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発行／大和市
☎046-263-1111㈹
〒242‒8601
大和市下鶴間1－1－1

編　集 市長室広報広聴課 ☎046-260-5314　  046-261-4592

　市は、健康づくりを推進するためヤマトン健康ポイント事業を実施しています。

■ポイントがたまったら 抽選に応募できます
対　　象  40歳以上の 市内在住者
参加方法  応募箱 設置場所（市役所、保健福祉センター、各連絡所など）や、市ホームページでポイントカー

　ドを入手。健康ポイント対象事業（下記参照）に参加し、同ポイントをためる。20ポイントたまったら同カード
　に住所、氏名を記載し応募箱へ。封筒に入れて〒242-8601保健福祉センター健康づくり推進課へ郵送も可。
　抽選で景品が当たります。

■ヤマトン健康ポイント 対象事業  (丸数字はポイント数)

問い合わせは▶保健福祉センター健康づくり推進課歩こう担当☎046-260-5803　  046-260-1156。

ヤマトン健康ポイント
対象事業に ご参加ください！

平成29年度 2回目 の締め切りは 10月10日㈫ 
抽選で お米が当たります。ぜひご応募ください（同日消印有効）。

あなたの一言提案を募集しています

夏休み やまとロボット週間 を開催
〜ロボットを見て・体験して・考えよう

問い合わせは▶市役所広報広聴課広聴担当☎046-260-5124　  046-261-4592。

問い合わせは▶市役所産業活性課企業活動サポート担当☎046-260-5135　  046-260-5138。

　市をよりよくするためのヒントとして、生活の中で感じたことや疑問、思いついたアイデアなどをお寄せください。

提出方法  7月31日（月）までに提案用紙※また
は任意の書式に提案内容（1枚につき1つ）を
記載し、次のいずれかの方法で市役所広報
広聴課へ。

・市のホームページ「あなたの一
言提案募集」（電子申請。右の
コードを読み取ると便利です）

・ファクス
・郵送〒242-8601市役所広報広聴課
・直接持参（市役所1階市民課前投書箱も可）。

※提案用紙は自治会経由で配布するほか、市役所、渋谷分室、各連絡所、
市立病院、保健福祉センター、各学習センター、各コミセンなど
で配布します（切手を貼らずに投函できます）。
※氏名の記載は不要です。任意で住所（字
まで）、性別、年齢を記載してください。
※提案は、市のホームページなどで公開
する予定です（提案に対して回答はし
ません）。
※個人的な相談や質問は受け付けできま
せん。

文化創造拠点シリウスを会場に、さまざまなロボットイベントを開催します。
日替わりイベントのほか、たくさんのロボットがシリウスに大集合します。

と　き  7月23日（日）～29日（土）
ところ  文化創造拠点シリウス

健診など

教室、講演など

イベントなど

その他

・シリウス 健康度見える化コーナーでの測定 ①
・健康診断(特定健診・長寿健診) ⑤
・人間ドック ⑤
・各種がん検診 ⑤
・歯科健康診査 ③
・職場などでの健診 ③

・健康づくり推進課主催の講演会 ③ 
・認知症サポーター養成講座 ③
・健康普及員実施の健康教室 ③
・介護予防セミナー (60歳以上) ③
・生涯学習センター 健康講座 ③ 
・シリウス 健康テラス健康講座 ②
・シリウス 健康都市図書館の利用 ①
・食生活改善推進員養成講座 ①
・介護予防サポーター講座 ③
・やまと健康講座 ③
・健康遊具体験会 ③
・認知症講演会 ③
・健康づくり料理教室 ③

・ウォーキンピック ⑤
・健康都市やまとフェア ③ 
・スポーツフェスタ ③ 
・食育フェア ③
・学校給食展 ③★

・環境フェア ① 
・カッコーフェスタ ① 
・三館合同企画展 ①
・みんなの消費生活展 ①
・健康普及員主催のウオーキング ③ 
・総合防災訓練 （防災フェスタ）　①★

・介護予防ポイント活動(一部) ①
・出張!ボランティア総合案内所 ①
・つる舞の里歴史資料館企画展 ①
・やまと世界料理の屋台村 ①
★印：新たに対象となる事業

・保健師などと取り組む健康づくり
　初回面談 ③
　中間評価 ③
　最終面談 ⑤
　取組目標達成 ⑤
・友人や知人の勧誘 ①

健康づくりを
習慣化するための
支援をしています

日にち 時　間 会　場 内　容

23日(日) 午後 3時～5時
4階健康テラス

バトルロボット操作体験

24日(月) 午後 3時～5時 介助者支援ロボット体験

25日(火)

午前10時～正午
1階サブホール ロボットダンスステージ

6階文化創造室 ロボットプログラミング体験

午後 1時～5時
1階サブホール ドローン講演会・ドローン操作体験

6階文化創造室 ロボットプログラミング体験

26日(水)
午前10時～正午
午後 1時～5時 6階文化創造室 ロボットプログラミング体験

午後 3時～5時 4階健康テラス サッカーロボット操作体験

27日(木)
午前10時～正午
午後 1時～5時 6階文化創造室 ３Ｄプリンターのお話と実演

午後 3時～5時

4階健康テラス

介護ロボット説明会

28日(金) 午後 3時～5時 ロボットをお絵かき

29日(土)
午前10時～正午

段ボールロボット工作
午後 1時～5時

※参加者多数の場合、当日会場で抽選を実施します。
※イベントによって対象者が異なります。詳しくは市のホームページをごらんください。　

①～④画像提供：

①

②

③

④
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