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～ 健康づくりは、幸せづくり・元気なまちづくり ～

２コース以上に参加して、ポイントを集めよう！

健幸ポイント こうしゅう

健康づくりに取り組んで…参加費参加費

無料無料
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健康づくり健康づくり
お得お得お得お得お得 特典特典特典特典特典特典特典

毎日チャレンジコース

10 ポイント

□健康づくりの目標を決め
　４週間毎日取り組む

　●４週間毎日実践し、記録表を
　　提出で

　●４週間のうち３週間以上目標
　　達成で

　●チームで同じ目標に取り組ん
　　で、チーム全員が記録表を提
　　出したら
　「チーム参加 ボーナスポイント」

食 コース

10 ポイント各

野菜・バランスメニュー提供店で
□野菜たっぷりメニューを
　食べる
□バランスメニューを食べる

健診コース

20 ポイントいずれか１つ

□健康診断を受ける
　特定健診・基本健診
　がん検診
　歯周疾患検診
　後期高齢者歯科口腔健診
　骨粗しょう症検診
　肝炎ウイルス検診

運動コース

10 ポイント

10 ポイント

□ある～くこうしゅうの
　イベントに参加する 20 ポイント
□地域の運動イベントに
　参加する 10 ポイント

500500500500500500500500500500500500500500500 円円円円円
券券券券券券500 円
券

50
ポイント達成で
もれなく

100
ポイント達成で
抽選に応募

市内協賛店で
使える
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ペア豪華
　ディナーコース券勝沼ぶどうの丘

展望ワインレストラン

（抽選で５組10名様に）

さらに!
合
計
合
計

もう 50ポイント（合計 100ポイント）集めて

ポイント利用券

（100円券×５枚）

□いきいき健幸教室に
　参加する 10 ポイント

（11,000 円相当）

主催：甲州市・甲州市健康づくり推進協議会
協力：甲州市商工会、ある～くこうしゅう推進協議会

みなさんの健康づくりの取り組みを応援する事業です。職場や友人、ご家族などお誘い合わせて
ご参加ください。楽しみながら健康づくりに取り組み、元気でいきいき暮らせるまちをめざします。

６～９ページ

10～ 14ページ

３ページ

４～５ページ

目標達成のコツを
詳しく８～９ページで
お知らせしています。
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参　加　方　法

参　加　対　象　者
１８歳以上（高校生除く）の甲州市民もしくは市内在勤・在学者

ポ イ ン ト 対 象 事 業

健診コース� ■�健康診断を受ける（特定健診・基本健診、がん検診、歯周疾患検診、後期高齢者
� 　歯科口腔健診、骨粗しょう症検診、B・C型肝炎ウイルス検診）　
� 　……いずれか１つ最大 20ポイント
運動コース� ■ある～くこうしゅう�ウォーキングイベントに参加する�……20 ポイント
　　　　　　　■地域の運動イベントに参加する�……10 ポイント
　　　　　　　■いきいき健幸教室に参加する�……10 ポイント
毎日チャレンジコース
� ■健康づくりの目標を決め、４週間毎日取り組む
� 　　　４週間毎日実践し、記録表を提出する�……10 ポイント
� 　　　４週間のうち３週間以上目標達成�……10 ポイント
� ☆２人以上のチームで参加し、チーム全員が記録表を提出すると、
� 　「チーム参加�ボーナスポイント」としてさらに 10 ポイント獲得となります。
食コース� ■野菜・バランスメニュー提供店で、野菜たっぷりメニューを食べる�……10 ポイント
� ■野菜・バランスメニュー提供店で、バランスメニューを食べる�……10 ポイント

◎健診・運動・毎日チャレンジ・食の４コースのうち２種類以上のポイントを獲得します。

申 し 込 み 期 間
令和４年６月１日（水）～令和５年１月３１日（火）

申　し　込　み　方　法

事　業　実　施　期　間
令和４年６月１日（水）～令和５年２月２８日（火）

市役所に申し込みをして
スタンプカードを
受け取ります

ポイント対象事業に
参加して、ポイントを
獲得します

５０ポイント以上獲得
するとお得な特典が
もらえます
（詳細は 15ページ）

１ ２ ３

※代理申請可

①電話・FAX
　　健康増進課　健康企画・地域医療担当
　　TEL�0553-32-5014���FAX�0553-32-3072
②メール
　　kenkouzoushin@city.koshu.lg.jp

③ｗｅｂ
　　https://logoform.jp/form/jfkY/91919
④市役所窓口（土日、祝日以外）
　　申し込み場所：甲州市役所　健康増進課、勝沼支所、大和支所��窓口

市役所に来所されなくても
申込みできます。

後日スタンプカードを
郵送いたします。

①・②共通必要事項：氏名・住所・年齢・性別・電話番号

参 加 費 用
無　　料

③web申込みQRコード
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健診コース 症状がでる前に病気を発見したり、予防ができる健康診断。
定期的に受診することが大切です。

健康診断を受ける
特定健診・基本健診、がん検診、歯周疾患検診、後期高齢者歯科口腔健診、骨粗しょう症検診、
B・C 型肝炎ウイルス検診のうちいずれか１つまでポイント付与
獲得ポイント：最大２０ポイント　※このコースは、年間１回のみの付与となります。

受診日、受診者名、健診を受けたことがわかる書類（健診結果票等）を市役所窓口に提示してく
ださい。受診の確認後、スタンプカードに押印します。

スタンプカード押印方法

　　　　　　　　　甲州市役所　健康増進課、勝沼支所、大和支所��窓口
※市総合健診を受診する方は、スタンプカードを持参していただければ、その場で押印します。�
提出場所

◆特定健診・基本健診
主に高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病について調べます。
早期に異常を発見すれば生活習慣の見直しで予防が可能です。
【検査項目】身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、診察等

◆がん検診
がんの早期発見・早期治療により命を救います。　　
【がん検診の種類】胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、
　　　　　　　　�乳がん検診、子宮頸部がん検診等

◆歯周疾患検診・後期高齢者歯科口腔健診
歯を失う大きな原因である歯周病を早期発見します。
【検査内容】むし歯や歯石の状態、歯周ポケットの深さの確認等

◆骨粗しょう症検診　　◆ B・C 型肝炎ウイルス検診
・令和４年４月以降に受診した健診が対象です。
・会社の健診や自費で受けた健診や人間ドックも該当になります。
・治療として受けたものは対象になりません。

ポイント対象事業と獲得ポイント数

◎�「健診コース」「運動コース」「毎日チャレンジコース」「食コース」のうち
２種類以上のポイント獲得が必要です。

◆�健診コース�……………………… ３ページ
◆�運動コース�………………… ４～５ページ
◆�毎日チャレンジコース�…… ６～９ページ
◆�食コース�……………… 10～ 14ページ

事業実施期間
令和４年６月���１日氺～
令和５年２月２８日㊋　

１

※ポイント付与対象事業は追加・中止となる場合がございます。
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※中止、変更の場合もあります。参加費や日時など詳細はお問い合わせください。
※広報、市ホームページ�イベント情報（◆ある～くこうしゅうイベント情報◆）にも掲載いたします。

６月～２月までのある～くこうしゅうイベント一覧

運動コース

１ ある～くこうしゅうのイベントに参加する
６月～ 2月までの「ある～くこうしゅう」のウォーキングイベント（下記参照）に参加し、ポイ
ントを獲得します。
●獲 得 ポ イ ン ト：20ポイント／回
●スタンプ押印方法：イベント当日、スタンプカードに押印します。
※ポイント付与方法は、各イベントごと異なります。

「ある～くこうしゅう」は甲州市内のウォーキングを推進する団体で構成され、
ウォーキング運動を推進しながら地域の活性化や健康づくりをめざしています。

「ある～くこうしゅう」では、神社仏閣や美しい自然景観など甲州市のみどころをたっぷり
楽しめる魅力的なウォーキング＆フットパスコースを紹介しています。
※詳しくは甲州市観光協会ホームページをご覧ください。

甲州市観光協会　ある～くこうしゅうモデルコース

開催日 イベント名称 主催 連絡先

R4
6月11日

武田勝頼公没後 440年記念企画
知っているようで知らない？武田家の最期
（散策）

生涯学習課文化財担当 32-5076

9月 日川流域フットパス ボランティアガイドの会 ＨＰをご確認ください

10月 熊野地区フットパス ボランティアガイドの会 ＨＰをご確認ください

10月6日 大菩薩トレッキング秋編 観光協会 32-2111( 代 )

10月22日 フットパスツアー（立正寺�寺市） 勝沼フットパスの会 ＨＰをご確認ください

11月 栖雲寺竜門峡を巡るフットパス ボランティアガイドの会 ＨＰをご確認ください

11月 竹森地区フットパス（秋の紅葉） 玉宮フットパスの会 090-1699-4016

11月 2022勝沼フットパスウェルカムツアー 勝沼フットパスの会 ＨＰをご確認ください

11月26日 フットパスツアー（立正寺�寺市） 勝沼フットパスの会 ＨＰをご確認ください

12月24日 フットパスツアー（立正寺�寺市） 勝沼フットパスの会 ＨＰをご確認ください
R5
2月25日 フットパスツアー（立正寺�寺市） 勝沼フットパスの会 ＨＰをご確認ください

※�ポイント付与対象イベント
は、追加・中止となる場合が
あります。

※武田の聖地フットパスも計画しています。

〔問合せ先〕　甲州市役所　観光商工課　企画・交流担当　☎ 32－ 5091
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３ いきいき健幸教室に参加する（65 歳以上の参加者の方限定）

各地区で行われる「いきいき健幸教室」に参加し、ポイントを獲得します。
教室では怪我防止や疲れにくい体づくりのポイントを健康運動指導士の先生がわかりやすく
お伝えします。
●獲 得 ポ イ ン ト：10 ポイント／回
●スタンプ押印方法：参加当日にスタンプカードに押印します
●参 加 対 象 者：市内在住の６５歳以上の方
●実 施 日 程：月１回開催。開催日や定員は、広報「情報カレンダー」をご確認ください。
●予 約 申 込：各会場定員あり、毎回事前申し込みが必要です。（先着順）

●申込期間：開催日 2週間前から 5日前まで
●参 加 費：無料
●送　　迎：会場により一部送迎あります
※�新型コロナウイルスの感染拡大状況等によって、実施中止となる場合があります。
　中止については、HP・広報「情報カレンダー」をご確認ください

◆実施会場　塩山保健福祉センター　　塩山東公民館　　甲州市民文化会館　　松里公民館
　　　　　　大藤公民館　　　　　　　玉宮公民館　　　神金公民館　　　　　大和ふるさと会館
◆開催時間　１３時３０分～１５時００分
◆申 込 先　フィッツ（塩山Ｂ&Ｇ海洋センター）　　　ＴＥＬ　３２－１５９６
　　　　　　受付時間　９時３０分～２１時３０分　（月曜日は、休業日のため除く）

◆実施会場　奥野田公民館　　等々力公民館　　勝沼市民会館　　勝沼健康福祉センター
◆開催時間　１４時００分～１５時３０分
◆申 込 先　エムズスポーツ　　　ＴＥＬ　０５５－２６１－８７７０
　　　　　　受付時間　7時３０分～１８時００分　（土日・祝日は、休業日のため除く）

〔申込み・問合せ先〕　甲州市役所  介護支援課  介護予防・高齢者支援担当　☎ 34－ 5434

２ 地域の運動イベントに参加する
健幸ポイントこうしゅう事業に登録された「地域の運動イベント」に参加し、ポイントを獲得します。
●獲 得 ポ イ ン ト：10 ポイント／回　
●スタンプ押印方法：イベント当日、主催者がスタンプカードに押印します。
●対象となるイベント：区や公民館等が開催する「健康づくり・介護予防等を実践する運動イベント」
� 　　　　　　　※健幸ポイントこうしゅう事業へのイベント登録が必要です。

〔問合せ先〕　甲州市役所　健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎ 32－ 5014

～区・公民館等で運動イベントを開催する主催者のみなさまへ～
市では、市民の皆様に幅広く当事業にご参加いただける仕組みづくりのため、健幸ポイント
こうしゅう事業に登録する地域の運動イベントを募集しています。随時登録が可能ですので、
ぜひお問い合わせください。
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健康づくりの目標を決め、４週間取り組む

獲得ポイント：４週間毎日実践し、記録表を提出する　１０ポイント
　　　　　　　４週間のうち３週間以上毎日目標を達成したら、さらに　１０ポイント

個人またはチームで参加します。
自身の生活を振り返って「健康づくりの目標」を決め、毎日取り組みます。
チーム参加の場合は、全員同じ目標とします。
『毎日チャレンジ記録表』（最終ページ）に日々の取り組み状況を記入します。
連続した４週間のうち、３週間以上毎日目標を達成することをめざします。

例）　昼休みにラジオ体操をする

☆健康づくりの目標（例）
　　　　　・ラジオ体操をする� ・ストレッチをする� ・散歩をする
　　　　　・10分間掃除をする� ・階段昇降をする� ・車を使わず歩く
　　　　　・車ではなく自転車を使う� ・駐車場は遠くに停める
　　　　　・今より 1,000 歩多く（　　　　　　歩以上）歩く。

１） 自身の生活を振り返り、健康づくりの目標を１つ決め、『毎日チャレンジ記録表』（最終ペー
ジ）に目標を記入します。

　　チーム参加の場合は、『毎日チャレンジ記録表』にチーム名とチーム人数を記入します。
　　チーム全員同じ健康づくりの目標を決めます。

実施方法

　　　　　・毎食、主食、主菜、副菜をそろえてバランスよく食べる　　　・朝食を食べる
　　　　　・よく嚙んでゆっくり食べる　　　　・腹八分目にする　　　　　　　
　　　　　・寝る２時間前までに夕食を終わらせる　　　・夜９時以降は食べない
　　　　　・間食は午後１回だけにする　　・自炊する　　・旬の食材を食べる　　・薄味にする

運動

食事

健康づくりの目標

毎日チャレンジコース
（チーム参加もできます）

チーム参加で、ボーナスポイント
獲得のチャンス！

☆チーム参加　ボーナスポイント☆
チーム全員が記録表を提出すると、さらに１０ポイント獲得です。

１
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２）毎日、目標を意識して実践し、できた日は記録表に○
まる

を、できなかった日は×を記載します。

３）4 週間のチャレンジ期間中、3 週間以上毎日目標を達成できるように挑戦します。

令和４年６月～令和５年２月　　連続した４週間を各自で設定し挑戦する。

実施期間

◦�実施期間中何回でも挑戦できます。ただし、４週間の同一期間中に複数の目標に取り組んだ場
合も、獲得ポイントは１つの目標に限ります。
◦歩数計の貸し出しも可能です。（健康増進課、勝沼支所、大和支所��窓口）

参加方法

◦�最終ページの『毎日チャレンジ記録表』に記録し、スタンプカードとともに窓口に提出してく
ださい。
◦チーム参加の場合は、チーム全員分の記録表とスタンプカードを一括提出してください。
◦記録表を確認し、ポイントをスタンプカードに押印します。
　※記録表はホームページからもプリントアウトできます。
　※冊子の最終ページをコピーしてご活用ください。

記録表提出方法

甲州市役所　健康増進課、
勝沼支所、大和支所��窓口

提出場所
　　　　　毎日の習慣を変えるのは難し
　　　　いものです。
　　　　　“塵も積もれば山となる”というよ
　　うに、小さな習慣の積み重ねが大きな
　差につながります。この機会に、小さな
１歩をまずは始めてみませんか。
　　続けることで新たな習慣になっていき
　　　　　ます。

＜記入例＞
月　　日 できた ○

できない × 心がけたことなど

10　月　２　日 ○

10　月　３　日 ○ 友人を誘って一緒にやった

10　月　４　日 ○

10　月　５　日 × 　外出していたため

10　月　６　日 ○

10　月　７　日 ○

10　月　８　日 ○

毎日目標を実践できましたか はい　・　いいえ○

8 ～ 9ページで
詳しく紹介して
います！
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昨年度「毎日チャレンジコース」目標達成者の皆さんが取り組んだこと

位１ ウォーキング・散歩
いつでも、どこでも、誰でも気軽に取
り組めるウォーキングは、生涯を通じ
てできる運動といえるでしょう。長く
継続するためには、自分に合わせた
ペースで始め、体を傷めないよ
う徐々に慣らしていくことも
大事なポイントです。

BEST3

希望者には紙資料をお渡しできます

「貯筋運動（動画）」

CATVで毎日放送。高齢者でも安全にできる体操を紹介
しています。放送をみながら“毎日チャレンジコース”に
挑戦してみましょう。

〔放送時間〕　　※ 30分間の放送です。
　塩山・大和地域�9:00 ～、16:30 ～　
　勝沼地域�6:30 ～、13:00 ～、16:30 ～、23:30 ～

筋トレ

いつまでも自分で行きたいところに行ける体でいるた
めには、一定以上の筋肉の維持が必要です！
動画を流しながら一緒に
運動できます。

めには、一定以上の筋肉の維持が必要です！

「初心者のための運動実践（動画）」

体力チェック

ウォーキング

ストレッチ

運動に慣れていない方が見ながらできるように、動画
で紹介されています。

希望者には紙資料をお渡しできます

「生活アクティブ体操」

ストレッチ

ながら体操

自宅の中でできる簡単な体操です。「台所で体操」「テ
レビを見ながら体操」「外で体
操」「トイレに立ったついでに
体操」掲載。

筋トレ

筋トレ

「家庭でできる筋力アップ体操（CATV）」

使って貯めよう
貯筋運動♪

取り組み例の紹介・参考情報
（公財）健康・体力づくり事業財団ホームページ「健康ネット」より引用

位３ ストレッチ
体の柔軟性を高めるのに効果的であり、最近では美
しい姿勢の保持やリラクゼーションの効果が明らか
になっています。広い場所や道具がなくても行える
ことから愛好者が増えている運動のひとつです。

位２ ラジオ体操・テレビ体操

ラジオ体操第１は「姿勢と呼吸を整える効果」、
ラジオ体操第２は「筋肉を鍛え、強く
しなやかな体づくりに効果」があると
言われています。

ラジオ体操第１は「姿勢と呼吸を整える効果」、

コロナ禍でも「健幸」に♪

コロナ禍で各種イベントへの参加が困難な状況が
続いていますが、昨年度は「延べ 220 人」の方
が「毎日チャレンジコース」で健幸ポイントを獲
得されました。ポイントゲットだけでなく、取り
組みによる「健幸」実感の声も多数！
チーム参加もおすすめです。

「毎日チャレンジコース」参加者の声

で紹介されています。

４週間が長く途中
大変だと思ったが、
達成できた時の
喜びが大きかった

食事に行けたのも
楽しかった

チームでの参加で
楽しかった

気分が明るくなった

毎日チャレンジコースに
挑戦することで、体を動
かすことが楽しくなった

毎日テレビ体操をして、
姿勢がよくなったと
言われるようになった
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基本編 食事の時は、３つのグループからそれぞれ選びましょう！

＋ ＋

主食 主菜 副菜

例えば、朝ごはんなら
こんな感じ

外食編 メニューを変えたり、プラス１品したりしてみましょう！

コンビニ編

主食＋主菜 主食＋主菜＋副菜 主食＋主菜 副菜

＋

ラーメンより具だくさんなタンメンに変えると
ラーメンに野菜をトッピングするのも良いでしょう。

単品料理には、足りないものを
サイドメニューで追加すると
定食メニューを選ぶのも良いでしょう。

ラーメン タンメン 牛丼

ほうれん草のお浸し

主菜副菜主食+主菜

おにぎり（鮭） ゆで卵

おにぎりの具では、主菜が少なくなりがち
なため、ゆで卵など加えると良いでしょう。

＋ ＋
お弁当は「主食：主菜：副菜＝３：１：２」の
割合のものを選ぶと
お弁当を家で作るときもこの割合で詰めると
良いでしょう。

野菜・バランスメニュー
提供店へ行くのもいいね～！
　　　（ P11 ～参照）

副菜２

主菜１
主食３

副菜

単品を組み合わせたり、色々なおかずが入っているお弁当を選んでみましょう！

主食 ･主菜 ･副菜がそろうと食事の
バランスが自然と整いやすくなります。

主食・主菜・副菜をそろえるコツを紹介！

シニア世代（65歳以上）は、若い時よりも食べたものが筋肉になりづらく、
しっかりたんぱく質をとる必要があります。たんぱく質は筋肉をつくる
材料で、不足すると筋力の衰えの原因となります。１日３回の食事に毎食、
たんぱく質を豊富に含む「主菜」をとるよう心がけましょう。主食、主菜、
副菜がそろった食事で筋力、体力をキープしましょう。

フレイル予防には『バランスメニュー』がおすすめです！

フレイル予防にも
バランスのよい食事が
１回の食事にとりたい目安量

または

魚の切り身なら
【片手にのる大きさ】

薄切り肉なら
【片手に３～４枚】

サラダ

※「主食」・「主菜」・「副菜」の詳しい説明は、P10にあります

食に関する目標
・夜９時以降は食べない　・１日３食食べる　・バランスよく食べる
・間食を控える　・朝食を食べる　など

注目！
参加
者が取り組んだ

ヨーグルトや
豆乳でも◎



10

食 コース

１ 「野菜たっぷりメニュー」「バランスメニュー」を食べる
獲得ポイント：野菜・バランスメニュー提供店で１人１メニュー食べたら 10 ポイント
注文の際、スタンプカードを提示してください。

★野菜たっぷりメニューは……
1 食 120g 以上の野菜（きのこ・海藻類を含む）を使用したメニューのことです。

★バランスメニューは……
主食、主菜、副菜をそろえたメニューのことです。

データ：平成 29年度甲州市食育に関する意識調査より

生活習慣病や高齢者の低栄養 *¹ を予防する
ため、国では、「主食・主菜・副菜を組み合
わせた食事を毎日 2回以上すること」を推
奨しています。しかし、甲州市では、実際
に毎日 2 回以上バランスよく食べている人
は、男性 38％、女性 45％と半分に満たな
い状況です。
*¹ 低栄養…健康な体を維持するために必要な栄養
素が足りない状態のこと。

主食 主菜 副菜ご飯、パン、麺類 魚・肉・卵・
大豆料理

野菜・きのこ・
海藻料理

働く力や体力になる からだを作る からだの調子を整える

主食・主菜・副菜を１日に２回以上
食べている人の割合

（％）

38
45

ビタミン 食物繊維ミネラル

を豊富に含み、　
からだの調子を整える働きがあります。

野菜やきのこ、海藻類は、主に 生活習慣病予防のため、国では
「１日 350ｇの野菜を食べること」を
推奨しています。

　　　食べている　　　　　　　　　　食べていない

しかし、甲州市ではグラフのとおり
約４人に１人は「毎日は野菜を食べていない」
状況です。

１食 120ｇの野菜を１日３食食べることで
１日の摂取目標量 350ｇに到達します。
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カフェ・イコ－リティー
塩山上於曽 1085-1
甲州市役所地下
11:00 ～ 14:00
土・日・祝日
39-8228
有

バ

ランス

お店自慢のカレーは、クリーミーなのにピリッ
と辛いおいしさがクセになります！

生姜焼きと、季節の野菜を使ったお
かずが入った魅力的なお弁当です。

バ

ランス

やさい

バ
ランス

このマークは「野菜たっぷりメニュー」です。

このマークは「バランスメニュー」です。

○�メニュー及び金額、営業時間等については、変更になる場合があります。

野菜・バランスメニュー提供店一覧
１人１メニュー
食べたら

10ポイント。
このシールが
もらえます。

店舗によってはテイクアウトが可能です。各店舗にお問い合わせください。

ちょい辛カレー　900円（税込） 生姜焼き弁当　800円（税込）

桃光
塩山下於曽 1380
11:30 ～ 14:30
17:30 ～ 21:30
火
32-1808
店舗前

やさい

野菜たっぷりみそラーメン
980円（税込）

材料にこだわり、もちもちした食
感とのどごしの良さが特徴の麺を
使用しています。

※�スープがなくなった場合、　閉店が早まる
ことがあります。

グリル＆ワイン
塩山上於曽 1761-4
11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 23:00
月
32-4122
無

サラダもセットなので、
おいしくバランスよく
食べられます。

バ

ランス

グリルセットイベリコ豚
　　　2,200 円（税込）＊HP＊
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ラーメンガキ大将　塩山店

塩山下於曽 1539-2

平　　日　11:00 ～ 15:00
　　　　　17:00 ～ 22:00
土日祝日　11:00 ～ 22:00
火

33-8851

敷地内 21台

旬彩和創 清水亭

勝沼町山 128-2
11:30 ～ 14:00
バランスメニューの
ラストオーダーは 12:40
火
44-5354
10 台

バ

ランス

野菜をたっぷり使用した新
メニューです。肉や魚が苦
手なお客様に好評。（材料
の一部に魚介類を含む）。

バ

ランス

大海老２本と野菜の天丼
850円（税込）

海鮮五目ちらし寿し
850円（税込）

人気の味噌味には自家製味噌を使っています。
どちらのラーメンにも野菜がたっぷりで食べ応え◎です。

野菜ラーメン（味噌、塩、醤油）
各�913 円（税込）

辛味噌タンメン
968円 ( 税込 )

やさい やさい

＊HP＊

縁側カフェ やまいち

勝沼町深沢 3494
12:00 ～

不定休
44-1621
4 台

12 種類の野菜料理が楽しめるメニューです！
季節のデザートもつきます。

（８月 20日から営業開始となります。）

やさい

沢楽（さわら）定食　2,000 円（税込）

野菜のかき揚げ丼
850円（税込）

野菜のかき揚げ定食
850円（税込）

やさい

やさい

天丼は濃厚な特製タレと衣のサクサク
感が絶妙

ちらし寿司は自家製すし酢
を使用。マグロをたっぷり
使ったお得なメニュー
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談話室コロボックル

塩山上於曽 1585

昼 11：30～ 14：00
夜 18：00～ 22：00

月・火
33－ 7988
店舗前 15台

ワイントンのステーキ（ガーリックソース）
1,280 円（税込）

やさい

ワイントンソーキのカレーライス
1,080 円（税込）

バ

ランス

ワイントンのバラ軟骨の部分を
長時間煮込み、極力油分を落と
してトロトロに軟らかく仕上げ
ました。

ワイントン肩ロースの厚切りを低温で６時
間調理し、仕上げに表面をカリッとロース
トしています。ワイントンの独特の旨味・
やわらかさを楽しめます。

ナチュラルカフェ
塩山上萩原 3127
水～金 11:30 ～ 16:00
土・日���9:00 ～ 18:00
※夜は要予約
月・火
34-8334
10 台

バ

ランス

やさい

やさい

トマトソースパスタ
1,300 円（税込）

インド風カレー
1,300 円（税込）

鹿肉ハンバーグランチ
1,300 円（税込）

今注目のジビエ料理です。
くせもなく食べやすいハン
バーグです。

ワイントンの冷しゃぶ
1,300 円（税込）

新メニュー☆パスタです。お肉
不使用メニューです。お肉が苦
手が方にもオススメです。

バ

ランス

☆夜も定食やっています。
＊ Instagram＊

＊HP＊

御食事  あまの
大和町初鹿野 1714-29
11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 21:00
火・水
48-2945
有

当店自慢の一品です！
野菜たっぷりのあんをかけたしょうゆ味のラーメンです。

やさい

五目そば 700円（税込）

やさい

野菜炒めライス 900円（税込）
※ライス（スープ付）セットにしたものです
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つぐら舎

勝沼町勝沼 2997
11:00 ～ 18:00
（L.O.17:00）
※�ランチセットは
　売り切れ次第終了
月
39-8915
店舗前 10台 ワイントンのハンバーグの

ランチセット　1,300 円（税込）

やさい

パンケーキのランチセット
1,100 円（税込）

バ

ランス

甲州市特産のワイントンを、
ハンバーグで召し上がって
ください !‼

洋食喫茶  さはんじ

大和町初鹿野 1652-15
11:00 ～ 15:30
（L.O.15:00）
月～金
※�状況により変更となる
　場合があります。

31-9075
店舗前 10台 カリカリチキン黒酢南蛮プレート

1,100 円（税込）

やさい

ベジフルカレー
990円（税込）

特製カレーと素揚げしたたっぷりな
野菜、新鮮サラダも楽しめる体に嬉
しい一品です。

大きなチキン１枚揚げを黒酢南蛮でさっぱり召
し上がっていただけます。サラダのボリューム
もたっぷりで、お腹いっぱいメニューです。

国産小麦と地元の卵を使用した、
もっちりパンケーキとたっぷり野菜
のランチプレートです！！

やさい

＊ Instagram＊

＊ Instagram＊

居酒屋 赤ちょうちん
塩山上於曽 1226
17:30 ～ 23:00
水
33-4634
店舗横

やさい

飲んだ後の仕上げにも
野菜たっぷり人気の一品。

タンメン　660円（税込）
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１

特典の利用について

典
特

健幸ポイントこうしゅう協賛店（１６ページ～１８ページ）で取り扱う商品及びサービス
等に利用できるポイント利用券 500 円分（100 円券×５枚）がもらえます。

市役所窓口にてポイント利用券の利用申請を行ってください。（代理申請可）
申請場所：甲州市役所　健康増進課、勝沼支所、大和支所��窓口
持ち物：スタンプカード　　※申請時、アンケートにご協力ください。
申請締め切り：令和５年３月１５日（水）まで
ポイント利用券の使用期限：令和５年３月３１日（金）まで

利用申請方法

◦１００円以上の会計にのみ利用できます。おつりはでません。����
◦�切手、官製はがき、印紙、証紙、たばこ、金券類（商品券、ビール券、プリペイドカード等）、
公共料金の支払い、仕入れ及び経費などの支払いには利用できません。
◦本券は売買、換金はできません。

注意事項

２典
特

抽選に応募できます。　抽選で 5組１０名様に
「ぶどうの丘  展望ワインレストラン ペア豪華ディナーコース券」が当たります！

◦ 100ポイント獲得したスタンプカードを
　�提出してください。�（郵送も可）
　　※スタンプカードに、応募者氏名、
　　　住所、電話番号を必ず記載してください。
◦応募先：甲州市役所　健康増進課（甲州市塩山上於曽 1085-1）、勝沼支所、大和支所�窓口�
◦応募締め切り：令和５年 3月１５日（水）まで

応募方法

◦�甲州市健康づくり推進協議会による抽選の結果、当選者には３月中にディナーコース券を発送
します。（発送をもって発表にかえさせていただきます）　　
◦ディナーコース券の利用期限：令和５年７月３１日（月）まで

抽選・発表

５０ポイント達成したら……

合計１００ポイント達成したら……

※特典１、２とも、それぞれ１人年１回のみ利用可能です。

さらにもう 50ポイント獲得して
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内田豆腐店
塩山上於曽 323-4
6:00 ～ 18:00 日
33-2298 店舗前

『生湯葉』の提供も始めました。

ポイント利用券が利用可能な協賛店 個性豊かな地元の商店

窪田精肉店
塩山千野 3852-3
8:00 ～ 18:00 日
32-2250

皆様に安心できるお肉を提供します。金曜日は特売日！
ヘルシーな国産赤身馬刺しが人気です。

居酒屋  赤ちょうちん
塩山上於曽 1226
17:30 ～ 23:00 水
33-4634 店舗横

昭和26年創業。
レトロな味から最新メニューまでお楽
しみください。

塩山酒販
塩山上於曽 1925
8:00 ～ 20:00 なし
33-2223 ５台

蔵元から直送の地酒や季節のお酒を数
多く取り揃えております。

菓詩処　石井
塩山上於曽 1107-27

9:00 ～ 19:00 水
（原則）

33-2310 2～3台
郷土の文化をお菓詩にのせてお届けい
たします。

カフェ・イコーリティー
塩山上於曽 1085-1�
11:00 ～ 14:00 土日祝
39-8228 有

障がいのある方の社会参加や就労促進を目的とした店です。障がいの
ある方も健常なスタッフの支えのもと、調理補助や接客など、個別の
特性に応じた「できること」を生かした活動を行っています。
安心・安全・清潔をモットーにしております。

グリル＆ワイン
塩山上於曽 1761-4
11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 23:00 月

32-4122 無
上質のお肉とワインをリーズナブルに
楽しめるお店です。ワインは甲州市の
ワインを中心に取り揃えております。

甲州屋商店
塩山上於曽 1763
9:00 ～ 19:00 日
33-2176 ５台

駅前通りで 100年続いております老舗
の青果店。お客様のニーズに合わせ食
品全般取り揃えております。

魚　活
塩山上於曽 1748-9
11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 21:00 水

33-4638 18 台

鮮度にこだわり、「新鮮な魚を新鮮なうちに」をモットーにしている
寿司屋。粋な大将と魚をつまみにちょいと一杯いかがですか。

岡部生花店
塩山上於曽 1140 無休
8:00 ～ 19:00 （元日・２日）
33-2729 ４台

お誕生日や記念日などのお祝いや、お
悔やみや法要のお供えなど、様々なシー
ンに合わせたお花をご用意いたします。

コロムビア化粧品店
塩山上於曽 1135
9:00 ～ 19:00 日

33-4408 店舗前と
電化部前

美容機器による肌診断、エステ、お肌
の悩み相談を実施しております。

笹本精肉店
塩山上於曽 109
8:00 ～ 19:00 なし
33-2656 ３台

山梨県産の牛・豚・とり・馬肉を中心
に販売しております。

寝装品のあきやま
塩山上於曽 1129
8:30 ～ 18:30 不定休
33-2206 飯島 P

手作り商品（布団、入園・入学用品）
など販売しています。

談話室 コロボックル
塩山上於曽 1585
11:30 ～ 14:00
18:00 ～ 22:00 月・火

33-7988
地元野菜を中心に季節感のあるメニューを
提供しています。ランチ・夜定食もあります。
イベント羅の貸し切りとなることもあります。
電話にてご確認ください。

店舗前 15台

店舗前と
店舗隣
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林電気商会
塩山上於曽 1106
9:00 ～ 16:00 土日祝
33-2159 無

HITACHI を取り扱っています。その他
メーカーも随時受付中なので気軽にご相
談ください。地域に密着した電気屋です。

花とくだもの  なるみや
塩山上於曽 1143-1
9:00 ～ 19:00 木
33-2041 ７台

祝事の贈物、法要の供物など電話一本
で承ります。

黒富士農場たまご村　塩山店
塩山上塩後 923 1/1～

�　1/3
9:00 ～ 17:30(4/1 ～ 10/31)
9:00 ～ 17:00(11/1 ～ 3/31)
32-0005 10 台

標高 1000 ｍの高原にある養鶏場から
直送の新鮮卵の直売場です。県平飼い
認証。日本農業賞・内閣総理大臣賞受
賞の信頼ある農場です。

ラストパラダイス
塩山熊野 1413-4
17:00 ～ 22:00 不定休
32-1941 ８台

本格西洋料理や一品創作料理をすべて
手作り。リーズナブルな価格でご提供。

釣魚料理  海
塩山上於曽 870-1

17:00 ～ 22:30 月

33-8182 店舗前

朝漁りの鮮魚をその日売り切りのお店。
大将が現役漁師の直営店。

まるやパン店
塩山上於曽 1104
9:00 ～ 18:30 日
33-2356 ３台

厳選された品揃えが並ぶ焼き立てパン。いつも常連客が大勢！
特に注文してからつけるジャムバターやピーナツの食パンサンドが　
一押しです。地域の幅広い年齢層から支持される甲州市の老舗です。

おさかな屋きたい
塩山下於曽 1615
小売 10:00 ～ 19:30
飲食 11:30 ～ 水

33-7225 6 台
お刺身をメインに色々な種類の魚が豊富に
あります。そして魚をメインにした料理を
お昼から夜までいつでも食べられます。

モード若葉
塩山下於曽 1477
10:00 ～ 19:00 なし

32-1314 オギノ
共有 P

ミセス～シニアの方の普段着からよそ
行き着まで幅広く取り揃っています。

天真堂書店　塩山店
塩山熊野 88-1
10:00 ～ 22:00 1/1
33-1110 40台

ダイエット・健康に関する本も多数取
り揃えております。
お気軽にお立ち寄りください。

GOODIES ナカヤ　三日市場店
塩山三日市場 3211-3
9:00 ～ 20:00 1/1
39-9526
60 台

地域のお客様の健康と便利な生活のサ
ポートをさせて頂ければ幸いです。

桃　光
塩山下於曽 1380
11:30 ～ 14:30
17:30 ～ 21:30 火

32-1808 店舗前

四川担々麺、四川麻婆豆腐（大辛）
など辛いメニューあります。

12/31…19時まで
１/2～3…10～18時まで

ナチュラルカフェ
塩山上萩原 3127 月・火
水～金 11:30 ～ 16:00
土・日��9:00 ～ 18:00
34-8334 10 台

人里離れた山あいのカフェ。鹿肉をメインにしたジビエ料理を提供し
ます。野菜の付け合わせは、近隣の畑でとれた野菜を使用しています。

あし川分店
勝沼町勝沼 3021
11:00 ～ 13:00
17:00 ～ 20:00
4 日、14日、24日、31日
（その他お問い合わせください）
44-0177 6 台位

無尽の際にもご利用できます。

岩間ベーカリー
勝沼町勝沼 3025
8:00 ～ 18:30 なし
44-0215 ８台

生菓子、餅、赤飯、引菓子、甲州銘菓「月
の雫」製造。
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ビデオルック
勝沼町勝沼 3008-1
9:00 ～ 18:00 日・祭
44-1566 ６台

ポイント利用券が利用可能な協賛店 すぐそばに、魅力的なお店 たくさんあります。

清水屋商店
勝沼町勝沼 3087
8:00 ～ 20:00 不定休
44-0578 ３台

鮮魚仕出しのご注文も承っております。

つぐら舎
勝沼町勝沼 2997
11:00 ～ 18:00 月
39-8915

のんびりとした雰囲気の店内でゆっく
りとお過ごしください。

皆　吉
勝沼町等々力 1372
11:00 ～ 18:00
（品切れ終了）

水・
第３火

44-0004 30台
自家製味噌と１００％天然出汁、地産
地消に努力しています。

旬彩和創 清水亭
勝沼町山 128-2
11:30 ～ 14:00 火
※夜はコースのみ（予約制）

44-5354　 10台
旬の食材を活かした創作料理です。祝い事や法事にも最適。
個室や座席もあり、最大 18名まで使用できます。
素材にこだわるため、食材がなくなり次第終了の場合もあります。

御食事  あまの
大和町初鹿野 1714-29
11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 21:00 火・水

48-2945 有
メインは、中華料理です。地域の皆様
に愛される店を目指し長年、営業して
います。

縁側カフェ  やまいち
勝沼町深沢 3494 不定休
12:00 ～
※事前にご予約ください。
44-1621 4 台

野菜中心のメニューで旬を感じてもらい
たいです。添加物は使用していません。

パンテーブル
勝沼町休息 1360
10:00 ～ 17:00 日月木
44-5488 3 台

　　　　　　　　　　　　　　国産小麦粉 100％。自家製酵母でつく
る味わい豊かなパンづくりを心がけております。パンの他に国産チー
ズや県産蜂蜜なども販売しております。

古屋商店
大和町初鹿野 1825
8:00 ～ 19:30 日
48-2018 3 台

地域密着。お客様第一のお店です。

GOODIES ナカヤ　勝沼店
勝沼町小佐手 475
9:00 ～ 20:00 1/1
39-9587
40 台

地域のお客様の健康と便利な生活のサ
ポートをさせて頂ければ幸いです。

12/31…19時まで
１/2～3…10～18時まで

令
和
4
年
度

そ
の
他

そ
の
他〔お問い合わせ先〕　甲州市役所　健康増進課　健康企画・地域医療担当
　〒404-8501　甲州市塩山上於曽 1085-1　　☎（０５５３）３２－５０１４（直通）

お喋りも
楽しみの
１つ！

知らないことも
どんどん聞いて
みよう！！

店主は
その道の
プロ！

（８月20日より営業開始）

店舗前 10台

※�営業時間及び定休日については、
変更になる場合があります。
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