ホットな健康情報をお届け

めに勉強する毎日です。また、通

徴や仕組みを知り、どんな車両で

常業務の傍ら、正式な運転士の免

Ｕターン転職で地元の舞鶴へ

綾部高校を卒業後、大阪にあ

許取得のための実技試験に向け、

も安全に運転できるようになるた

後は調理師として働いていました

る調理師専門学校に進学。卒業

1021）へ。

技術を磨いています。

電話で企業立地・雇
用促進課（☎ 66・

計事務系の専門学校へ入学しまし

「ジョブ・サポートまいづ
る」でハローワークとの一体
的な仕事案内や紹介が始まっ

【申し込み方法】

仕事のやりがいと未来像

昨今の就職環境や就職活動の実態、保護者としての

【料金】無料

が、将来のことを考え、改めて会

本で契約社員として４年間勤務し

お客様から「ありがとう」の

言葉や感謝の手紙を頂いた時に一

ジョブ・サポートまいづる
利用者が３万人を突破 !!

就活の支援、地元企業の魅力と採用情報など、保護者
を対象とした説明会を開催。市外で働いているお子さ

【場所】赤れんが４号棟
【対象】大学・短大・専門学校などの学生（院生も含む）
の保護者など。
【定員】先着 20 人

た。卒業してからは、JR 西日

高校を卒業したばかりの頃は、

番やりがいを感じます。これは、

ていました。

舞鶴で就職することは考えていま

２日㈭～ 24 日㈮
に電話で

どんな職種でも共通して言えるこ

無料

とだと思います。

不要

故郷へ帰りたいという思いが芽生

無料

せんでしたが、次第に住み慣れた

前日までに電話で

今後は、できるだけさまざま

無料

な業務を経験しオールマイティー

先着
15 人

27

年に前職の経験も生

２日㈭～ 15 日㈬
300 円
に電話で

え、平成

先着
20 人

かせると思い、ＷＩＬＬＥＲ Ｔ

不要

に仕事をこなせるように成長して

無料

いきたいです。

申し込み

ＲＡＩＮＳ㈱の一期生として入社

わりたいと考えています。そして、

がとう」といっていただけるよう

いつまでも地域の皆さまに「あり

な仕事をしていきたいです。

余暇の楽しみ方

保護者ができる就活支援

し、現在は、運転士見習として働

いています。

一人前の運転士になるために

以前は、駅構内での業務や車

掌として列車内の案内業務など

を担当していましたが、現在は先

休日にはサイクリングを楽し

輩運転士の指導のもと、宮津線・

宮福線で列車の運転を行っていま

ます。また、子どもの頃登ったこ

んだり、図書館に通ったりしてい

とを思い出して、青葉山に登って

す。地方鉄道は、住民の方の移動

みようと思っています。都会には

手段として重要な役割を担うもの

影響もあり、観光客の利用も増え

ですが、最近では、クルーズ船の

ない暮らしやすさを実感し、ふる

市内在住の人

保護者のための就活勉強会

んのＵターンを考えている人にもお勧めです。
【日時】12 月 16 日㈯ 14 時～ 15 時 30 分

なし

妊娠中の相談、
なし
産後や子育ての相談
子育ての悩みや人間関係、 先着
仕事のストレス など
３人

さと舞鶴の暮らしをのんびり楽し

心の健康相談室

離乳食の話と試食

ひと言に列車の運転といっても、

妊産婦、新生児・乳児

11 月 17 日㈮
14 時～ 15 時 30 分
11 月 13 日㈪
９時～ 11 時
11 月 27 日㈪
11 時～ 15 時 45 分

てきています。

５～６か月児の保護者

んでいます。

11 月 20 日㈪
❖育児の悩み相談
９時 30 分～ 11 時 ❖歯・食事の相談 など

定員 料金

車両によって操作方法や馬力も変

・００６５︶

内容

ＷＩ
ＬＬＥＲ ＴＲＡ
ＩＮＳ 株式会社 西舞鶴運転所 勤務
わってきますので、列車ごとの特

に衰えを感じ始めたら、かかりつけの歯科医

65

塩田 雅博 さん（30）

将来的には総合的な業務に携

﹁オーラルフレイル﹂を知って お口の機能低下予防を
月８日は﹁いい歯の日﹂
問健康づくり課︵☎

「 歳になっても 本以上自分の

への相談や市が実施する健診や教室などをご

はちまるにいまる

利用ください。また、よくかんで食べたりよ

く話す（口を動かす）こと、定期的な歯科健

歯を保とう」を目標にする８０２０

で達成率が５割を超え、歯の寿命は

診の受診といった予防に取り組みましょう。

運動。平成 年度歯科疾患実態調査

確実に伸びています。一方、加齢に

サロンなどの団体を対象に３回シリーズ

▪お口いきいき元気アップ講座

乳幼児の保護者

助産師相談

MAIZURU 2017-11

より心身の衰えた状態を指す「フレ

で実施。歯科衛生士が口のフレイル状況を

イル」のうち、食べる、話すなどの

口の機能が低下した状態を「オーラ

25

20

さらに、孤食（独りで食事をする
こと）がフレイルの要因になること
から、誰かと一緒に食事をする機会
を作るなど、前向きな社会参加を心掛けることも重要
です。
なにより続けることが大切なので、自分の趣味など
を通して、健康的な生活、十分な栄養摂取、社会参加
を心掛けることをお勧めします。
この「フレイル」にいち早く気付くためには、お口
の衰え、
「オーラルフレイル」のチェックが重要な役
割を果たすため、歯科医師の立場から皆さんの健康的
な生活の助けになればと思っています。

日時

舞鶴の企業で働く若者の声

11

松江善信 さん

❖歯の話
歯っぴースマイル教室 ２歳６か月児 H26.11.12 ～ 27.5.18 生まれ 11 月 16 日㈭
❖歯科健診
９時～
10
時
45
分
（2 歳児むし歯予防教室） ２歳児
H27.5.20 ～ 11.13 生まれ
❖フッ素塗布

離乳食教室

28

80

問健康づくり課（☎65・0065）
対象

健やか育児相談

調べ、お口の体操、口腔ケア方法を指導。

教室と相談

口腔機能低下を予防します。申し込みは、

カレンダー

ルフレイル」と呼ぶことはまだあま

オーラルフレイルの予防
昨今、超高齢化社会と言われるなかで、
「健康寿命」
については特に注目されています。できるだけ「要介
護」の状態にならずに、自立した生活を送るという目
標の中で、最近よく使われる言葉が「フレイル」です。
フレイルの予防・改善のためには、身体や栄養・心
などにおける多面的な予防が大切で、身体の運動機能
を維持するためにたっぷり歩いたり、弱くなった口の
機能を回復する口腔機能訓練もその１つです。
また食事でも、同じものばかり食べないようにする
食品の多様性が大切で、栄養面ではタンパク質など筋
力を維持するものをバランスよく取り入れるようにし
ましょう。

電話で健康づくり課へ。

舞鶴歯科医師会 在宅医療理事 まつえ歯科クリニック 院長

り知られていません。いつまでもお

▪後期高齢者歯科健診

後期高齢者医療保険加入の 歳の人を対

象に、歯科疾患の有無や機能低下の診査を

75

いしく食事を楽しむためにも口の健

康を考えましょう。

オーラルフレイルとは

けんこう

加えた歯科健診を実施。問い合わせ先は、

。
保険医療課 ☎
( ・１０７５）
66

初期症状は、加齢に伴い 歳ご

ろから現れることが多く、滑舌の

悪さや食べこぼし、飲み込む際に

保健センターで各種健康診査を受診した

▪集団健診時での健口チェック

人に歯科衛生士がお口の健康チェックアドバ

むせる、固いものが噛めなくなる

などです。それによる食事への興

イスを実施。健診受診時にご利用ください。

次のような症状があれば要注意
❖滑舌の低下
（パ・タ・カなどの言
葉の連呼が１秒で５
回未満）
❖お茶や汁ものでむせる
❖固い食べ物がかめない（さきイ
カ、たくあん程度の硬さの食
品）

味・関心の低下から、食事量の減

少や低栄養状態、サルコペニア（筋

力低下）が起こります。さらに放

置すると重度の口腔機能低下や身

体面での虚弱化、要介護状態とい

った負の連鎖を招きます。

オーラルフレイル予防のために

「フレイル」という状態は、健康と

機能障害の中間の状態で「回復可能な

状態」を指します。滑舌やかむ力など

オーラルフレイル
の自己チェック

70

マイ健康通信

てから４年。総利用者数が
３万人を突破しました。
その間、相談を受けた人は
約 14,000 人。就職が決まっ
た人は約 1,900 人に上ります。
「ジョブ・サポートまいづる」では、皆さんの舞鶴で
の就職活動を全力で応援しています。ぜひ、ご利用くだ
さい。
【場所】舞鶴市字浜 66 商工観光センター４階
【開設日時】月～金曜日、９時～ 17 時
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
【問い合わせ先 】☎ 63・0810 FAX 62・4589

2017-11 MAIZURU
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