
お申込み･お問合せ
地域担当課（月～金／8：30～17：00）

TEL 0852-27-3774
後援／松江市、安来市、雲南市、奥出雲町、松江市教育委員会、安来市教育委員会、雲南市教育委員会、奥出雲町教育委員会

FAX 0852-32-93712020 健康チャレンジ実行委員会
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☆おうちの方へ☆
子どもさんといっしょに健康ですこやかにすごせるよ
うに、健康チャレンジを今年も取り組みます。健康づく
りのきっかけにしていただけるよう、子どもさんをはげ
まし、楽しいチャレンジにしてください。

提出締切11/30までに
出してネ

ていしゅつしめきり

だ

☆とりくみ期間☆

7月～10月の間の30回かいがつ がつ あいだ

きかん

2019 感想より
かんそう

最初よりもあいうべ体そうが上手に

なってよかったし、あいうべ体そうの

ルールがわかってよかったです。

９才 男の子
「あいうべ体そうと手伝い」

《お母さんより》 歌の苦手な子どもと

一緒に、家や車の中、寝る前など、気づ

いたときにあいうべ体操をしていまし

た。音がずれて笑ったり、最初より大き

な声がでるようになったり、楽しめました。

おばあさんのかたがいつもこってい

て、いつもぼくがかたもみをしてあげ

たのでおばあさんがよろこびました。

12才 男の子
「おばあさん かたもみ」

《おばあさんより》 年寄がこまってい

る時に、暖かい手をさしのべる気持ち、

とてもありがたかったです。

ごはんを三回おかわりしたり、パンを

五まい食べたり、おかずものこさず食

べました。目ひょうがたっせいできて

よかったです。　

同じ歯を10回以上みがけたし、みがく

じゅんばんを決めてみがけたのでよ

かったです。1回だけ、2回しかみがけな

い時があったけど、1ヵ月間歯をきれい

にみがけたのでよかったです。

８才 男の子
「朝ごはんをいっぱい食べる」

10才 女の子
「歯みがきがんばったよ」

《お母さんより》 お盆や家族があつま

る時におやつをがまんするのがむずか

しかったです。子どもは、積極的に目標

達成のためにがんばっていました。親子

で楽しく挑戦できて良かったです。

《お母さんより》 子どもと一緒に声を

かけ合いながら、毎日、一日三回忘れず

歯みがきをすることが出来ました。また、

いつも以上に一本一本ていねいにみがく

よう意識出来たと思います。あいうべ体

操もこれからも子どもと一緒に楽しく続

けていきたいと思います。

鼻呼吸で
免疫力アップ

はなこきゅう

めんえきりょく あいうべ体操
たいそう

○ 口を大きく「あ～い～う～べ～」と動かします　
○ 1セット4秒ぐらいのゆっくりした動作で、一日30セットが目標！
○ 親子で、学校で、お風呂で…いつでもどこでもやってみよう！

うごくち おお

どうさ いちにち もくひょうびょう

おやこ がっこう ふろ

≪きらきら星≫のメロディで 
♪あ～あ～い～い～う～う～べ～～♪と
ゆっくり さいごまで続けます。これを3番
までくりかえすと36セットになるよ!

つづ

ぼし

ばん

試して
みましょう♥

ため

ほうれい線が薄くなる美容効果も♪

かぜ・
インフルエンザ
予防

2019きっずシート
おうちの人へのアンケート結果

今回のチャレンジが子どもさんの
がんばりのきっかけになりましたか?

チャレンジを通して親子の会話や
子どもさんとの時間が増えましたか？

増えた
1,373人

はい
1,793人

変わらない
509人

どちらとも
いえない
188人

いいえ
32人

どちらとも
いえない
243人

シールをはったり
色ぬりをすると
楽しいよ！！

いろ

たの

修了記念品
 があるよ♪

しゅうりょうきねんひん

み ん な で が ん ば ろ う



才代 男  ／  女

きっずの
かんそう

おうちの方
の感想

★はみがき ★早ね･早おき ★おてつだい
★あいさつ ★べんきょう ★ラジオたいそう
★あいうべたいそう ★朝ごはんをたべる
など

はや はや

き

あさ

たとえば…がんばりたいことを決めよう！
か いか いか いか い

なまえ

さい ねん くみ おとこ おんな

才（　　年　　組） 男  ／  女
チャレンジすること

名前

チャレンジすること（取り組みたい内容は自由です）

子どもさんと一緒に世界の
国旗を調べてみませんか♪

○29  
○29  

○30  
○30  

○13  イスラエル○12  パキスタン○11  フィンランド

○6   ロシア○5   シンガポール○4   モンゴル

おうちの方へアンケート
チャレンジを通して親子の会話や子どもさん
との時間が増えましたか。

今回チャレンジが子どもさんのがんばりの
きっかけになりましたか。

□ 増えた　　□ 変わらない　
□ どちらともいえない

□ はい　　   □ いいえ
□ どちらともいえない　

よく
がんばり
ました

おつかれ

さまでし
た

“きっずのチャレンジ”“きっずのチャレンジ” “おうちの人のチャレンジ”“おうちの人のチャレンジ”

○1   ポー
ランド ○1   イギリス

○7   ノルウェー

○14  セネガル

○21  チリ

○15  チュニジア

○22  コロンビア
○23 サモア

○24 ウルグアイ ○25 ブラジル ○26 ソロモン諸島 ○27 フランス

○16  ナイジェリア ○17  モロッコ ○18  コスタリカ ○19  ジャマイカ ○20 ホンジュラス

○8   バーレーン ○9   マレーシア ○10  イラン

○2   ドイツ ○3   ベルギー○2   チェコ○3   スウェーデン○4   スイス○5   オランダ○6   イタリア

○13  マケドニア ○12  ラトビア ○11  セーシェル ○10  タン
ザニア ○9   タイ

○8   ベ
トナム

○15  マ
ダガ
スカ
ル

○16  トーゴ
○17  ニージェル○18  カナダ○19  キューバ○20 スリナム

○7  
 ラオ
ス

○14 
 クウ
ェー
ト

○21 
ガイ
アナ

○22 バ
ルバ
ドス

○23 バハ
マ

○24 セントル
シア

○27 トンガ○28  日本にほ
ん ○28  日本にほん○26 マーシャル

諸島
しょとう

○25 ミクロネシア連邦   
れんぽう

しょとう


