
健康増進ホーム湯河原
〒259-0314
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上418
Tel. 0465-62-8121
Fax. 0465-62-8122
湯河原駅から車で約8分

健康増進ホーム玉造
〒699-0201
島根県松江市玉湯町玉造1210
Tel. 0852-62-0313
Fax. 0852-62-0733
玉造温泉駅から車で約3分

健康増進ホーム湯布院
〒879-5103
大分県由布市湯布院町川南222-1
Tel. 0977-85-3366
Fax. 0977-85-2221
由布院駅から車で約3分

健康増進ホーム

健康増進ホームは、全国に３箇所

生活習慣を見直して、今後の生活改善につなげる場です

いずれも自然豊かな温泉地にあります

栄養・食事指導 運動指導 温泉療養指導

ご予約・お問い合わせは、各施設へ。
最寄りの地域医療機能推進機構
の病院と連携しています。

湯河原病院

玉造病院

湯布院病院

健康増進ホーム

GUIDE

独立行政法人

地域医療機能推進機構
Japan Community Health care Organization
（JCHO：ジェイコー）

独立行政法人

地域医療機能推進機構
Japan Community Health care Organization
（JCHO：ジェイコー）
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健康増進ホームは、生活習慣を見直し、

効果的な食事・運動を習得するため、

食事と運動を基本に、温泉地の特性を生かした

温泉療養をおこなう施設です。

健康診断や医師の診断等をきっかけに生活習慣を
見直したい方や、健康増進に取り組みたい方など。

1週間単位の宿泊を基本に最長3ヶ月。
湯河原、玉造は3泊4日の体験プランも提供。

● 疾患別の3コース…糖尿・高血圧・肥満（メタボ）

● 健康増進コース…疾患別コース以外の方

● 栄養・食事

● 運動

● 温泉療養

からお選びいただきます。

健康増進ホーム 湯河原

湯河原 神奈川県

健康増進ホーム 玉造

玉 造 島根県

健康増進ホーム 湯布院

湯布院 大分県

ご利用
いただける方

ご利用期間

サービス内容に
ついて

4つのコースを
ご用意

おからだの状態に応じた

詳しくは 6 ページへ

詳しくは 8 ページへ

詳しくは 9 ページへ

詳しくは 10 ページへ 詳しくは 12 ページへ 詳しくは 14 ページへ

…

…

………

玉造

湯河原

湯布院

自然豊かな温泉地で

健康寿命 をのばしませんか？
＊ 健康寿命とは、WHOによって提唱され、「健康上の問題で日常生活が

制限されることなく生活できる期間」と定義されています。

＊
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3つのサービス 「生活習慣を見直して、いつまでも健康で  いたい」。そう望む方々 が、一時的に滞在するホームです。

栄養・食事指導 運動指導
栄養士が

考えた、おいしい
食事を味わって

充実した設備。
トレーナーが

しっかりサポート

歴史ある温泉地。
心身が

ほっこり癒されて温泉療養指導

今後の生活改善に
つなげる

調理実習

栄養講話
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血圧が高めの方には、塩分控えめで
もおいしいお料理を。

朝 食

カロリー控えめで、塩分や脂質などに
も配慮した肥満（メタボ）食

夕 食

血糖値が気になる方には、飽きの
こないカロリーコントロール食を。

昼 食

催事食（年に数回、催事に合わせての食事）

食事は栄養士により栄養管理された、1日3食の

摂取量1600キロカロリーを基本に塩分を配慮した

各疾患別の食事をご準備します。

調理実習や講話を
通して、栄養士が
健康的な食生活の
継続をサポートします。

栄養・食事指導

※当施設ではアルコールの提供はしておりません。

栄養士との調理実習も、わきあいあ
い。

楽しく健康増進できます。

笑顔とまごころのおもてなし。
一同が連携して、滞在するみなさまの
健康づくりを応援します。

スタッフ一同が連携して、滞在するみなさまの
健康づくりを応援します。

健康増進コースの献立（例）
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温泉の効能と保養地の気候。

これらを存分にご享受いただけるよう、

独自の健康増進プログラムをご用意しています。

健康を増進させて疾病を予防する 
温泉の効能を満喫できます。

気泡浴や寝湯、打たせ湯などの入浴
プログラムをご提供します。

温泉で健康づ
くり。温泉入浴
指導員がサポー
トします。

温泉療養指導運動指導

内臓脂肪や健康診断データが
気になる方には、メタボ対策を。

メタボ対策とロコモ対策の運動指導。
筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった 
運動器の障害のために移動能力の低下を
きたして、要介護になっていたり、要介護に
なる危険の高い状態を「ロコモティブシン
ドローム」（略称：ロコモ）といいます。
健康増進ホームでは、チェックインと
チェックアウト時にロコモ度テストを行い、
重点的な運動指導を提供しています。

ふだんの暮らしの中でからだを
動かせる方法をお伝えします。

ムリがなく、安全で効果的な方法をお伝えして、

からだを動かす心地よさを実感していただきます。

あなたに合った
メニューを理学療
法士や運動指導
員等がご提供し
ます。

日本健康開発財団から認定

された資格で、温泉の一般的

な正しい使い方の指導、安全

管理や応急処置及び生活アド

バイスを行います。

温泉入浴指導員とは？
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気泡浴や寝湯を楽しめる天然温泉大浴室

多様なプログラムが可能な
トレーニングルーム

地域性も重視したヘルシーなお料理

洋室と和室をご用意

健康増進ホーム 湯 河
原

一年を通じて温暖な地にある、

天然温泉です。

東に相模湾を望み、三方を箱根・

伊豆・熱海の山々 に囲まれた、

風光明媚な環境にあります。

天然温泉

泉質 ��ナトリウム・カルシウム−塩化物・硫酸塩泉

効能 �神経痛　関節痛　慢性消化器病　冷え性
　　　�疲労回復　など

万葉公園

1年を通して
花を楽しめる幕山公園
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「一度濯
すす

げば姿うるわしくなり、

再び浴すれば万病ことごとく 

除く」と「出雲国風土記」にも

記された、古来から伝わる天然

温泉です。

寝湯やうたせ湯もある大浴場

彩りにも配慮した、おいしいお食事明るく開放的な
トレーニングルーム

洋室と和室をご用意

健康増進ホーム 玉 造

三種の神器の一つ、
勾玉づくりの里

宍道湖

天然温泉

泉質 ��ナトリウム・カルシウム−硫酸塩・塩化物泉

効能 ��神経痛　関節痛　慢性消化器病　冷え性
　　　�疲労回復　など



14 15

雄大な自然が目の前に広がる大浴場

洋室・和室・和洋室をご用意

落ち着いた空間で
運動できます

豊かな自然が生み出す幸を、おいしく味わえます

豊後富士と呼ばれる由布岳の

麓、美しく静かな地にある

天然温泉です。

幻想的な表情を見せる自然豊かな、

人々 を魅了し続ける保養地です。

健康増進ホーム 湯 布
院

辻馬車での
観光も

朝霧が見られる
金鱗湖

天然温泉

泉質 ��アルカリ性単純温泉

効能 ��神経痛　運動麻痺　うちみ
　　　�慢性消化器病　病後回復期　など


