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BMI
ってなに?

体重(kg)÷身長（m）÷身長(m)で計算し、
25以上を肥満と判定します。

さけ太郎＆さけ子の ギモンに答えて！ギモンに答えて！

さけ太郎

石狩市公認キャラクター

配布場所　障がい福祉課（花川北6･1　りんくる内）

　　　　　厚田支所市民福祉課（厚田区厚田45･5）

　　　　　浜益支所市民福祉課（浜益区浜益2･3）

配布対象　身体障がい･知的障がい･精神障がい･発達障がい･内部障がい･難病･妊娠初期

　　　　　など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方

問 合 せ　障がい福祉課　☎72・3194

はい ふ　ば しょ　　しょう　　　　ふく し　か　 はなかわきた　　　　　　　　　　　　　ない

　　　　　　　　　　あつ た　し しょ し みんふく し　か　 あつ た　く　あつ た

　　　　　　　　　　はまます　し　しょ　し　みんふく し　か　 はまます　く　はまます

はい　ふたいしょう　　しんたいしょう　　　　　ち てきしょう　　　　 せいしんしょう　　　　はったつしょう　　　　 ないぶしょう　　　　　なんびょう　にんしんしょ き

　　　　　　　　　　　　　　　がいけん　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　えんじょ　　はいりょ　　ひつよう　　　　　　　　　　かた

とい　あわ　　　　　しょう　　　　ふく　し　か

内臓脂肪を測ると“隠れ肥満”が分かるギョ？

さけ子

ヘルプマークってなんだろう？

援助や配慮が必要な方のためのマークです
　外見からは分からなくても、援助や配慮が必要な方がいます。

　このマークを見かけたら「公共交通機関で席をゆずる」、困っている

ようであれば「声をかける」など、思いやりのある行動をお願いします。

　　がいけん　　　　　　 わ　　　　　　　　　　　　　 えんじょ　　　はいりょ　　ひつよう　　かた

　　　　　　　　　　　　　　 み　　　　　　　　　 　こうきょうこうつう き かん　　せき　　　　　　　　　　 こま

　　　　　　　　　　　　　 こえ　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　　　　　　　　　こうどう　　　　ねが

えんじょ　　はい りょ　　ひつよう　　かた

配布しています！
はい ふ

　今年度初めて実施した「量るだけ
ダイエット100日作戦」。その参加者
に内臓脂肪計を用いて内臓脂肪の
面積を測定したところ、なんと男性

の約9割、女性の約7割が正常基準値100㎠を超える
結果となりました。
　標準体重の範囲内にある人（BMI25以下）でも男性
で約7割、女性で約4割の人が基準を超えており、肥満
でなくても内臓に脂肪がたまっている“隠れ肥満”が
多いことが分かりました。
　年末年始は飲食の機会が増えます。カロリーオー
バーによる内臓脂肪の蓄積に注意しましょう。内臓脂
肪は増えすぎると脂肪細胞から分泌される生理活性
物質のバランスが崩れ、高血圧や糖尿病、脂質異常な
どを引き起こします。その状態が続くと動脈硬化が進
行して心臓病や脳卒中などの命にかかわる病気につ
ながる危険があります。
問合せ　保健推進課  ☎72･3124

実施者:146人　対象:BMI（体格指数）23以上または腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上

内臓脂肪をためないための６つのポイント
①欠食をしない
②野菜をたっぷり食べる
③間食や甘い飲み物は控える（特に夕食後）
④お酒は休肝日を設けて適量を楽しむ
⑤禁煙する
⑥適度な運動と十分な睡眠をとる 
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④ 休肝 楽
⑤禁煙する
⑥適度な運動と十分な睡眠をとる 

お腹周りが
男性85cm以上、
女性90cm以上は
内臓脂肪がたまっている
危険サインだギョ！

体重にあまり
変化がないのに
ウエストが
きつくなった時も
要注意！

内臓脂肪測定の結果

男性
10.2％

28.2％
71.8％

89.8％

女性
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ヘルプマーク

内）
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共交通機関で席をゆずる」、困っている

、思いやりのある行動をお願いします。
おも　 　　　　　　　　 こうどう　 ねが

バッグなどに
つけられるよう、
ストラップ型に
なってるギョ！



広報  いしかり  2018.19

平成29年度

石狩市表彰
自治、産業経済、教育文化、社会福
祉、市民活動の各分野において永年
にわたり活躍し、本市のまちづくりに大
きく寄与された方、スポーツの分野にお
いて素晴らしい成績を収めた方の功労
･功績をたたえました（順不同）。

市内において同一事業を20年以上継続する優良な事業所と、
市内事業所に20年以上勤務する模範的な従業員の方を表彰しました（順不同）。

奥寺 孝一郎さん
おく でら こう いち ろう

間島 遼一さん
ま しま りょう いち

宮北 義雄さん
みや きた よし お

辻 正一さん
つじ しょう いち

自治功労章

道央防災センター
代表 五十嵐 正勝さん

株式会社 時計台軽貨物
代表取締役 中野 和彦さん

大栄地建工業 株式会社
代表取締役 金子 康幸さん

有限会社 かねとも商事
代表取締役 品田 寛毅さん

有限会社 ササキ通信
代表取締役 杉 拓哉さん

優良事業所表彰

清水 国美さん
（株式会社 エース　勤務）

小笠原 英人さん
（株式会社 石川金属製作所　勤務）

優良従業員表彰

斎藤 桃花さん
さい とう もも か

市民功績章

池田 久美子さん
いけ だ く み こ

石狩紅葉山ハーモニカサークル
いし かり もみじ やま

納谷 眞智子さん
な や ま ち こ

盛重 治さん
もり しげ おさむ

柏野 俊子さん故
かしわ の しゅん こ

熊谷 福夫さん
くま がい ふく お

社会福祉功労章

中田 雅民さん
なか た まさ おみ

産業経済功労章
たか だ えい た ろう

高田 英太郎さん

石狩越後盆踊り保存会
いし かり えち ぼん おど ほ ぞん かいご

教育文化功労章

小幡 利男さん
お ばた とし お

熊澤 英昭さん
くま ざわ ひで あき

阿部 樹幸さん
あ べ たつ ゆき

竹内 弘克さん
たけ うち ひろ かつ

竹口 　さん
たけ ぐち たかし

尾田 貞明さん
お だ さだ あき

酒井 寛さん
さか い ひろし

市民活動功労章

大黒 利勝さん
おお ぐろ とし かつ

故

平成29年度
石狩市優良事業所及び従業員表彰
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お がさ わら ひで と

くに み


