑張ってます！」「こんな瞬間、撮れました！」

「いい川柳ができました！」等、日常の何気ない瞬間や作品を投稿してみませんか？

みなさまから寄せられた情報を、介護予防センターの Facebook やホームページ

にて掲載します。

頑張っていることや嬉しい発見を、みんなと共有することで、日常に楽しみをプラス

してみましょう♪

生活不活発病から抜け出そう   

活動

活力

活気

〇テレビ体操やインターネットの動画などでトレーニングをする

※介護予防センターホームページにて「あっ晴れ！もも太郎体操」の動画を公開中！

〇普段の家事をキビキビ行う、物の片付けや床掃除に取り組んでみる

〇歌や読書、パソコン、園芸･畑仕事などの趣味活動を楽しむ

運動や趣味活動で活力アップ！

バランスの良い食事と睡眠で活力アップ！

人とのつながりや役割で活気アップ！

〇1日3食しっかりバランスよく食べる

〇毎朝同じ時間に起きて朝日を浴びる

〇友人や家族と電話でおしゃべりをする

〇手紙やはがき、メールを送って人とつながる

〇ごみ捨てや玄関掃除、花の水やりなど、家庭内でも自分の役割を持つ

少しずつ外出や活動の自粛が緩和されてきていますが、これからも引き続き

「生活不活発病」には注意が必要です。「生活不活発病」は、日頃体を動かす機会

が減ってしまい「動かない（生活が不活発となる）」状態が続くことで生じます。

すると、だんだん「こころやからだの機能が低下」して、前よりも「動けない、動

きにくく」なります。そして、動くことが億劫になり、さらに動かなくなる…と

いった悪循環が起こり、いっそう症状が進んでいってしまうのです。
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「見て！聞いて！おすすめ！情報」大募集

《応募・問い合わせ先》公益財団法人 岡山市ふれあい公社
  岡山市ふれあい介護予防センター 8:30-17:00 土・日・祝日を除く

テーマ ： 私なりの介護予防

健康のために取り組んでいることや元気の源になっているものなど、あなたの  

介護予防を教えてください。写真・絵・エピソード・川柳・俳句など、自由な表現で

の投稿をお待ちしています！

応募方法  ①氏名  ②住所 ③電話番号 ④匿名希望の場合はペンネームを
          ご記入のうえ、メール・FAX・郵送・持参にてご応募ください。  

          ※いただいた個人情報は、連絡が必要な場合のみ利用いたします。

募集開始  2020年6月～

応 募 先  ◆メール： OYC＠mx.okayama-fureai.or.jp
          ◆F AX ： ０８６－２７４－５２１２
          ◆郵 送： 岡山市ふれあい介護予防センター
                  〒７０２－８００２   岡山市中区桑野７１５－２
          ◆持 参： 最寄りの介護予防センターへご持参ください（下記参照）。

掲 載 先   岡山市ふれあい介護予防センター facebook、ホームページ 等

◆岡山市ふれあい介護予防センター南事務所【南区】  

℡086-274-5211

℡086-251-6517

℡086-230-0315

悪循環を断ち切り、これからも元気で過ごすための「３つの活」をご紹介します。

「３つの密（密閉・密集・密接）」に注意しながら、取り組んでみてください。
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活気アップのために人とつながろう！

「見て！聞いて！おすすめ！情報」大募集

《応募・問い合わせ先》公益財団法人 岡山市ふれあい公社
  岡山市ふれあい介護予防センター 8:30-17:00 土・日・祝日を除く

テーマ ： 私なりの介護予防

健康のために取り組んでいることや元気の源になっているものなど、あなたの  

介護予防を教えてください。写真・絵・エピソード・川柳・俳句など、自由な表現で

の投稿をお待ちしています！

応募方法  ①氏名  ②住所 ③電話番号 ④匿名希望の場合はペンネームを
          ご記入のうえ、メール・FAX・郵送・持参にてご応募ください。  

          ※いただいた個人情報は、連絡が必要な場合のみ利用いたします。

募集開始  2020年6月～

応 募 先  ◆メール： OYC＠mx.okayama-fureai.or.jp
          ◆F AX ： ０８６－２７４－５２１２
          ◆郵 送： 岡山市ふれあい介護予防センター
                  〒７０２－８００２   岡山市中区桑野７１５－２
          ◆持 参： 最寄りの介護予防センターへご持参ください（下記参照）。

掲 載 先   岡山市ふれあい介護予防センター facebook、ホームページ 等

◆岡山市ふれあい介護予防センター南事務所【南区】  

℡086-274-5211

℡086-251-6517

℡086-230-0315

悪循環を断ち切り、これからも元気で過ごすための「３つの活」をご紹介します。

「３つの密（密閉・密集・密接）」に注意しながら、取り組んでみてください。


