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　日本人の2人に1人はがんになると言われる時代。がんは私たちに身近な病気です。墨田区は
23区の中でも、がんによる死亡率が高く、がんが区民の死亡原因第1位です。がんを予防するには、
生活習慣を改善するとともに、自覚症状がなくても定期的に検診を受けて早期発見・早期治療に
取り組むことが大切です。がんについて知り、健康な生活のために何ができるか、考えましょう。
[問合せ]保健計画課健康推進担当☎5608－8514

がん対策アクション＆ピンクリボンinすみだ2020

すももちゃん
（墨田区ピンクリボン
イメージキャラクター）

9月28日（月）～10月2日（金）の午前9時～午後4時 ＊初日は午後1時～
　　［費用］無料［問合せ］保健計画課健康推進担当☎5608－8514・ HOKENKEIKAKU@city.sumida.lg.jp
　　＊詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照（右のコードを読み取ることで接続可）

がんについてもっと知ろう

【参考】東京都健康ステーション「がん検
診の統計データ」による75歳未満年齢
調整死亡率（平成30年）

女性 男性

がんを予防するポイントは？
たばこは吸わない お酒はほどほどに 食生活を見直す 体を動かす 太りすぎない

やせすぎない
がん検診を受ける

たばこはがんの
リスクを上げる

お酒の適量は、例えば
ビールは男性500ml、
女性は250ml程度

▶野菜・果物不足はが
んのリスクを上げる

毎日の適度な運動
と、週１回の汗をか
く程度の運動を

すみだ けんしんダイ  
ヤルで申込み
☎6667－1127　＊受
け付けは月曜日～金曜
日の午前9時～午後6時　
＊祝日を除く

え！そんなに！？

がん
検診

受け
ない
とな
。

衝撃の事
実！

がんの治療にかかる費用とその備えについて
[とき］9月28日（月）～10月2日（金）の午後1時～4時[対象]区内在住在
勤のがん患者とその家族でZoomが利用可能な方[申込み]事前に下記
必要事項を、電話またはEメールで問合せ先へ [相談員]R&Iグループ　
＊当日、オンライン相談ブースでも相談可　＊オンライン相談のみ

▶塩分の摂
と
りすぎや、

熱いものにも注意
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ワースト2位
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全がん

大腸がん

乳がん

子宮頸
けい
がん

ワースト3位

ワースト3位

ワースト2位

ワースト1位

墨田区は23区中でがんによる死亡率が非常に高い

できることから
始めましょう

バスタイムにアロマ石けんで乳がんセルフ
チェック教室
[とき]9月30日(水）午後6時半～8時 [講師]飯田智子氏、
二見モエ氏（NPO法人Ruban Rose共同創設者）[対象]
区内在住在勤でZoomが利用可能な方 [定員]先着15人
[申込み]事前に催し名・住所・氏名・電話番号・Eメー
ルアドレスを、Eメールで問合せ先へ

 医療機関でできるがん予防
［講師]福井一人氏（墨田区医師会副会長）[視聴方法］9月
28日（月）～10月2日（金）に、区ホームページの配信サイ
トから視聴

各種展示・オンライン相談ブース
［ところ］区役所1階アトリウム [申込み]期間中、直接会
場へ　＊オンライン相談ブースにはZoomが利用可能
な端末を準備

展示・相談

オンライン講演会

動画配信

オンライン会議システムZoomで視聴

訪問看護何でも相談
[とき］9月29日（火）～10月1日（木）の午前10時～午後1時[対象]区内
在住で、がん等で療養中の患者とその家族[申込み]▶Zoom相談＝事
前に下記必要事項をEメールで問合せ先へ　▶電話相談＝開催時間中
に電話でNPO法人がん患者サポート研究所きぼうの虹☎3626－2317
へ　＊当日、オンライン相談ブースでも相談可

あざ、シミ、色素沈着などのカバーメイクについて
[とき］9月28日（月）～10月2日（金）の午後1時～4時 [対象]区内在住
在勤のがん患者とその家族でZoomが利用可能な方 [申込み]事前に
下記必要事項を、電話またはEメールで問合せ先へ[相談員]マーシュ・
フィールド株式会社　＊当日、オンライン相談ブースでも相談可

オンライン相談会 オンライン会議システムZoomまたは電話での相談

各オンライン相談会・講演会申込必要事項
①催し名②希望日時③相談方法（Zoomまたは電話）④住所⑤氏名⑥電
話番号⑦Eメールアドレス

体 重 (kg) ÷ 身 長
(m) ÷身長 (m) ＝
18.5～24.9が目安



お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策　飲食店では大声や至近距離での会話を控えよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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          健康寿命UP

手軽に始められるウォーキング

墨田区民の健康寿命（23区中）
男性
82.12歳
20位

女性
85.85歳
14位

野菜をおいしく食べるレシピを公開中

野菜をおいしく食べるレシピ公開中！

健康寿命は「健康上の理由で日常生活が制限されることなく過ごせる期間」
を表します。日本は世界有数の長寿国ですが、平均寿命に比べて健康寿命が短
く、「寝たきりの期間」が長くなっていると言われています。23区で見ても、
墨田区民の健康寿命は比較的短いと言えます。区では、皆さんがいつまでも健康
に過ごせるよう「ウォーキング大好き！大作戦（日常の歩数UP）」と「野菜大
好き！大作戦（野菜摂取量UP）」からなる「健康寿命ＵＰ大作戦！」を展開し
ています。これを機に、皆さんも「健康寿命ＵＰ」に取り組みませんか。
[問合せ]保健計画課健康推進担当☎5608－8514

健康寿命アップには、適度な運動を続け
ることが重要です。ウォーキングは手軽に
始められ、続けやすいため健康寿命アップ
にとても効果的です。楽しく歩いて健康づ
くりに努めませんか。

区内の保育園や学校、病院等で提供されている、野菜を使ったレシピ
や野菜摂取量向上の取組を区ホームページでご紹介しています。

【参考】平成30年65歳健康寿命算出結果区市町村一覧(都福祉保健局)

ウォーキングの効果
すみだ1ウィーク・ウォーク
ウォーキングチャレンジプログラム
7日間の歩数を測っていただくプログラムです。歩数計や専用
アプリを使い、総歩数を区へお知らせください。

知っていますか？便利なアプリ「a
あ る く と
ruku&」

日々の歩数を計測できるほか、区からの健康に関するお
知らせ等の情報を受け取ることができます。また、チームを
組んで歩数を競ったり、様々なミッションをクリアするこ
とで、プレゼントに応募したりすることもできます。
[費用]無料　＊通信料は自己負担 [利用方法]ス
マートフォンから右のコードを読み取り、接続でき
るページからアプリをダウンロード

墨 わ ぱ 保田 ん く 育 園
野菜のもつ本来の色を引き出してサラダにす

ると、園児たちも残さず食べました。食べ終わっ
てきれいになったお皿を見せてくれた園児も。

彩りサラダ

チャレンジプログラムの申込み
催し名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を、直接または
電話、郵送、ファクス、Ｅメールで、〒130－8640保健計画
課健康推進担当（区役所5階）☎5608－8514・ 5608－
6405・ HOKENKEIKAKU@city.sumida.lg.jpへ

日常の歩数ＵＰ！

野菜摂取量ＵＰ！

ウォーキング大好き！大作戦

野菜大好き！大作戦

85.85歳

材料やポイントは区ホー
ムページを見てね！

あと少し！野菜が足りていません！

30ｇって…例えばどれくらい？

野菜摂取目標量
1日あたり
約350g

1回の食事で80gの野菜を増やすのは大変ですが、朝・昼・
夜で約30gずつ食べれば理想の量を達成できます。

【参考】令和元年度に行った墨田区野菜摂取量調査結果（20歳～59歳）

墨田区民の平均摂取量
1日あたり
270.1g

－ ＝ 約80g
足りない

+ +
30g
朝 30g

昼
30g
夜

これなら
できるね！

安全なウォーキングのポイント

新型コロナウイルス感染症予防 熱中症予防
〇 水分・塩分と、休
憩をこまめにとる

〇 人と十分な距離
(2m以上)が確
保できる場合は
マスクを外す

〇平熱である
〇 せきや喉の
痛みがない

〇 だるさなど
がない

〇 十分な距離の
確保

〇 1人または
少人数で

〇 空いた時間
帯・場所で

〇マスクの着用
〇 手洗い・手指
消毒

生活習慣病
の予防

心肺機能
の向上

肥満防止 ストレス
解消

【参考】安全に運動・スポーツをする
ポイントは？（スポーツ庁）

体調確認 基本的対策 NO!!３密

エントリー

チャレンジ方法を
選択

7日間の歩数を測定

集計して提出

本紙や区ホームページで結果発表！

10月30日までに下の申込先へ
＊申込者へ詳細を通知

アプリ「a
あ る く と
ruku&」 または

歩数計

「aruku&」で自動集計
または専用の用紙で提出

10月17日（土）～11月15日（日）
のうち連続する7日間

1

2

3

4

ピッカリン！食べたよ！

おいしいね！

トマトなら 小松菜なら
1切れ 1株

コード

比較的短いです

アップ！

大作戦!




