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県民健鷹をシター/顕 

森林の癒し効果と運動で 
ストレス解消.免疫力アップ 

願呈診教室 
Eaふくい健康の森県民健康センター 

囲一般成人(運動制限のない方) 

田舎30名(要予約.先着腰)囲各300円 

麗鱒饗診/＼_擬醒灘 
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初,略の方も大丈夫!jie,79''競闘願事弦- 

国璽)認閏 
水分補給のための飲料水､運動できる服装､i脚光窒iJlfiE轟a椎醐陳 

歩きやすい運動靴､タオル､帽子両腕整油量難易はEiE量産吸i因i 

(雨の場合は室内用運動靴が必要)…灘藍1電蓑 
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①健康の森ウオーキング(約3.5km)13:30-14i:-40雨夷決行 

②森林ヨガ14:50-15:50※雨天の場合は屋内 

特ち勤.服装 

水分補給のための飲料水､運動できる服装､歩きやすい運動靴､(雨具) 
タオル､帽子､ヨガマットまたはレジャーマット(敷物) 

健康講座-...... 

護憲:.睦漂鳥 
4/11㊤ピンピンコロリの生活習慣 

5/9㊤家族.同僚.お客を受動喫煙から守ろう 

6/13㊤ピロリ菌が引き起こす様々な病気 

伝承料理講座-＼一議 
燵康長寿の食生活を応援する料理講座｡増強 安'B.安全な地元産の食材で伝承料理を学ぼう｡＼課 

らっきょう編i梅編-i麗憲二__ 

5/28㊥6/28㊥ 
皮むきから塩漬け-までを伝授:梅の加工法の講座と梅ジャム 
します｡;作りを実習します○ 

日田2階乗義教室田a14:00-16:30(受付13:30-) 

囲30名※締切は'週間前､詳細は葉書にて囲1.500円 

i-ミ南中-つ雫詳)_痛~　〆絹
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龍避題蓮藤
たこと小松菜のキムチ炒めと
即席漬け(ダイエット)

醒闇
脂肪撃退体操

Eaエアロビクススタジオ､レストラン

田圃1 1 :00-12:00(エクササイズ･栄養講話)

12:00-12:40(健康ランチ)

園1,110円(ランチのみ参加620円)田50名
●締切日/開催日の8日前程度(回により異なります)

※内履きシューズと運動着の持参　※エクササイズ参加の方は15分前には来館
※無断キャンセルお断り(食材発注の為､ 1週間前以降のキャンセル不可)
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健康運動指導士によるあなただけの減量プログラムを設定｡

運動習慣と食生活の改善で健康的な｢脂肪滅｣に取り組みます｡

田圃曜日･時間帯を問わず(週2一拍の実践)

囲医師忙よる運動制限がない健康的な方(18歳以上)

図1 3,340円(65歳以上の高齢者1 0.870円)

囲40名
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4/26㊥醒姥龍一ショー 

5/17㊥ハーモニカ(ラデーノ.フクィ.アルモニ力) 

6/14㊥コカリナ(ふくいコカリナアンサンブル) 

ヽ雷 劔- 

健康の森温泉;灘図割 母の日浅田薗 劔<Y�ｩFR�入浴の回数券 劔&"�
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棄潔気強縫整竪整理用時は入湯税100円棚腿必要 ∴∴∴∴∴∴∴∴ 

ir 曝棹�2��+X����

卒物の 塞;:.- ��(ｩx/�� 劍�ﾊH����ﾍ����

"善一, l一 �+r�.＼謬i÷緩三重警饗- 

二三､1- � ����

離経藷予告ミニ整藍露 劔喜怒幾泣ふ 

親王陸離謡翻澄園圏冨田歴種名専門家による健康講座を開催しますo 

生きがい無 茎埜 劒I{�Xﾜ��¥r� ��2階教養娯楽室 当日温泉入浴者 各30名(申込不要) 

4/11㊤5/9㊤闇醗問詰 
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5/24㊥濫 

喜藤霧

萎　醸憂鬱繋醗彊翳　曝翳態饗彊翳醗蓑

の諺が韻麗遊惑

彊睦躍

園健康の森のサクラ
※カラーモノクロは問いません

醒健康の森施設 d固
幌民個犠センター･けんこうスポーツセンター･生きがい交流センタ｣

鎧露語圏大きさは｣判とします
※デジタルカメラで撮影された場合は写真プリントに限ります
※データ加工で作られた作品は不可とします

国どなたでも応募可能(1人1点まで)

闇4月6日～30自　国圃無料
※人物が被写体の場合､必ず被写体本人の承諾を得て下さい
※肖像権侵害等の対応は応募者の責任において行うこととします

彊聞国題額0776-98-8000

躍顎曝露暁彊
がんについて知りたい､聞きたい､

そんな方たちが､どなたでも気軽に

参加して頂iナます｡

医師やスタッフと
がんについてお話をしたり

意見を交換しませんか｡
国

醒題圏毎月第2土曜日
1 6:00- 1 7:00(無料健康講座の後)

圏県民健康センター2F大会議室

園がんについて色々知りたい右､
聞きたい右　予約不要

利用料金改定のお知らせ

平成27年4月1日より､

施設利用料金を改訂いたします｡
利用者の皆様には､

何卒ご理解を賜りますよう
お願い申し上げます｡

※詳しい料金内容はホームページもしくは各施設へお問い合わせ下さい｡



ふくい健康の森　施設開館情報
[コ･･,休館日

【利用時間】 8:30-17:00
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【利用時間】 ⑧iナんこうスポーツセンター/火～土9:00-21:00､日･祝日9:00-18:00

遥多温水プール/火～土10:00-20:30.日･祝日10:00-17:30

⑧健康スポーツ公園/9:00- 18:00

【入館料】　大人610円､小人250円. (65歳以上の)高齢者480円
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日月火水木金土 

1 �"�

3 釘�5 澱�7 唐�9 

10 免ﾂ�12 ��2�14 ��R�16 
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【利用時間】 ㊨開館時間9:00～21:00
㊧温泉利用時間10:00-20:30(最終受付は20:00まで)

【入館料】　大人610円､小人250円. (65歳以上の)高齢者480円

温泉施設 利用休止の お知らせ �(､ｸ孳�(郢�ﾘ,ﾓb�]ｸ菇5��,ﾈ+ﾘ-�B��c�､ｹ�ｩw�y駅�郢�ﾒ�23日～6月26日まで.□ 用休止とさせていただきます｡温泉繊利用停止 ま9:00-17:00まで利用可能 
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県内のがん検診情報は｢がんネットふくい｣で検索!http://www.gaれ-net.fukui.jp/ ��LJ 刮�'. 


