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はつらつはつらつはつらつはつらつ

県北県北県北県北

茨城県常陸大宮保健所

所　長　　藤枝　隆

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈 県戻地域高齢者皕瘨瞢瘨百人委員会癮皆様𤩍 隣称癮㿉疢瞤痝癮委員会癮睘㿉𤹪益々痟活躍癮痝㿉㿉思い𥆩瘃璒

表題癮㿉疢瞤𦣪臤世紀皕 瓖元気皕瘨瞢瘨瓘 疰高齢者癮皆痠砉癮願い癮全瘳𤹪瘃璒

璈 𦣪臤世紀皕過去癮常識疰通用痮𤺋い世癮中瘛㿉睘言わ矟𥆩瘃璒 以前𥆩𤹪皕高齢者皕ひ瘥㾮瞤㿉隠退痮， 粗食砅食べ瘳静㽷癉暮瞢

痮𤩍 㾮痮瘳常癉若者砅頼瞤大事癉痠矟矞痝㿉砅望𥇥方睘瘓痀痠砉疢瞤𥆩痮瘓璒

璈  痮㽷痮， 超や高齢者癮方々疰社会癮多数派㿉𤺋瘥瘳い𥆩瘃璒 人生最終期癮𦣪𤩍 臬烝皕㾮癮瞟う𤺋痝㿉疰あ瘥瘳睘𤩍 㾮矟𥆩𤹪皕自瞢

癮𤩍 又𤩍 社会癮主役𤹪瘃璒 超烝臽月臤日現在癮茨城県癮 シザ 遁以上癮人口皕 ジゴス 千人𤹪， 㾮癮総人口癉占𥇍矞割合皕 コザ.サ％𤩍

将来推計𤹪皕 ゲゲ 烝後癉皕約臬人癉臤人疰 シザ 遁以上癉𤺋瞤𥆩瘃璒 若者達皕少子尤𤹪数睘少𤺋痀𤩍 経済力𤹪睘逆癉高齢者癉頼瞤瘓

い状況㿉𤺋瘥瘳い𥆩瘃璒 璈㾮癮瞟う𤺋時代癉𤩍 跳護𤺋癁砅必要㿉瘃矞疢烝寄瞤疰増え瘳皕社会皕大変𤺋痝㿉癉𤺋瘥瘳痮𥆩い𥆩瘃璒

璈 私睘高齢者𤹪瘃疰𤩍 自分癮瘓𥇍癉睘社会癮瘓𥇍癉睘 瓖元気皕瘨瞢瘨瓘 癉痮瘳い瘓い睘癮𤹪瘃璒

㾮矟皕身体睘心睘経済的癉睘𤹪瘃璒 㾮痮瘳， 痝癮臬瘨癮要素皕人㾮矟𤸎矟癉目標程度皕異𤺋矞𤹪痮瞚う痏矟癁睘𤩍 㾮癮瘓𥇍癉皆痠砉

是非頑張瞤𥆩痮瞚う璒 保健所皕経済的𤺋健康皕㿉睘㽷痀𤩍 身体𤩍 心癮健康瘼痀瞤癮痝㿉癉瘨疷𥆩痮瘳皕微力𤹪皕あ瞤𥆩瘃疰協力𤹪疷矞

痝㿉睘あ矞𤹪痮瞚う㽷瞢， 㾮癮時皕是非疢あ痮付痏痀瘛痠い璒

璈皆痠砉癮痟活躍疰県戻地域癮発展癉繋疰矞㿉㿉睘癉皆様癮益々癮痟健勝砅痟祈念い瘓痮𥆩瘃璒

｢元気皕つらつ」 こそ全て

県北地域　高齢者はつらつ百人委員会

委 員 長　 辻　末夫

璈璈                            痝癮度𤩍 烋成𦣪𦥯烝度各委員癮痟推挙癉瞟瞤委員長癮任命砅頂疷𥆩痮瘓辻末夫㿉あ痮𥆩瘃璒

璈璈前烝度委員長大出様癮後砅引疷継疿責任癮重大痠砅痛感痮瘳い𥆩瘃璒

璈璈璈百人委員会睘超烝𤹪臤臿烝目砅迎え瘳𤩍 頓代癮委員長瞟瞤𥫤箼穖祲制癮充実𤩍 組織𤩍 運営要項𤩍 各種規定集癮要項癉従い副

璈璈委員長𤩍 事務局役員𤩍 各𥫤箼穖祲役員㿉連絡砅密癉痮瘳円滑𤺋運営砅推進痮瘳行疷瘓い㿉思い𥆩瘃璒 烋成𦣪𦥯烝度癮県戻百人委

璈璈員会皕新人臤𦧝隣砅迎え瘳委員数臤臤舙隣𤹪ス稛籞穪致痮𥆩痮瘓璒 県戻百人委員会癮モ穖穪籞皕 瓖楽痮痀 籗 仲良痀 籗 和気あいあい㿉瓘

璈璈砅合い言葉癉活動痮瘳参瞤𥆩瘃璒

璈璈璈活動指針皕 瓖いば瞢疷高齢者𥫣箐ン𦣪臤瓘 癉基瘼疷地域癮高齢者疰社会参加𤹪疷矞環境瘼痀瞤癉貢献𤹪疷矞瞟う 瓖生疷っ斐瘼痀瞤

璈璈 籗 健康瘼痀瞤 籗 仲間瘼痀瞤瓘 癮活動砅推進痮瘳地域社会癮活性尤癉努力致痮𥆩瘃璒

璈璈璈超烝度癮事業活動皕全体事業臬件癮他昨烝㿉輪痱痀𤩍 𥫤箼穖祲毎癉文尤事業𤩍 ス䇦籞穙事業𤩍 笯箐ンテ磦磕活動砅実施致痮𥆩瘃璒

璈璈特癉全体事業癮禕箐ウン穵ゴ䈎竴大会𤩍 県戻皕瘨瞢瘨芸能発表大会癮他癉超烝度皕新痮痀高齢者癮体力瘼痀瞤支援事業㿉痮瘳𤩍

璈璈ニュ籞エ䈎䅣籞元気塾砅茨城県箵祲箛エション協会㿉共催痮瘳𤩍 元気瘼痀瞤砅高齢者癮活性尤癉貢献致痮𥆩瘃璒

璈璈璈各事業癮展開睘䀹砉𤺋𤹪考え䀹砉𤺋𤹪協力痮瘳決𥇍𤩍 楽痮痀𤩍 仲良痀多彩𤺋活動砅目指痮𥆩瘃璒

璈璈皆様癮変わ瞢癕痟理解㿉痟指導砅宜痮痀疢願いあ痮上痓𥆩瘃璒

県戻地域高齢者癮活性尤に貢献
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全体事業昨ご案内

ブロック毎 Ś月～ǖǘ月まで昨事業予定昨ご案内

実施予定日 事　業　内　容 問合せ先

舄月臤舙日膅土䐢 禕箐ウンド秂䈎竴交流会膅那珂市静峰苗園䐢 ひたち北舢 株木ォケコズサ-ゴシ-コズゴジオ

体力づ痀り支援事業膅県箵祲箵籞种ョン協会䐢 久璈 璈 慈舢 角田ォケコズザ-ジコ-ゴゴジケオ

臤𦣝月臤𦧝日膅土䐢 芸能発表大会璈膅常陸徂田市生涯学習センタ籞䐢 痮疢痧い舢 熊谷ォケコズ-コシゴ-シザサシオ

舄グ臽ォ金䐢 舄グゲシォ水オ 𦧝グ舄ォ木䐢  舙グゲスォ木䐢 ゲケグゲケォ金オ ゲゲグゲコォ水オ ゲコグゲゲォ木オ

ハイキン禕 健爲運動教曦 笯籞箛ン禕 禕箐ウンド秂䈎竴 施設見学 ハイキン禕 蕎麦打ち体験璈

𦧝月 舙グ臤臤ォ木オ ゲケグ𦣪ォ木オ ゲゲグ臽ォ火䐢 ゲコグゲゴォ土オ

学園都市視察とア秇䆿

竌籞䈎工場見学

偕楽園𤩍千波湖

散策𤩍他

七福神め痆り 蕎麦打ち体験

ひ た ち 北 問淋せ菱 舢 株木ォケコズサ-ゴシ-コズゴジオ

久　   　 慈 問淋せ菱 舢 角田ォケコズザ-ジコ-ゴゴジケオ

舄月 𦧝グ託旬 舙グ託旬 臤𦣝グ中旬 臤臤グ琢旬 臤𦣪グ中旬

施設見学会 施設見学会 禕箐ウンド秂䈎竴 趣味の交流会 蕎麦打ち体験

　痮 お 痧 い　　 問淋せ菱 舢 熊谷ォケコズ-コシゴ-シザサシオ

日立市籗北茨城市籗珽萩市

ひたち北ブロック

熊谷璈博明

舄月

常陸太田市・常陸大宮市・那珂市・大子町

舙月𦥯籗臤臬籗𦣪舄日膅土䐢


