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９月になり、秋を感じることも多くなってきましたね。
今月は、「健康増進月間」ということで健康づくりの取組みが目白押しです！
この機会に、いつもよりも自分の健康について目を向けてみるのはいかがでしょうか。
会社でも、美味しい！やさしい！健康メニュー

社員食堂健康づくり応援メニュー（ＡＣＥメニュー）コンテスト（第２回）

最優秀賞が決定しました！
「信州ＡＣＥプロジェクト」のＥａｔ（健康に食べる）の一環として、社員食堂を対象に「健康づくり応援メニュー
（ＡＣＥメニュー）」のコンテストを開催しました。
アイディアいっぱい、仕事のやる気もモリモリ湧いてくる２3の献立のご応募があり、一次審査（書類）及び二次審査
（実技）により、６つの献立の受賞が決定しました！
★

対象
県内事業所の社員食堂等において、従業員を主な対象として継
続的に食事を提供している事業者で、二次審査（実技審査）に参
加できる方。
★テーマ 「働き盛り世代の肥満予防」
社員食堂等の昼食で「提供されている」または「提供を予定し
ている」献立で、健康づくりへの配慮及び地域食材の利用等の基
準を満たし、肥満が気になる働き盛り男性にも適したもの。
★応募作品数
２３（１５事業所）
★選考方法
１次審査：書類審査（８月１日）
２次審査：実技審査（８月27日 長野県松本合同庁舎）

発酵食品でからだにやさしい御膳
VAIO株式会社
運営：(株)魚国総本社

ヘルシー冷やし坦々麺

今年度も力作ぞろい！
ご参加くださったみなさま、ありがとうございました！

オリンパス（株）長野事業場 辰野
運営：NOC日本
アウトソーシング(株)

伊那谷名物！
ヘルシーソースカツ丼
オリンパス（株）長野事業場 辰野
運営：NOC日本アウトソーシング(株)

たくさんのご参加、ありがとうございました

「『#マイＡＣＥ』つぶやきキャンペーン」 終了しました！
７月28日（月）から９月４日（月）まで開催した、「『#マイＡＣＥ』つぶやきキャンペーン」は、大好評のうちに終了
いたしました。ご参加くださったみなさま、ありがとうございました！これからも健康づくりに取り組んでいきましょう！

◆Ｔｗｉｔｔｅｒで集まった
「#マイＡＣＥ」の投稿

６４７件

◆キャンペーン期間中に増えたフォロワー数
アルクマも意欲的に
取り組んでくれました！
長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」
©アルクマ

５５５人

ACEプロジェクト公式
Twitter（＠ace_nagano）では、
今後も引き続きACEについて情報発信を
行っていきます。
ＡＣＥネット会員様からの
投稿依頼も受け付けておりますので、
ぜひご活用ください！

信州の食育について、感じて、考えて、楽しむ１日！

第６回 信州の食を 育む 県 民 大 会を 開 催 しま す

県内では、「信州の食で育む人づくり～健康長寿と豊かな人間形成～」を基本理念に、関係機関・団体や県民のみなさまに
より、食育に関する様々な活動が展開されています。
食育に対する県民の理解をさらに深め、信州の食の魅力や長野県らしい食育活動について参加者と共に考え、生涯を通じた食育
活動を展開していくためのイベントを開催しますので、ぜひお越しください。

★会場
★日時
12：45～

上田女子短期大学 北野講堂
９月23日（土） 12時45分～16時

★

アトラクション
「野菜をおいしく食べよう～野菜のダンス～」
長野県食生活改善推進協議会上小支部の皆さん

表彰
13：30～

基調講演
講師 料理人 森野 熊八 氏
「もったいないが食育の基本」
~信州の食材から元気をいただく！
おいしく食べよう 大切に食べよう～

14：55～

講師

森野 熊八 先生

食育活動発表
コーディネーター 上田女子短期大学講師
○ これから保育士となる私たちが、
子ども達の食について考えること
○ 学校における章句行く活動から
○ 地域の食文化を次世代に伝えるために

藤森桂子氏
上田女子短大の
生徒さんによる
活動発表も
あります！

★12：00～16：00

ホワイエにて食育活動の展示

©アルクマ
※ 詳細・お申し込みについては
別添のチラシをご覧ください。
【お問い合わせ・申込先】
長野県健康福祉部 健康増進課
ＴＥＬ：０２６－２３５－７１１２
ＦＡＸ：０２６－２３５－７１７０

《健康長寿世界一》の実現に向けた健康づくりの推進とそれを支えるヘルスケア産業への期待

『 ＡＣＥ ×ヘルス ケ ア 産 業』 フ ォ ーラ ム 、 開 催決 定 ！
「信州ＡＣＥプロジェクト」がスタートして３年。これを節目に、保健、医療関係者はもとより、産業としての健康分野を
担う企業などが一堂に会するフォーラムを開催します。
これまでのＡＣＥの取組の成果や課題、今後の取組の方向性を共有するとともに、健康ビジネスの可能性を探り、さらな
る推進を目指します。

★ 参加者には「2018ACE卓上カレンダー」
＆「ミニボックスティッシュ」を差し上げます！
♬ 参加申し込みの方法等、詳細については別添のチラシをご覧ください ♬

【主催】
長野県（健康福祉部、産業労働部）
長野県ヘルスケア産業協議会

９月は北信州に来て３つの星レストランで野菜を食べよう♪

「ベジ食べ！北信州」

開催中です！

信州ＡＣＥプロジェクト「Eat：健康に食べる」及び 信州デスティネーションキャンペーンの一環として、北信保健福祉
事務所では「ベジ食べ！北信州」を開催しています！
この機会にぜひ、北信州の野菜や３つの星レストランをお楽しみください。

【 キャンペーン期間 】
９月１日（金）～９月30日（土）
【実施内容】

①「３つの星レストラン」スタンプラリー（管内10店舗）
期間中、３つの星レストランでヘルシーメニューを注文
するともらえるスタンプシールを３枚集めると、抽選で
50名に旬の野菜セット（1,500円相当）をプレゼント！
②「３つの星レストラン」こだわり１品料理の提供
（9月８日（金）～９月18日（月）※実施は終了しました）
期間中、３つの星レストラン（一部店舗を除く）で、旬の野菜を
使った一品料理を無料提供！（数量限定）

✱ スタンプラリーに加盟している10店舗についての詳細はこちらをご覧ください
■ 長野県魅力発信ブログ（北信地域）「北信州からごきげんよう」
「ベジ食べ！北信州」の情報を随時更新中！
■ 信州ＡＣＥプロジェクト専用サイト

http://blog.nagano-ken.jp /hokushin /
http://ace.nagano.jp /

松本歯科大学

ＡＣＥネット参加団体の活動紹介 part １

第４回 カムカムメニュー・写真コンテスト 作品募集を開始しました！
松本歯科大学では、「よく噛んでおいしく健康に」をテーマに“カムカム（噛む噛む）メニュー”の普及を推進しています。
この度、第４回目となるカムカムメニュー写真コンテストを開催し、噛み応えがあるメニューの写真を募集します。
みなさま、ぜひご応募ください！

テーマ：よく噛んで食べよう ～カムカムメニュー～
❁

応募期間

❁

応募方法
写真データを応募用紙とともに下記
メールアドレスへお送りください。

第２回最優秀賞
「ゴロゴロ野菜のタルティーヌ」

第１回最優秀賞
「ごぼうごまだれ丼」

９月19日（火）～10月31日（火）

（応募用紙は松本歯科大学ＨＰや松本歯科大学病院にて入手可能）
第３回最優秀賞
「大根の皮と菜の花のきんぴら」

❁

応募先メールアドレス
info_cscrc@po.mdu.ac.jp

❁

発表
11月18日（土） 塩尻総合文化センター（講堂）
14：00～ 塩尻発カムカムメニュー！フォーラム開催！
・展示発表（13:00～16:30）・表彰式（15:45～）

（松本歯科大学
【 主催】松本歯科大学
【お問い合わせ先】
松本歯科大学 社会貢献・地域連携推進センター（総務課内）
〒399-0781 塩尻市広丘郷原1780 TEL：0363-51-2090

✦ 詳しくはＨＰをご覧ください www.mdu.ac.jp

社会貢献・地域連携推進センター）

全国健康保険協会長野支部

ＡＣＥネット参加団体の活動紹介 part 2
スマホアプリを活用して、みんなでウォーキング♬

健康づくりチャレンジ宣言「第３回 信濃街道ウォーキングラリー 」開催中！
協会けんぽ長野支部では、スマートフォン向けアプリ「協会けんぽウォーク」をリリースし、現在、これを用
いた「第３回 信濃街道ウォーキングラリー」を開催中です。
今回は、23社233名がエントリーし、個人・チーム・事業所ごとに競い合い、楽しみながらウォーキングに取
り組んでいます。
【実施期間】
９月１日（金）～11月30日（木）
【信濃街道ウォーキングラリーとは…】
・３人一組のチームで取り組む参加型コラボ
ウォーキング。他チームと競い合いながら
ゲーム感覚でウォーキングを楽しめます。
・個人、チーム、事業所ごとのランキングや
他の参加者の歩数を見ることができるため、
モチベーションを維持しながら取り組む
ことが可能です。

歩数だけでなく、距離や消費カロリー、
自分の目標歩数まであと何歩かなども
表示されます！
歩数に応じて、アルクマが応援コメントを
くれるから、より頑張れる！
県庁職員も「チームＡＣＥ
県庁」として参加中！
他の方の歩数やランキング
が見られるから「今日は
もう少し歩こう！」と思う
ようになりました★

【お問合わせ】
〒380-8583 長野市西後町1597-1長野朝日八十二ビル８Ｆ
全国健康保険協会長野支部 企画総務グループ
TEL：026-238-1251 FAX:026-238-1257

STUDIO yukey

ＡＣＥネット参加団体の活動紹介 part 3

若里公園へ集まれ！早朝ソラヨガで心も身体もスッキリ！
STUDIOyukeyでは、(公財)長野シルバー人材センターとの共同健康増進企画「早朝ソラヨガ」を実施しています。
ヨガはダイエット、冷え性予防、骨盤矯正、体力アップ、ストレス解消などにも効果があると言われるヨガ。
健康づくりのきっかけに、あなたも参加してみませんか？
✱
✱
✱
✱

開 催 日 :１日、15日、29日（最終回）
時
間 ：朝 ６ 時 ～ ７ 時 頃 ま で （雨天中止）
参 加 費 ：１回 ５００円
持 ち 物 ：ヨガマット、シート、飲み物

５月に始まったこの企画も、残すところあと数回。
15日と29日は100人での早朝ソラヨガを目指しています！
初心者の方も大歓迎！ぜひぜひご参加ください♪
【お申し込み・お問い合わせ先】

◆ STUDIO yukey

： ０８０－１０６５－３００６

ＡＣＥネット参加団体の活動紹介 part 4

◆ （公財）長野シルバー人材センター ： ０２６－２３７－８３１５

健康保険組合連合会 長野連合会

健康教室「信州の食文化と健康について」を開催します
肥満や生活習慣病を予防するためには、適度な運動などもなども重要ですが、食生活も大きく影響してきます。
今回は、「減塩」の視点も取り入れ、信州の食文化である「おやき」についての講習会を開催します。

【日時】10月11日（水）

13:00～14:30終了予定

【会場】NOSAI長野会館４階
多目的研究室
（長野市大字中御所岡田79-5）

✿ 講演講師 信州おやき協議会会長
小出 陽子 氏
✿ 申込み期限

10月10日（火）

【お問合わせ・お申込み先】
健康保険組合 長野連合会
TEL：026-228-6508 FAX:026-226-2108
E-mail: nagaren@dia.janis.or.jp

長野県健康福祉部健康増進課【信州ACE（エース）プロジェクト推進ネットワーク事務局】
電話 026‐235‐7112 FAX 026‐235‐7170 E-mail kenko-zoshin@pref.nagano.lg.jp

