
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2017年4月22日号 〈36Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は13ページに掲載

検索ファミリーステージ 熊本

不動産のことなら、まずは何でも気軽にお電話を！

TEL.096-285-8091 

土地・戸建て

相談
無料

不動産 買い取ります！
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「第2回 日本健康マスター検定」
熊本初！　6月11日（日）実施

これからも元気に暮らすために、健康を守るために
必要な知識を身につけましょう
　日本健康生活推進協議会が主催する「日本健康マスター検定」（通
称／健検）が、熊本でも受験できるようになりました。健康意識が高
まる中、第1回試験は、全国で4100人が受験するほどの人気ぶり。
　試験は自分の健康に関心がある人向けの「ベーシック・コース」と、
集団の健康づくりに関心があり仕事などにも生かしたい人向けの「エ
キスパート・コース」の２つがあります。
　公式テキストをベースに出題。“ストレス対策”や“認知症”などの
情報も盛り込まれ、読みやすいテキストは、きっと日常生活にも役立
つはずです。
　合格すると地域や職場の健康アドバイザーとして、より活躍が期待
できそうです。詳しくはホームページで確認してください。

こんな人はぜひチャレンジを
□ 社員の健康をきちんと管理
　 したい人事・健保担当者

【問題】 朝食抜きの食生活に関して説明した次の文のうち
　　　 誤っているのはどれか

会場／リビングカルチャーセンターはません校　ゆめタウンはません本館2階

受験料（税込）／ベーシック・コース（60分）　 4800円
　　　　　　　　エキスパート・コース（80分）7800円

申込期間／2017年4月1日～ 4月29日 24:00

申込・詳細はこちらから　http://r.living.jp/mrs/kenken
問い合わせ／（社）日本健康生活推進協会　☎03（6268）8447　10:00 ～16:30、土日祝除く

監修協力／日本医師会
後援／日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、NHKエンタープライズ、サンケイリビング新聞社ほか

公式テキスト2700円（税込／ＮＨ
Ｋ出版刊）は、熊本リビング新聞社、
リビングカルチャーセンターで発売
中。郵送も可（送料500円）

□ 自分の健康維持に不安を
　 感じているシニア層

□ より幅広い知識を仕事に
　活かしたい健康関連有資格者

□ 履歴書に書ける武器を
　持ちたい学生さん　…

6月11日（日）　第2回 「日本健康マスター検定」　申込みは4月29日（祝・土）まで

<第１回健康マスター検定　問題と解答>

ア.厚生労働省の「国民健康・栄養調査」では、朝、栄養ドリ
　ンクだけでも飲んでいれば、欠食には当たらないとして
　いる

イ.朝食を抜くと、空腹のストレスから朝の血圧が上昇しや
　すくなり、脳貧血を起こす危険性が増す

ウ.文部科学省の2015年学力調査では、毎日朝食をとって
　いる児童・生徒のほうが、平均正答率が高い

エ.朝食を抜き、空腹の状態で昼食をとると、血糖値が急上
　昇する

【正解】 ア

【解説】 朝の活動力を上げるためには、栄養バランスのよい
朝食をしっかりととることが大切です。朝食をとることは、
高血圧や高血糖を予防するだけでなく、勉強や仕事の効率
も高めます

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


