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基本チェックリストで心身の健康度を確認しましょう！！
65歳からの健康づくり！（介護予防）

　高齢になると知らず知らず心身の機能が衰えてしまいます。しかし、早めに衰えに気づ
いて改善に努めれば、心身の機能を維持・増進することができます。
　６５歳以上の方は、この「基本チェックリスト」で自分の生活や健康状態を振り返って
みませんか？

この基本チェックリストは、介護認定を受けていない方が対象となります。
問診表の内容は、国が定めた介護予防事業の基本チェックリストに基づいて作成しています。
基本チェックリストについては、健康増進課「高齢福祉担当」
☎７４－２３２３までお問合せください。

質　　　　問 回　　　答

生
　
活

1 バスや電車でひとりで外出していますか ０．はい １．いいえ
2 日用品の買い物をしていますか ０．はい １．いいえ
3 預貯金の出し入れをしていますか ０．はい １．いいえ
4 友人の家を訪ねていますか ０．はい １．いいえ
5 家族や友人の相談にのっていますか ０．はい １．いいえ

運
　
動

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇ってい
ますか ０．はい １．いいえ

7 いすに座った状態から何もつかまらずに立
ち上がっていますか ０．はい １．いいえ

8 15分くらい続けて歩いていますか ０．はい １．いいえ
9 この 1年間に転んだことはありますか １．はい ０．いいえ
10 転倒に対する不安は大きいですか １．はい ０．いいえ

栄
　
養

11 最近 6ヶ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか １．はい ０．いいえ

12 ＊身長　　　　cm　　体重　　　　　kg　（BMI　　　　　　） １．18.5 未満 ０．18.5 以上

口
　
腔

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか １．はい ０．いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか １．はい ０．いいえ
15 口の渇きが気になりますか １．はい ０．いいえ

外
出
16 1 週間に１回以上は外出していますか ０．はい １．いいえ
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １．はい ０．いいえ

認
　
知

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか １．はい ０．いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか ０．はい １．いいえ
20 今日が何月何日かわからないときがありますか １．はい ０．いいえ

こ 

こ 

ろ

21（ここ２週間）毎日の生活に充実感がない １．はい ０．いいえ

22（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった １．はい ０．いいえ

23（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる １．はい ０．いいえ

24（ここ２週間）自分が役に立つ人間だとは思えない １．はい ０．いいえ

25（ここ２週間）わけもなく疲れた感じがする １．はい ０．いいえ

※ BM Ｉ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
【例】身長１６０㎝、体重５７㎏の方　５７（㎏）÷１．６（ｍ）÷１．６（ｍ）＝２２．３

「基本チェックリスト」
①「はい」「いいえ」の
　どちらかに○をつけます。

②○をつけた方の数字を
　たします。

　介護予防教室優先者
（下記のいずれかの項目に該
当した方）

１．質問項目１～２０の　　
　　合計点が１０点以上

２．運動項目３点以上

３．栄養項目２点以上

４．口腔項目２点以上

※心身の機能は、いくつに
なっても維持・向上させる
ことができます。いつまで
も元気な生活を送るために
介護予防教室（20 ページ）
に参加してみませんか？

元気なうちから始めよう！
65歳からの健康づくり

いつまでも健康で、毎日の生活をいきいきと楽しく暮らして行くために

介護予防のプログラムに参加してみませんか？
１．基本チェックリストの結果により、参加できる教室です。

２．介護予防教室に関心のある方など、ぜひご参加ください。

教室名・会　場 実施時期 内　　　容

① 元気アップ教室
　（パトリアおがわ）

１０月～１２月
1月～３月

体力測定を行う事で、自分の身体状態を知
り、無理なく足腰を鍛えていく教室です。
椅子に座っての体操や、ボール・セラバン
ドを用いての体操等、ご自宅でもできる体
操を紹介していきます。

② 軽やか貯筋教室
　（ふれあいプラザおがわ）

１０月～１２月
　１月～３月

③ 脳いきいき教室 
　（パトリアおがわ）

１０月～１１月
体力に自信がない、外出の機会が減ってき
た方などが、軽体操やレクリエーション等
でリフレッシュできる教室です。④ すこやかシニア教室

　（パトリアおがわ）
１月～３月

教室名・会　場 実施時期 内　　　容

①腰痛・膝痛予防教室
（図書館）

１２月～３月
腰痛・膝痛の原因を知り、予防の為の体操
を紹介していきます。

②栄養教室
（小川町子育て支援センター）

１０月～２月
高血圧予防やバランスを考えた食事等につ
いての講話と調理を行います。

※この教室は、ご自宅から会場までの無料送迎があります。
※会場・実施時期が変更する場合があります。

※この教室は、送迎はありません。　会場・実施時期が変更する場合があります。
※詳細については後日、広報でお伝えします。

⃝問合せ先⃝
小川町健康増進課・高齢福祉担当

　（パトリアおがわ内）
℡ ０４９３－７４－２３２３
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お　知　ら　せ 小川町役場  ☎72-1221 FAX74-2920

ネット通販に注意！～商品が届かない等のトラブル増加中～
【事例１】 １か月前に大手通販モール内の店舗で婦人靴を購入し、クレジットカード払いにした。申込後す
ぐに届いたが、忙しくて最近になって履いてみた。以前から愛用しているブランドだが、今回注文した靴
はサイズが合わず履き心地も悪く偽物だった。店舗にメールで返品を申出たら「不良品以外の返品・交換
は受付けておりません」と返事が来て、対応してもらえなかった。（３０歳代 女性）

【事例２】 スマートフォンで通販サイトにアクセスしマウンテンバイクを購入した。サイトから「注文を受
付けました。代金をＡ金融機関の口座に振り込んでください」と連絡があり、指定された個人名の口座に
振り込んだ。しかし、期日になってもバイクが届かない。サイトには、住所は書かれているが電話番号は
なかった。メールを送ったらあて先不明で戻ってきた。サイトもネット上から消えている。（２０歳代 男性）
　インターネットのショッピングサイトで「偽ブランド品を販売された」「購入した商品が届かない」「注文し
た商品と違うのでクレジットカードで支払いたくない」等、ネットトラブルの相談が増えています。
ネット通販は品揃えが豊富で買い物しやすく便利ですが、訪問販売や電話での勧誘販売と違い、クーリング・
オフ制度の対象になりません。解約や返品の可否、条件等は販売店が定めた「返品特約」に従うことになります。
しかし、返品特約の記載がなければ商品を受取ってから８日以内なら契約解除し返品できます。

消費者へのアドバイス
① 特定商取引法では、原則として、ネット通販の事業者の所在地や電話番号を表示することを定めています。

連絡先の記載がない店舗や、商品説明の日本語が不自然な店舗からは購入しないようにしましょう。
② 極端に安い商品には注意しましょう。偽物の可能性があります。
③ 返品や交換は可能か、返送料は誰が負担するのか等、返品特約を事前に確認しましょう。
④トラブルに遭ったら、すぐに消費生活センターに相談してください。

●社会福祉協議会へ（6 月分）
比企ビギナーズ大会 様　　　　８, １００円
馬場ヨリ 様　　　　　　　　１８, ４００円
馬場  博 様　　　　　　　　 １５, ９００円
埼玉土建比企西部支部大河分会 様
　　　　　　　　　 　　　　１０, ０００円
藤きよみ絆の会チャリティー歌謡まつり 様
　　　　　　　　　　　　　 ５１, １３６円
宮野ふれあいの会 様　　　　３０, ０００円

　現在、「東日本大震災義援金」「長野県神
城断層地震災害義援金」「中東人道危機救
援金」「屋久島町口永良部島新岳噴火災害
義援金」を受付ています。引続き、皆さん
の温かいご支援・ご協力をお願いします。
問合せ　小川町社会福祉協議会
　　　　☎７４－３４６１

ご厚意の寄附ありがとうございました 財務省関東財務局の無料相談窓口
一人で悩まず、迷わず相談

「第３１回河川清掃とウグイの放流」 
　　　　ご協力ありがとうございました

消費生活
相　談

相談日：月〜金曜日　午前8時30分〜午後5時15分（祝日等は除く）
場　所：役場１階　消費生活センター　☎ 　　　内 ３３４・４０３

◆だまされないで！危ない投資勧誘！  ☎ 048 － 613 － 3952
◆多重債務相談（借金の返済） 　　  　☎ 048 － 600 － 1113

　５月２４日に「河川清掃と
ウグイの放流」を行いました。
今年で３１回目を迎え、快適
な環境づくり運動の一環とし
て、全町で実施できました。
　ご協力いただいた町民の皆
さんに改めて感謝申し上げる
とともに、実施結果を報告し
ます。
　来年もご協力よろしくお願
いします。
問合せ　環境保全課 
　　　　☎ ⃝内 １６１

回収ごみの量　５, ５２０㎏
　可燃ごみ　　３, ８３０㎏
　不燃ごみ　　　 ５４０kg
　可燃粗大ごみ　 １８０kg
　不燃粗大ごみ　 ９７０kg

ウグイの放流
　集まっていただいた人数
　　　　　　　約５００人
　放流量　　　約１００㎏
　　　　　　 （約 10,000 匹）
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パトリアおがわ第２期介護予防教室　初心者大歓迎！！

№ レッスン名 内　容 日　時 曜日 回数 対象、定員

1 腰痛・膝痛
たのしく改善

イスとボールを使って運動し、
腰痛・膝痛の改善を目ざします。

9/8～12/15
午後2:00～ 火 10 概ね６５歳以上、

６０人

2 リズムで介護予防　 エアロビクスと筋力トレーニング
で構成。やる気がでます。

9/9～12/2
午前9:30～ 水 10 ６５歳以上のみ

６０人

3 自分でする整体 コリや痛みを揺さぶり、ほぐし、
身体を整えていきます。

9/10～11/26
午前9:30～ 木 10 概ね６５歳以上、

６０人
自分でする整体の

み定員１００人4 すこやか太極拳
～24式を覚えよう その1～

太極拳の緩やかな動きで介護予防
を目ざします。

9/10～11/26
午前10:50～ 木 10

№ レッスン名 内　容 日　時 曜日 回数 対　象

5 いきいき水中運動 水の特性（水圧・浮力）を利用し
た水中運動により、介護予防を目
ざします。

9/8～12/8
午前10：50～ 火 9

概ね６５歳以上

6 いきいき水中運動 9/9～11/18
午前10：50～ 水 9

7 初心・初級水泳 あまり泳げない方対象。基本の泳
ぎ方を学びます。

9/8～12/8
午後1：50～ 火 9

8 はりきりアクアビクス 楽しい水中トレーニングで健康増
進を目ざします。

9/9～11/18
午後2:30～ 水 9

9 プールで歩いて健康 ひざ・腰への負担が少ない水中を
楽しく歩きます。

9/10～11/19
午後1：50～ 木 9

10 かんたんアクアビクス 初めての方大歓迎。水中で楽しく
踊ります。

9/11～11/6
午前10：50～ 金 9

教室名 内　容 日　時 曜日 場所 回数 対象、定員

はじめて
ステップ

音楽に合せ、台を上り下り
する運動と、ミニボールを
使った筋力トレーニング。初
めての方でも大丈夫！

8/20～9/24
午前9：00～

（9/17は除く）
木 ふれあいプラザおがわ　

ボランティアルーム 5 概ね６０歳以上、
１６人

健　　　康 健康増進課  ☎74-2323 FAX74-2343

費用　無料　申込み ８月２０日（木）まで（電話可）。一人３教室まで（定員を超えると抽選）。抽選に漏れ
た方には８月末日までに連絡します。また、開講前日までにパトリアおがわにある問診票に必ず記入をお願い
します（年度１回）。休室日がありますので詳細はお問合せを。

費用　プール使用料 （大人 400 円　高齢者・障害者２００円　入浴も可能　回数券ならさらにお得！）パトリ
アおがわ総合受付で申込書を記入いただくと、年度内有効の受講者証を発行します。受講者証をお持ちになれ
ば、どの教室でも好きな日から参加できます。毎回開始時間１５分前までにプールで受付をしてから参加して
ください。

費用　２, ０００円　　申込み ８月１２日（水）まで（電話可）（定員を超えると抽選）。８月１４日（金）に
結果を郵送。当選した方は費用をお持ちください。

持ち物　室内用運動靴、タオル、飲み物、下履きを入れる袋　
所要時間　各教室１時間。開始時間１５分前までに集合
※「やさしい運動教室」開講する場合は、広報９月号でお知らせします。

持ち物　水着、水泳帽、タオル、受講者証、必要に応じてゴーグル　　所要時間　各教室１時間

持ち物　室内用運動靴、タオル、飲み物、下履きを入れる袋　　
所要時間　１時間。開始時間１０分前までに集合

＊駐車場の台数が限られていますので、送迎や乗合せができる方はご協
力をお願いします。
　　　問合せ　パトリアおがわ ☎７４－２３２３

生きがいホールの教室　参加者固定型教室：申込み制

プールの教室　自由参加型教室：登録後、自由参加

パトリアおがわ 出張「健康増進教室」　介護予防に効果大！ステップ台を使った教室です。


