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体力事く
教室受講者に入館料無料券1枚進呈!

‑秦/‑､

中級水泳教室
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囲2F大研修室
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を溺珪耕運

7/10‑9/18 (全8回)

f 8H

蒔H耳爾

田15:00‑16:00

健康づくりに関する旬な話題､正しい
情報を提供します｡

7/11亀ノi豊栄謹書落第亨ルー
8/ 8違)ロコモ予防の健康登山

太極拳教室

諸宗業務誓

書認識す

くしたり､足腰を強くする

7/4‑9/26 (全12回)要素の運動を行います｡

9/12通読鮭講書…サプリメント
講座受講者に入館料無料券1枚進呈!

｢｡慈:畿

健康運動指導士が発行する減量運動プログラムに従い3ケ月間継続して運動
を実践します｡ (ご自分の都合の良い時間に週2 ‑ 3回の頒度で!!)
三,l

艦竪寒2F栄養教室
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田14:00‑ 16:30
(受付13:30 〜)

生活習慣病や肥満予防のために､
安Ih安全な食材を使って､糖分や
塩分を控え簡単にできるヘルシー
料理を提案する教室｡

和良編

9/27遁)認凝議講究謹大震
伝授して頂きます｡

患国害一葉揺主謀鵜it.え(灘食)
7/8水田むくみ解消体操
〃国○完結t(liiB雪eJi;).tニJZf)
9/21 1月圃若返｡体操

塾醜

唾韮轟謹選塾
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囲生きがい交流センター内いきいき工房
囲小学生以上(3年生以下保護者同伴)

リレー･フォー･ライフとは
がんと闘う方々の勇気を称え､家族､支援
者と共に交代で24時間歩き続けることで
がんと闘う連帯感を育み､がんで悩むこと

圃午前の部10:00‑ 12:00 ･午後の部13:30‑ 15:30

7/25土ふしぎ貯金箱

入信㌶

号嵩等努黒ラ欝柴金活動を行醒壁童謡

引き出し部分にお金を置いて､引き出しをもどして
また引き出すと･･･あらふしぎ!お金が肖える貯金箱

囲因り帝師団軸口軽顧圏軸閏聞田

i

憂思L

園開聞咽関田

リレー･フォー･ライフを

一緒に作り上げていただける方

7/26日DONDONさがる貯金箱
正面についたキャラが､お金がたまると､どんどん下がっ

実行委員

ていくよ｡がんばってお金を入れて､一番下まで下げよう!
∃0mまⅢ選相2回漢書関離隔B=7311Ei

8/2

≒綜蓑翌脚ii

参加したい方

興味のある方

1人でも参加OK !ご連絡お待ちしております!

日､ソフトプレーン
範囲話9月5日(土) ･‑6日(日)

ゴムの力を利用して､飛ばすヒコ‑キ｡
大空に向かって飛ばそう!
田匡萱話まⅢ襲用!gE書留廼嗣EFffTIF̲

雨天決行(天災時のみ中止)
"

:1翌売倣InS輩

田ふくい健康の森400m
(福井市真栗町旧清水町)
【お間合先】
公益財団法人福井県健康管理協会内/リレーフォーライフふくい実行委員会

∴e高砂∃∴シサ二十亨 JL?'∈1‑

TEL:0776‑98‑8000

闘∴∴.∴∵∴ ○∴ 凛2
E竪案l階交流ホール

v

はるコンサ ト｡

コンサート来場者全員にもれなく温泉施設利用割引券進呈!
嶋トーンチャイム

8/9 ､日
9/20

で検索!
http:IIw｡gan‑net｡fukuiJpI

出演:ミュージックメイツ

フラダンスとキッズチアダンス

日iエレキバンド

｢がんネットふくし

県内で活躍している団体

圃開場13:30開演14:00

7/5

FAX:0776‑98‑3502

E一maiI:kenmin@fkenkan.Cup

5月からの新しいコンテンツ

出演‥ルネツスキッズ

● ｢教えて!がん検診｣

出演:かわだベンチャーズ

がん検診に関する質問をメールすることにより､医師が作成する回答を受け
取ることができるサービスです｡

● ｢がん検診コラム｣
医師が作成するがん検診に関する定期的なコラムです｡
健康づくりにおススメの
健康講座を開催します｡

塵塵塵圃圏艶墨霊
園2階教養娯楽室

生きがい交流センター

囲当日温泉入浴者国名30名(申込不要)
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9/27甘健康クイズ健康再確認!

｢7月.
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塾ヰふくい健康の森

施設開館情報一巻; □･休館日
〒910‑3616

福井県福井市真栗町47‑48

餐 0776‑98‑8000/ FAX 0776‑98‑3502
匠IJi5時間i 8'30‑ 17:00

けんこうスポ‑ツセンタ‑
利用時開

言9307‑;66l̲698:8:iE2Lao";iA:xD407i4776̲98̲4020 kens｡｡@fkenkan.0.jp

けんこうスポーツセンター/火〜土9.00‑21:00 (※7･8月のみ月曜も開館します)､日･祝日9,00‑18:00
温水プール/火〜土10:00‑2030 (※7･8月のみ月曜も開館します)､日･祝日10:00‑1730 (※7･8月のみ9:30‑17:30)
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

聖書がい交流センタ‑
胴時間

言9307‑;66l̲698m:5#3EoH.";嵩407i5]6̲98̲5804 ,kiga,@fk｡nkan ｡｡.p

開館時間9:00‑21:00/温泉利用時間10:00‑2030 (最終受付は20:00まで)
大人610円､小人250円､ (65歳以上の)高齢者480円

国京福バス:健康の森行き清水山線で約40分

普通車

国JR北陸線:福井駅から車で約30分､鯖江駅から車で約20分

250台

大型車10台

間北陸自動車道:福井iCから車で約35分､鯖江iCから車で25分

ぬITt< u健康の森
●

醒'r45･i乎評.o'･J:i I 2月の各, 5日)

蹴'reE.blaE網戸BJ

｢おはようふくいセブン｣ (日曜700‑730/FBC)

｢ふくい元気通信｣

｢ほっとふくい｣ (第1 ･3土曜1700‑1715/ftb)

(月･水･金1020‑1030頃/FBC)
(第3 I 5土曜1035‑1040頃/FBC)

｢まさかと県政｣
(日曜11 45‑ll 50/ftb 1655‑1700/FBC)

｢FM県政スポット｣
(金曜845‑8 53/FM福井)

'a公益暇人福井県健康管主里協会
http:IIfkenkan｡o巾pI
ふくい健康の森

芭醇霊

ふくい健康の森は福井県が設置し､指定管理者の指定を受けた公益財団法人福井県健康管理協会が管理運営を行っています｡
ふくい健康の森マスコットキャラクター
けんころちゃん

