
～健康長寿！『目指せ 元気100歳』運動～
2019年度

対象者【妙高市民・妙高市にお勤めのかた】

豪華景品が当たる！

ペア乗車券・ペア宿泊券を

それぞれ4名様に！

「遊ぶ」コース
えちごトキめき鉄道 リゾート列車

「雪月花」ペア乗車券 市内旅館ペア宿泊券

写真提供：えちごトキめき鉄道株式会社 ※写真はイメージです

ポイントをためて必ずもらえる！
○水夢ランドあらい会員券（一般・半年または中学生以下・年間）

○妙高高原体育館プール会員券（一般・半年または中学生以下・年間）

○市総合体育館トレーニングルーム会員券（一般・年間）

○妙高あっぱれ逸品Ｂセット

○水夢ランドあらい回数券

（中学生以下・11回分）

○市総合体育館トレーニングルーム

回数券（一般・11回分）

○妙高高原地域で使える

商品券（1,500円分）

○ネックライト

○ごみ袋（中）※

○妙高高原体育館プール回数券

（中学生以下・11回分）

○妙高あっぱれ逸品Ａセット ○コシヒカリ5kg

○妙高高原地域で使える

商品券（500円分）

○玄米甘酒

○からむしうどん

○ごみ袋（小）※

いずれかの1回利用券

○市総合体育館

トレーニングルーム

○水夢ランドあらい

○妙高高原体育館プール

○水夢ランドあらい回数券（一般・11回分）

○妙高高原体育館プール回数券（一般・11回分）

○市総合体育館トレーニングルーム会員券（一般・半年）

○体組成計 ○活動量計 ○血圧計

○妙高高原地域で使える

商品券（1,000円分）

○杵つき餅

○ごみ袋（大）※

○ペア温泉入浴券（4施設のうちいずれか）

・ほっとランドあらい

・大滝荘 ・苗名の湯

・妙高高原ふれあい会館

「泊まる」コース

プラス特典も！

STEP

１

参加登録必須！

はじめる前に

ご提出ください

STEP

２

目標を決める

取組む
健康目標をカードに記入、

ポイント対象事業・

チャレンジ100に取組もう！

STEP

３

ポイント交換

がんばったあなたに

景品をプレゼント！

健康習慣GET！
1年間の取組みをこれからのあなたの健康につなげよう！

ポイント累計が！

75歳以上：2倍

85歳以上：3倍

Wチャンスで

さらに！

豪華景品が当たる

お問い合わせ／妙高市健康保険課 電話／0255－74－0013

提出場所

妙高市役所・各支所

総合型地域

スポーツクラブ等

ポイント交換申請期間

2020年2月3日～21日

交換品引換え期間

2020年3月9日～14日

申請期間前に

申請書を送付します

※ごみ袋は1人1種類1袋まで

とさせていただきます
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ポイント

６００
ポイント

５００
ポイント

４００
ポイント

２００
ポイント

３００
ポイント

１００
ポイント



メッツとは？ メッツ
2.3
3.0
3.5

活動量を増やそう！ 4.0
4.5
5.3
6.0

※運動習慣の定義「週2回以上、1回30分以上、息が少しはずむ程度」 ◆厚生労働省　健康づくりのための身体活動基準2013より

スタートから
　　　　　　累計100万歩を達成します

　毎日の歩数をカードに記入して
　ください
　1日1万歩を目安に歩きましょう

100日間計測チャレンジ

　　　100日間
　　　　　食習慣改善チャレンジ

下記からテーマを２つ選んでください
①朝食か夕食を家族と一緒に食べる
②朝食を必ず食べる
③毎食野菜を食べる
④就寝2時間前は食べない
⑤減塩する
　　　　　　累計１００日間実施します

　各テーマを現在実行できて
　いないかたが対象です！

　実行できているかたは対象と
　なりません

「体重」と「血圧」を
　　　　　　累計100日間計測します

　BMI２５以上のかたや、
　高血圧で服薬中のかたに
　おすすめです！
　「体重」「血圧」を毎日カードに
　記録してください

！各事業参加時は必ずポイントカードを持参してください！
「後日押印」は出来ませんのでご注意ください

コース名 内容 注意事項

100日間禁煙チャレンジ 100日間連続で禁煙します 　現在喫煙しているかた限定

！【チャレンジ100】を始める前にお読みください！
●取組みの達成で100ポイントとなります。
●同時に複数のコースはチャレンジできません。１つのチャレンジが終了後、次のコースにチャレンジできます。
●同じコースを繰り返して実施することも可能です。
●カードに必要事項を記入していないものは無効となりますのでご注意ください。
●チャレンジの最終日は交換品引換え申請日の最終日（2020年2月21日）となります。

【チームでチャレンジ】
●3人以上で同じテーマに取組み、達成すると、1つのチャレンジで１人あたり300ポイントゲットとなります。
●カードにメンバー全員の氏名がない場合は無効となりますのでご注意ください。
●個人の記録は各自で行ってください。

100日間運動チャレンジ
1日1回約30分以上の運動を
　　　　　　累計100日間実施します

　実施した運動内容をカードに
　記入します

100万歩チャレンジ

　ガーデニング
　犬の散歩、台所仕事
　草取り、風呂掃除

運動強度の単位で、安静時を1としたときに
何倍消費しているかを示したもの。

消費エネルギー（Kcal）＝1.05×メッツ×時間×体重（㎏）

今の生活にプラス10分の
　運動を取り入れよう！

　ストレッチ
　ピラティス、太極拳
　ウォーキング、筋トレ
　ラジオ体操(第1)、卓球
　ラジオ体操(第2)、水中歩行
　スキー、アクアビクス
　ジョギング(ゆっくり)

　屋根の雪下ろし
　畑・田仕事
　✿　✿　✿
　スコップでの除雪

生活の中で 運動

イベントや教室に参加して

ポイントゲット！

【凡例】 時：日時 会：会場 内：内容 問：問合わせ先 ☎：電話番号 他：その他

ポイント対象事業
①５つのコースから１つ選び、カードに記入

②取組内容を毎日カードに記録する

③取組み達成でポイントゲット！

市民健診・特定健診・職場健診・人間ドック・各種がん検診・歯科検診・ロコモ健診１０～３０
ポイント 時：通年

内：各種健診受診で10ポイント付与（大腸がん撲滅キャンペーン中につき、大腸がん検診のみ30ポイント付与）

他：健診会場では押印しません。カードに受診日を記載してください。

問：市健康保険課

☎：0255-74-0013

ご近所みんなで目指せ！

健康長寿講座
１０
ポイント

時：通年 会：各町内会館等

内：介護予防と元気づくりを考える講座

問：市福祉介護課

☎：0255-74-0017

健康づくり講演会１０
ポイント 時：4月17日

会：新井ふれあい会館ふれあいホール

内：「いくつからでも大丈夫！

カラダが変わる運動習慣」講演

問：市健康保険課 ☎：0255-74-0013

市内ウォーキングイベント１０
ポイント 時：通年

内：各種ウォーキングイベント

他：詳細は別紙をご覧ください

各種スポーツ大会・ニュースポーツイベント・体力テスト１０
ポイント

内：①ファミリーソフトバレーボール大会 ②ナイターソフトボール・パパギャルボール大会

③越後妙高コシヒカリマラソン大会 ④ニュースポーツフェスティバル

⑤健康づくりニュースポーツ講習会 ⑥市民体力テスト

問：①～④スポーツクラブあらい(72－3665) ⑤市老人クラブ連合会(72－7210)

慢性腎臓病（CKD）セミナー１０
ポイント 時：10月5日

会：新井総合コミュニティセンター

内：慢性腎臓病に関する講演

問：市健康保険課

☎：0255-74-0013

１０
ポイント

時：10月12日

会：新井ふれあい会館ふれあいホール

内：介護予防と元気づくりを考える講座

問：市福祉介護課 ☎：0255-74-0017

70歳元気になれる同窓会１０
ポイント 時：7～12月頃開催予定

内：フレイル予防と健康人生設計を

考える講座

他：70歳になるかたへご案内します

問：市福祉介護課 ☎：0255-74-0017

フレイル予防教室１０
ポイント 時：10～12月頃開催予定

内：フレイル予防のための教室

他：詳細は市報等でご確認ください

問：市健康保険課

☎：0255-74-0013

親子食育教室１０
ポイント 時：各園へ問い合わせください

会：各保育園・こども園

内：3歳児・4歳児の親子食育教室

問：市こども教育課

☎：0255-74-0040

妙高市健康フェア２０１９１０
ポイント 時：10月5日

会：新井ふれあい会館

内：計測・健康チェックコーナーなど

問：市健康保険課 ☎：0255-74-0013

健康保養地プログラム３０
ポイント 時：5～3月

内：ウォーキング・プールでの運動

他：教室申込時に30ポイント付与

問：妙高高原体育館

☎：0255-86-4466

各種運動教室
（総合型地域スポーツクラブ）

３０
ポイント

内：①スポーツクラブあらい

②妙高高原さわやか協議会

③妙高ふれあいパーク

他：教室申込時に30ポイント付与

食生活改善推進委員の会①食育キャラバン②健康バランス食普及事業１０
ポイント 内：①減塩の啓発 ②健康バランス食の普及

会：①-1道の駅あらいくびき野縁日(6/2) ①-2万内川サマーフェスティバル(8/10予定)

①-3関川関所まつり(9/21) ①-4妙高ふるさとまつり(11/3) ②各町内会

他：①食推ブースにてポイントを付与 ②ポイント押印枠に日付を記入

問：市健康保険課 ☎：0255-74-0013

民間運動施設の利用１０
ポイント

内：①カーブスさん来夢あらい

②カーブス新井SC ③ビックネス新井

④こぶしメディカルフィットネス

他：月に1回10ポイント付与

年間・半年利用券の購入1０
ポイント/月 他：半年利用券60ポイント

年間利用券120ポイント
内：①妙高市総合体育館 ②水夢ランドあらい

③妙高高原体育館プール

④池の平スポーツ広場

クロスカントリースキーシーズン券

（④のみ12～3月利用・40ポイント）

みんなで歩こう！
ウォーキングマップの制覇

３０
ポイント

内：全20コースを年度内に制覇したかた

問：市生涯学習課

☎：0255-74-0036

時：①6月30日 ②7月27～29日 ③10月13日 ④2月中 ⑤8月下旬 ⑥9月下旬

あなたの運動・生活の

消費カロリーを計算してみよう！

“1.05”は

安静時消費エネルギー

30分の場合は

0.5時間で計算

時：通年

健康長寿！「目指せ元気100歳」運動

市民公開講座


