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論文要旨　離島に住む中高年者の健康習慣確立のため基礎資料を得ることを目的として，阿多田島に住む40歳

以上の中高年者163人を対象に，健康意識，生活習慣，食生活行動など計39項目を内容としたアンケート調査を実

施した。

有効回答は男性66人，女性80人（有効回答率89．5％），年齢構成は49歳以下44人，50－59歳32人，60 69歳34人，

70－79歳27人，80歳以上9人であった。健康意識と生活習慣の関係，健康意識と生活満足度の関係について検討

の結果，これらはいずれも関連性があり，特に島の住民の家族や地域での生活満足度については，友人や大切に

したい人の有無，社会的な役割分担の有無，個人の信念・価値観の3点により大きく左右されることが判明した。

キーワード　離島，健康意識，生活習慣，生活満足度
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　我が国は，医療技術の進歩や公衆衛生水準の向

上により，平均寿命が延長，65歳以上の全人口に

占める割合は平成9年9月現在15．6％となり，21

世紀に向けて本格的な高齢社会を迎えている。ま

た，ライフスタイルの変化に伴い，年々生活習慣病

が増加しており，がん・心臓病・脳卒中の3大生

活習慣病は，平成8年において国民総死亡の61．3

％を占めている1）。これら生活習慣病の多くは，

各個人の生活習慣から受ける影響の集積であるこ

とが解明されている2）。私たちはただ長生きする

ことを求めるだけでなく，質的にも充実して年を

重ねていきたいと考える。そのため，病気になっ

てから何か行動を起こすより，中高年から病気を

予防したり，さらに健康を増進していこうという

人々の健康への二一ズがあらわれ，多様化してき

ている。それとともに，健康のために生活の中か

ら何らかの行動をとる必要がでてきている。

　このように生活習慣病を予防し，健康を保持・

増進していくためには，住民一人一人が「自分の

健康は自分でつくる」という自覚と実践意欲を持

ち，住民の主体的な意識のもとに，日々の生活の

中で好ましい生活習慣を持続することが大切であ

る3）。また，人々の健康に対する意識の高まりは

個人だけでなく，家庭や学校，職場や地域ぐるみ

で「健康づくり」への取り組みを生んでいる。

　今回このような状況を踏まえ，生活習慣，健康

意識，生活の充実という面に着目したのは，健康

に関する認知が人々の保健行動に多様性を与える

ことが分かっており4），健康意識は具体的な医療

行動と関連しているため5），様々な保健行動を把

握する前に，その根底にある健康意識を明らかに

しようと考えたからである。また，生活の満足感，

充実感は人々の「生きがい」と結びついている。

精神的にもより健康な毎日を送るためにも，生活

の充実感と健康意識との関連をみて人々の健康へ

の二一ズを把握し，今後の人々の健康づくりへの

参考にしたい。

　今回の調査をある一部の地域で行なう場合，都

市部と過疎地域という比較を考えた。そこで，国

立大竹病院が定期的に診療を行なっているという

点で人的つながりがあり，調査に協力の得やすい，

ある島に着目した。以上により，今回の調査は，
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離島に住む中高年者の健康に対する意識，生活習

慣の現状，生活満足感を把握し検討することによ

り，離島に住む高齢者の健康習慣確立のための基

礎資料を得ることを目的とする。

■　対象および研究方法

1．調査対象

　広島県大竹市阿多田島に住む40歳以上の中高年

層163人。

5．分析方法

1）調査項目の生活習慣を星ら8）の生活習慣問診

表を参考に「好ましい健康習慣」と「好ましくな

い健康習慣」に分類し，これらの健康習慣と「健

康自己評価」「健康満足度」「健康不安感」「健康

配慮」「健康増進志向」等の健康意識がどのよう

な関連性があるかをカイニ乗検定を行い分析した。

2）健康に関する項目と，島での生活満足度，充

実感を示す項目との間でπ2検定を用いて有意差

をみた。

2．調査方法

　質問紙によるアンケート調査とし，調査票の配

布・回収を阿多田島診療所を中心として行い，調

査票は無記名とした（資料1〉。

3　調査実施期間

平成9年11月上旬一12月上旬

4．調査項目

　回答者の属性等14項目，生活習慣や食生活行動

についての16項目，生活の充実をたずねる9項目

の計39項目であり，その内容は次のとおりである。

1）対象者の属性と健康観

　①性別，②年齢，③世帯構成，④職業，⑤居住

歴／健康に関する質問として，⑥健康自己評価，

⑦健康満足度，⑧健康不安感，⑨健康への配慮，

⑩健康増進志向，⑪通院の有無，⑫受療行動／生

活の感じ方に関するものとして，⑬島での生活の

満足度，⑭忙しさ

2）生活習慣・食生活行動についての項目

　①睡眠時問，②労働時間，③生活規則，④朝食，

⑤食事内容，⑥間食，⑦塩分，⑧お酒，⑨喫煙，

⑩運動，⑪定期健診，⑫食生活満足度，⑬食事タ

イプ，⑭食生活知識度，⑮食生活情報源，⑯食生

活行動・配慮

3）生活満足・充実度についての項目

　生活の満足や充実感に関連が強いと思われるも

のを文献6）7）を参考に，また島ならではの習慣も

加え，①友人の有無，②大切にしたい人の有無，

③趣味の有無とその内容，④日常生活の楽しみ，

⑤家での仕事の有無，⑥忙しくしたいほうか（活

動度），⑦自分で何でもしたいか（自立度），⑧自

分自身への満足度，⑨集まってコーヒーを飲む頻

度

目　阿多田島の概要

　大竹市阿多田島は，面積2．53km2，人口374人

（男170人，女204人），世帯数123世帯（平成9年

11月1日現在）の瀬戸内海の島である。交通は定

期フェリーが片道所要時間30分（1日往復5便）

で，上水，下水道とも完備している。産業は農林

水産業に従事する人の割合が高く，特にかきうち

や養殖，いりこ加工など漁業が盛んである。

　広島県は瀬戸内海に大小多くの島があり，中国

山地の市町村を含め，過疎地域は2市44町6村，

無医地区とそれに準ずる地区は85にものぼる。こ

れらの地区に住む人々を中心にした生活行動の記

録は，定期診療・健診をおこなっている現場の病

院や診療所にある。阿多田島の医療は，そのよう

なへき地や離島の住民をも対象とする中核病院の

国立大竹病院が島唯一の診療所で週に1回診察を

おこなっている。

■結果

1．解析対象

　総数163のうち155を回収し，有効回答のあった

調査票146部（有効回収率89．5％）について，こ

れを解析対象とした。

2．回答者の背景・属性

1）性別・年齢構成・世帯類型

　性別構成は男性66人（45．2％），女性80人

（54。8％）であり，年齢別構成は49歳以下44人

（30．1％），50～59歳32人（21．9％），60～69歳34

人（23。3％），70～79歳27人（18．5％），80歳以上

9人（6．2％）であった。

　世帯類型は1人世帯16人（11．0％），1世代世

帯（夫婦のみ）24人（16．4％），2世代世帯（親
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と子）52人（35。6％），3世代世帯（親と子と孫）

以上49人（33．6％），他5人（0．9％）であり，2

世代世帯と3世代世帯とで7割近くを占めている。

また，年齢別に世帯類型をみると，どの年齢層で

も1人世帯の占める割合は低かった（表1）。他

の項目についての集計も同様におこなった。

表1　島の年齢・世帯別構成 人（％）

　世帯

年齢
単身世帯 夫婦のみ 親と子 3世代 億・蜘答 計

～59 　3

（2．1％〉

　11
（7．6％）

　33

（2L6％）

　27
（1＆5％）

　2

（L4％）

　76
（5a　o％）

60～79 　11

（7．5％）

　12
（＆3％）

　18

（12．3％）

　17
（11．6％）

　3

（a1％）

　61
（4L8％）

80～ 　2

（L4％）

　1
（0．7％〉

　1

（0．7％）

　5

（3．4％）

　0

（0．0％）

　9

（6．2％）

計 　16

（iL　O％）

　24
（16．4％）

　52
（35．6％）

　49

（33，6％）

　5

（3．4％）

　146
（100．0％）

2）職業
　仕事があると答えた人は100人で，男性の内仕

事をもつ人は57人（86．3％），女性の内仕事をも

つ人は43人（53．7％）である。また60歳以上の70

名のうち，半数以上の38人が仕事をもっている。

3）居住年数，島の生活満足度

　阿多田島の居住年数は，20年以上が123人と全

体の84．2％を占め，10～20年未満5人（7．5％），

5～10年未満5人（3．4％〉，5年未満6人（4．1

％〉の順となった。49歳以下や50歳代など比較的

若い層も含め，どの年齢層でも20年以上島に住ん

でいる。

　現在，島の暮らしに「非常に満足」「まあまあ

満足」している人は120人（82．2％）にのぼる。

生活満足度には性別による差はみられないが（図

1），年齢別による差はみられ，高齢になるほど

生活に満足している人の割合が高い。

　　　　　　　　＜全体＞
　　　　　　　人　％
　　　目非需に　　　　45310
　　　勿まあまあ　　　　75田7
　　　團あまリ　　　　　　　2＆　L59
　　　團まったく　　　　　　　2　14
　　　合　計　　　　　　　M5

く男＞

　　　昌斐簑あ

　　　圏あまリ
　　　園まったく
　　　合　針

人　％

25　379

34　5星．5

7　且0．6

0　0、0

66

〈女〉

　　　舅蒙あ
　　　図あ玄り
　　　園まったく
　　　合　翫

図1　生活満足度

人　％

20　253

41　51．9

16　203

2　25
79

　また，毎日の充実を主観的な忙しさでたずねた。

日常生活において忙しいほうだと感じている人は，

51人（34．9％）で，暇だと感じている人は12人

（8．2％）と少なかった。性別では，男性の内

「忙しい」「ふつう」とこたえた人は60人（90．9

％），女性では74人（92．5％）だった。

3．健康に関する項目

1）通院の有無，受療への意識

　通院している人は61人と全体の47．8％を占めて

おり，70～79歳の12．3％が最も多い。また，「少

しでも具合が悪いと感じたら病院や診療所へ行く」

と答えた人は124人（84．9％）だった。

　通院の有無は，これから述べる健康意識の自己

評価（健康状態）・健康満足度・健康不安感・健

康増進志向との問で有意な関連性が認められた

（表2）。つまり，通院している人は健康の自己

評価が低く，現在の自分の健康状態に満足してお

らず，健康に対する不安も大きいが，健康増進志

向である。

表2　属性・健康意識と生活習慣との関連性（κ2検定〉

性別 年齢 桑 忙しさ腎院の

　　　有無

4活満
　度

健康自

己謬価

健康満

　度

健疏不

安腫

健康配 健飯増

　志向

睡眠時閥

労働時間 ＊＊ ＊ ＊＊ ＊

虫活規則 ＊

朝食 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊

食耶配慮 ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊＊

間食 ＊ ＊ ＊

塊分 ＊ ＊＊

お酒 ＊＊ ＊＊ ＊

喫煙 ＊＊ ＊　＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊

運動 ＊＊ ＊＊

定期促診 ＊＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊＊

食生活満足度 ＊＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊＊

通院の有無 ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

注）＊＊；1％で有意な相関性あり　＊二5％で有意な相関性あり

2）健康意識

　「今の自分の健康状態は（健康自己評価）」，

「自分の今の健康状態に満足しているか（健康満

足度）」，「自分の健康状態に不安を感じているか

（健康不安感）」，「健康に日頃から気をつけてい

るか（健康配慮）」，「これから自分の健康状態を

どのようにしたいか（健康増進志向）」の5つに

ついて，4段階の回答で尋ねた（表3）。

3）健康自己評価

　現在自分は「非常に健康だと思う」（13．7％），

「まあまあ健康だと思う」（69．2％）であり，8割

強の人が「健康である」と自己評価している（図

2）。健康評価には性別差はみられないが，60歳

以上の人は自分は「健康でない」と感じている人
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阿多田島住民の生活習慣・生活満足度と健康意識の関連性

表3－1　島の人々の健康意識 人（％）

項目 意識の高さ・償極性 滝駿の低さ・渦極性

健簾

臼己評価

非常に健廠

　20人（137％）

まあ健康

　川人（692％）

あまり爬康でない

　　　　ZO人（且37％）

鱒飯い
　　　5人（3．4％）

健康

　満足庄

非常に薗足

　四人（は0％）

まあ詣足

　跳人（60．」％）

あまり膚足でない

　　　　30人（ZO5％）

全く麟足していない・

他　　9人（a2，く）

健簾

　不安藪

かなり不安

　09人（［30％）

いくらか不安

　83人（5ほ8％）

あまり感じていない

　　　　34人（23．3％）

まったく感じていない

・他　m人（69％）

腱康への

　　脱

非帰に気をつける

　26人（17B％）

まあ気をつけている

　86人（589％）

あまり気をつけていない

　　　　jo人（20．5％》

全く気をつけていない

・他　4人（a8％）

健康の

　　志向

今より良くしたい

　74人（50．7％）

今の状櫨を侃ちたい

　　64人（433％）

敏極的に考えたことがない

　　　　5人（3．4％）

健廊などどうでもいい

　　　3人（2，1％）

　表3－2
＊健康自己評価

島の人々の健康意識（男女の内訳）

（人）

生男1 齢 匡常に まあまあ あまり まった＜ 合計

男性

～49 6 13 0 0 19

50～59 4 9 1 o 14

60～69 3 11 3 0 17

70～79 0 6 5 2 13

80～ 0 1 1 1 3

女性

～49 3 19 3 0 25

50～59 1 18 0 0 19

60～69 3 10 2 1 16

70～79 0 10 3 1 14

80～ 0 4 2 0 6

＊健康満足度 （人）

性別 年齢 非常に まあまあ あまり まったく 合計

男性

～49 5 11 2 0 18

50～59 3 9 2 0 14

60～69 3 9 6 0 18

70～79 o 7 2 3 12

80～ 0 1 2 0 3

女性

～49 3 15 7 1 26

50～59 0 14 3 0 17

60～69 2 11 3 1 17

70～79 1 8 4 1 14

80～ 2 3 0 1 6

＊健康不安感 （人）

性男1 年 非常に まあまあ まり まったく 合計

男性

～49 0 10 6 3 19

50～59 1 9 4 1 15

60～69 1 8 4 3 16

70～79 3 7 3 0 13

80～ 2 1 0 o 3

女性

～49 2 18 6 0 26

50～59 2 1 3 1 7

60～69 3 8 5 0 16

70～79 3 9 2 0 14

80～ 2 2 1 1 6

＊健康配慮 （人〉

性別 齢 非常に まあまあ あまり まったく 合計

男性

～49 0 11 7 1 18

50～59 3 9 2 1 15

60～69 3 8 5 1 17

70～79 6 6 1 0 13

80～ 2 1 0 0 3

女性

～49 3 12 10 0 25

50～59 3 13 2 0 18

60～69 3 12 1 0 16

70～79 1 12 1 0 14

80～ 2 3 1 0 6

＊健康増進志向 （人）

易1 年齢 非常に まあまあ あまり まったく 合計

男性

～49 7 10 2 0 19

50～59 6 8 0 0 14

60～69 9 7 0 1 17

70～79 9 4 0 0 13

80～ 3 0 0 0 3

女性

～49 10 重3 2 0 25

50～59 8 8 0 2 18

60～69 9 7 1 0 17

70～79 9 5 0 0 14

80～ 4 2 0 0 6

が多く，年齢差がみられた。

4）健康満足度

　現在の自分の健康に「非常に満足している」

（13．0％），「まあまあ健康だと思う」（60．3％）

と7割を占めている。性別・年齢別による差はみ

られない（図3）。

5）健康不安感
　健康に対して不安を「かなり感じている」（13．0

％），「いくらか感じている」（56．8％）と7割に

のぼる（図4）。健康不安感は性別による差はみ

られないが，60歳以上に不安を「かなり感じてい

る」人の割合が多い。

6）健康への配慮

　日頃から健康に「非常に気をつけている」（17．8

％），「まあまあ気をつけている」（58．9％）であ

り，健康に配慮している人は8割を越えている

（図5）。性別による差はみられないが，49歳以

下に，健康に配慮していない人の割合が多い。

7）健康増進志向

　今後，自分の健康を「今より少しでも良くした

い」（50．7％），「今の状態を保ちたい」（43．8％）

であり，積極的増進志向型が最も多く，「積極的

に考えたことがない」（3．4％），「健康などはどう

でもいい」（2．1％）とした無関心型の人は5．5％

である（図6）。性別による差はみられないが59
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〈全体〉

　　　　　　　　　人　％
　　　属非常に　　　　　20　13．7
　　　E須まあまあ　　　艮0169．2
　　　團あまリ　　　　　　　　20　旦3．7
　　　園まったく　　　　　　　　5　3．4
　　　　合　計　　　　　　　　146

＜男＞

　　　舅鍛あ
　　　圏あまリ
　　　愚まったく
　　　　合　計

く女＞

人　％

13　　且9．7　　　　　　　　　　　　　　　　　■，F常‘こ

　り　　　　　　　　　　ざまあまあ

1…罷鐙階

図2　健康自己評価

〈全体＞

　　　　　　　　　人　％
　　　■夢F常‘こ　　　　　E9　［32

　　　國まあまあ　　　　886聖L
　　　囲あまリ　　　　　　　　30　208
　　　園まったく　　　　　　　　7　　4，9
　　　　合　肚　　　　　　　　M4

〈男〉

　　　昌簸あ
　　　圏あまリ
　　　園まったく
　　　　合　計

＜女〉

人　％

n　L5．9　　　　　　　■非常に
ヨマ　ら　ロ　　　　　　　　　　　ヒまあまあ

1…徽鯵購
図3　健康満足度

〈全体〉

　　　　　　　　　人　％
　　　■多F常｝こ　　　　　　　　19　13　1

　　　吻まあまあ　　　83田2
　　　圓あまリ　　　　　　　　34　23，4
　　　園まったく　　　　　　　　9　　6．2
　　　　合　計　　　　　　　　145

く男＞

　　　融董あ
　　　圏あまリ
　　　園まったく
　　　　合　　剛

く女＞

人　％

7m6　　　　　　　　■非常に
ルのりむ　　　　　　　　ロまあまあ

へ翻三帯
図4　健康不安感

〈全体＞

　　　　　　　　　人　％
　　　■多卜常に　　　　　　　　　　　26　　［7．9

　　　國まあまあ　　　　86　59．3

　　　團あまり　　　　　　　　30　20．7
　　　園まったく　　　　　　　　3　2，1
　　　　合　計　　　　　　　　145

＜男＞

　　　昌斐簑あ

　　　凹あまリ
　　　園まったく
　　　　合　計

人　％

1噛　2丘2

34　51，5

［5　22，7

3　　45

66

〈女〉

　　　昌斐禁あ

　　　【コあまり
　　　園まったく
　　　　合　融

図5　健康配慮

阿多田島住民の生活習慣・生活満足度と健康意識の関連性

人　％

7　　区8

6且　76．3

LO　l2～

2　　2～

80

人　％

8　LO．皇

5民　64．6

連6　203

4　　5．壼

79

人　％

12　巳5．2

48　608

［7　215

2　　2．5

79

　％
12　152

52　658

15　190

0　　00

79

＜食生活満足度＞

く生活溝足度〉

表4
（％）

全休 非需に満足 まあまあ あまり まったく

全体 100 30．8 5且．‘ 丑5．8 且．4

非常に満足 24．0 且4．4 8．2 耳．4 0．0

まあまあ 51．0 ：3．0 37．7 9．6 0．7

あまリ 9．6 2．1 4し1 2．7 0．7

まったく 且．4 0．0 0．0 0．7 0．0

独立性の検定　将：1％有意　＊＝5％有意
κ2検定値　27．33321635　自由度　9

P値　0．001232判定料：

歳以下は現状維持志向型の人の割合が高く，60歳

以上の人は積極的増進志向型の人の割合が高い。

4．食生活行動
1）食生活満足度

　現在の食生活に「非常に満足している」（24。％），

「まあまあ満足している」（61．0％）であり，8

割の人が食生活に満足している（図7）。食生活

満足度には性別・年齢別による差はみられない。

食生活満足度と生活満足度・健康自己評価（健康

状態）・健康満足度・健康不安感・健康配慮・健

康増進志向との間で有意な関連性が認められた

（表2・表4）。

〈全体＞

　　　　　　　　　人　％
　　　■非常に　　　　　74　50．7
　　　吻まあまあ　　　　64　43．8

　　　團あまり　　　　　　　　5　　34
　　　園まったく　　　　　　　　3　　21
　　　　合　副　　　　　　　　且46

く男＞

　　　昌蛮藍あ

　　　E］あまリ
　　　園まったく
　　　　合　計

〈女＞

人　％

34　51　5　　　　　　　　　　　　　　　■多ε常‘こ

　りねり　　　　　　　　ざまあまあ

図6　健康増進志向

〈全体＞

　　　　　　　　　人　％
　　　□非常に　　　　　35　250
　　　四まあまあ　　　8963．6
　　　團あまり　　　　　　　　［4　100
　　　園まったく　　　　　　　　Z　　l．4
　　　　合　針　　　　　　　　i40

〈勇＞

　　　昌斐禁あ

　　　国あまり
　　　園まったく
　　　　合　剛

人　％

2且　328

34　5謹【

8　125
匹　　16

64

〈女＞

　　　昌斐藍あ

　　　團あまり
　　　雨まったく
　　　　合　蹴

図7　食生活満足度

人　％

40　500
コ5　4］．8

3　　3．8

2　2～
80

人　％

M　　置84

55　72略

6　79
且　　193

76
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阿多田島住民の生活習慣・生活満足度と健康意識の関連性

田男　　　　囲女
％ 4

3

z4

16

8

o

他人が　　　　　　自分で 1人で 外責
舅 40‘ 2，監 聖．4 0
女 i78 ”．8 ■8 0

図8　タ食を中心としたタイプ

〈全体＞

　　　　　　　人　％
　　　□知っている　　　44　翫7
　　　四まあまあ　　　　49353
　　　圃知らない　　　　　　　46　33L
　　　合　計　　　　　　　139

＜男＞

　　　闘知っている
　　　四まあまあ
　　　囲知らない
　　　合　翫

人　％

M　222
20　3L7

29　460
63

＜女＞

　　　■畑っている
　　　囲まあまあ
　　　團釦らない
　　　合　融

図9　食生活知識度

％

人　％

30　395

29　38．2

皇7　22，4

76

2）食事タイプ
　食事を作ってくれる人がいて家族と共に食べて

いる人は，男性89．4％，女性32．5％であり，自分

で作って家族と共に食べている人は，男性4．5％，

女性52．5％であり，自分で作って一人で食べてい

る人は，男性3．0％，女性8．8％である。外食をし

ている人は男女とも0％であり，男性の9割近く

が食事を作ってくれる人がいて家族と共に食べる

食事のタイプであり，女性の5割以上が自分で作っ

て家族と共に食べる食事のタイプである。（図8）。

3）食生活知識度

　健康のために1日30品目以上食べることの周知

度において，「よく知っている」30．6％（男性9．6

％，女性20．5％），「まあまあ知っている」33．6％

（男性13．7％，女性19．9％），「知らない」31．5％

（男性19．9％，女性1L6％）であり，「知ってい

る」とする人は8割を占め，周知度は女性の方が

高い（図9）。

4）食生活情報源

　食生活に関する情報源は「テレビ・ラジオ・新

聞・雑誌・本」（81。5％）が圧倒的に多く，「知人」

（28．1％），「家族」（17．8％），「診療所」（12．3％），

「病院」（10．3％），「保健婦」（9．6％〉「広報紙」

■％
％ 80

70

60

50

40

30

20

10

0
テレビ 知人 家族　診療 院　保健婦広 紙その他

％ 815 28．1 178　　耳2．3 103　　96 82　　21

図10食生活に関する情報源
　　（N＝146）

％

（8．2％）であり，「保健婦」や「広報紙」は極め

て少ない（図10）。

5）食生活行動・配慮

　日常の食生活の中での気配りでは，「朝・昼・

晩3回の食事を規則正しくとるようにしている」

71。2％（男性29．5％，女性41．8％），「魚を多く食

べるようにしている」61．6％（男性26．7％，女性

34．9％〉，「おいしく楽しい食事をするように心が

けている」61．0％（男性28．8％，女性32．2％〉，

「緑黄色野菜を多くたべるようにしている」50．0

％（男性20。5％，女性29．5％〉を挙げる人が多く，

これらに次いで「腹8分目を心がけている」45．2

％（男性16。4％，女性28．8％），「海草類を多く食

べるようにしている」34．9％（男性11．6％，女性

23．3％），「動物性脂肪をできるだけとらないよう

にしている」24．0％（男性8．2％，女性15．8％）

となっている。

　食生活での気配りは，どの項目も女性の方が気

配りできている（図11）。

5．生活習慣

　睡眠時間・労働時間・生活規則・朝食・食事配

慮・間食・塩分・お酒・タバコ・運動・定期健診

の11項目の生活習慣と，性別・年齢・職業・忙し

さ・通院の有無・生活満足度・健康自己評価（健

康状態）・健康満足度・健康不安感・健康配慮・健

康増進志向との間でκ2検定を行い，有意差が認

められた項目に牌（1％有意），＊（5％有意）を示

した（表2）。

　生活習慣の「朝食」は「性別」「年齢」「忙しい」

「通院の有無」「健康自己評価」「健康増進志向」

と関連があり，「喫煙」は「性別」「職業」「忙し

さ」「通院の有無」「健康不安感」「健康配慮」と

関連があり，「朝食」と「喫煙」が最も多くの項
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阿多田島住民の生活習慣・生活満足度と健康意識の関連性

聞　男性　　囲　女性
％

40

32

24

16

8

0
1 2 3 4 5 6 7　　8　　9　　10

男性 29 26 28 20．5 16．4 H． 8．　　7．　　4。1　2．

女性 41． 34． 32． 29． 28． 23．3 且5ウ　L5．1　6。　　7『

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
　　　　図11健康のための食生活留意点
　　　　　　（N；146）

　朝・昼・晩3回の食事を規則正しくとるようにしている

　魚を多く食べるようにしている

　おいしく楽しい食事をとるようにしている

　緑黄色野菜を多く食べるようにしている

　腹8分目を心がけている

　海藻類を多く食べるようにしている

　動物性脂肪をできるだけとらないようにしている

　温めるだけのレトルト食品・冷凍食品は利用しないことに

　している

9　無農薬食品を利用するようにしている

10友人・知人を招いて食事をするようにしている

■健康だから

吻時問的理由

團知らなかっ

園その他
［コ場所が不便

　合　計

図12　定期検診を受けなかった理由

人　　％

17　32．7

置5　28．8

9　17．3

8　L5．4

3　5．8

52

院の有無」の4項目，「間食」は「性別」「忙しさ」

「健康満足度」の3項目，「お酒」は「性別」「職

業」「忙しさ」の3項目，「塩分」は「職業」「通

院の有無」の2項目，「運動」は「忙しさ」「健康

配慮」の2項目とそれぞれ関連性が認められた。

　「生活規則」は「職業」のみ関連性が認められ，

「睡眠時問」はどの項目とも関連性が認められな

かったQ

6．生活の充実度・満足度

1）親しい友人・大切にしたい人の有無

　「親しい友人（話し相手）は」との問いに，

「たくさんいる」「数人いる」と答えた人は137名

（93．8％），また，「自分には大切にしたい人が」

の問いには「たくさんいる」「数人いる」が123人

（Ll％）であった。一方で，「友人」「大切にし

たい人」が「いない・無回答」もそれぞれ9名
（6．2％），13名（8．9％）と少数ながらある。

％
60

50

40

30

20

10

　0

内容蟹難舞巽髄雛
　　　外珍聞　う1　将り　他　　　出　り　く　　　た　ッ　　　棋

図13　趣味の内訳（複数回答）

目（6項目）と関連性が認められた。

　次に「食事配慮」は「性別」「職業」「忙しさ」

「通院の有無」「健康配慮」と関連性があり，「定

期健診」は「年齢」「通院の有無」「生活満足度」

「健康不安感」「健康配慮」と関連性があり，「食

事配慮」と「定期健診」は5項目と関連性が認め

られた。

　「定期健診」の未受診者の中で，健診を受けな

かった理由で最も多かったのが「健康だから」

（32。7％〉，「時間的な都合」（28．8％），「知らな

かった」（17．3％），「その他」（15．4％），「場所が

不便」（5．8％）であり，健康だから定期健診に行

かないという人が3割以上を占めている（図12）。

　「労働時間」は「年齢」「職業」「忙しさ」「通

％

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
テ食鑛入契仕酒墓昼ラ散そ
レ事鍵浴髭事た参寝ジ歩の
ピ害茎ぱりオ他　　ノ）　　　　　ぺ　　　　　　▼

　　　　　り
図14　日常の楽しみ（複数回答）
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2）趣味の有無・日常の楽しみ

　趣味がある，と答えた人はll1名（76．0％）で，

あると答えた人にその内容を尋ねた（図13，重複

回答）。「旅行・外出」の選択率が47．7％と1番高

く，次いで「園芸や庭いじり」45。0％，「音楽を

聞く」「読書」と続く。

　日常生活で楽しみにしていることを，12項目の

中からいくつでもあげてもらった（図14）。120名

（82．1％）もの人が「テレビ」を楽しみとして挙

げている。次いで「食事」の47．9％だが，「家族

や夫婦のだんらん」「友人とのおしゃべり」と，

人と日常関わることを楽しみにしているという人

も43．2％，42．6％と多かった。

3）活動・自立への志向

　仕事の他に，家の中で個人が担う役割について

尋ねた。「家でいつも決まっている仕事がある」

と答えた人は95名（65．1％），「特にない」という

人は41名（28．1％）だった。

　また，「何もすることがないより忙しくしてい

たい」と思っている人が98名（76．0％）と，「思

わない」8．9％，「どちらともいえない」17．8％を

上回っていた。

　自立志向と健康意識との関連をみるための「自

分の事は人の世話にならず，なるべく自分でした

いと思うか」との問いには，「思う」人が67．1％，

「思わない」が8．9％であった。

4）コーヒーを飲む習慣・集まって談笑する習慣

　の有無
　「集まってコーヒーを飲んだり，話をしたりす

ることがあるか」との問いには，「1日1回」が

47名（32．2％）と多く，「2～3日に1回40名

（27．4％）が続いた。「ない」「無回答」は45名

（30．8％）だったが，「1日2回以上ある」も9．6

％あり，全体として「ある」という人が69．2％に

ものぼった。また，この習慣は男女や年齢に関係

なくみられた。

5）自分自身の満足感

　「自分に満足している」と答えた人は62名
（42．5％）で，「どちらともいえない」（27．4％）

「あまり満足していない」（25．3％）という消極

的な回答を上回った。

　また，自分に満足していると答えた人に，島の

暮らしに満足している者の割合が高い傾向を示し

ψ〈0．01），有意差がみられた。暮らしの満足感，

自分自身の満足感は島での居住の長さとそれぞれ

ψ＜0．01，ヵ＜0．05）関連がみられた。

く健康増進志向＞

表5　生活満足度と健康増進志向

〈島の暮らしの満足度＞ （％）

全体 非常に

　　潮足

まあまあ

　満足

あまり満

足でない

全く満足

でない

無回答

全体 量00 30．8 51．4 i5．8 L4 o．7

今より健康に 5α7 旦5，1 25．3 9．6 0．7 o　o

今の状鰻を保つ 43．8 【5【 24．7 ¢1 0．0 0．0

積極的に考えない 34 0．0 監．4 L4 0．τ 00

どうでもいい a　l 07 0．0 0．7 O　O 0．7

！値　21．84939439　自由度　9

P値　0．009369判定　＊＊：1％有意

表6　健康意識と生活満足関連項目との関連

聾康自己評価 健康甫足度 健康不安感 健康への配慮 健康の志向

友人の有無 宰宰 寧 ＊宰

大切な人の有無 宰 宰宰

趣味の有無

仕事の有無 事宰 率

穎の仕事の有無 寧

主観的な忙しさ 牢寧 宰率 零

忙しくしたい方か（活動志向） ＊＊

自分でしたい方か（自立志向） 宰 ＊＊

暮らしの満足屈 ＊拳 ＊宰

自分の溝足感 串 寧寧

＊＊：ρ〈0．01で有意な相関性あり

＊＝ヵ＜0．05で有意な相関性あり

6）健康意識と生活の満足度の関連

　島の人々の健康意識と，おもに上記で述べた生

活の充実感や満足感との項目の間でクロス集計し，

カイニ乗検定で表した（表5）。他も同様に行い，

まとめたものが表6である。

■考察

1．健康意識と生活習慣の関連性について

1）健康意識と生活習慣

　「健康自己評価」「健康満足度」「健康不安」

「健康配慮」「健康増進志向」は性別による差は

みられず，「健康自己評価」においては年齢と関

連性があり，「健康自己評価」「健康満足度」「健

康不安感」「健康増進志向」は通院の有無と関連

性があることから，健康に対する意識は性別や年

齢よりもむしろ通院の有無と関連性があることが

分かった。

　健康意識と生活習慣との関連性をみると，「健

康自己評価」「健康満足度」「健康増進志向」は生

活習慣の1項目と，「健康不安」は生活習慣の2
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項目（喫煙・定期健診）と関連性があり，最も関

連性があったのは「健康配慮」と生活習慣の4項

目（食事配慮・喫煙・運動・定期健診）であった。

すなわち，健康に配慮している人は食事だけでな

く，日常生活においても気を配っていることが分

かったQ

　また，生活習慣は「性別」「年齢」特に「職業」

「忙しさ」「通院の有無」と強く結びついており，

「性別」は生活習慣の5項目，「年齢」は生活習

慣の3項目，「職業」は生活習慣の6項目，「忙し

さ」は生活習慣の7項目，「通院の有無」は生活

習慣の6項目と関連性が認められ，職業・日常生

活の忙しさ・通院の有無によって健康習慣は影響

されることが考えられる。深井らの研究において

も，生活習慣の「朝食摂取」と「定期健診」は

「年齢」と関連があることを示唆しており，本研

究でも高齢者ほど朝食をきちんと摂取して，また

定期的に健診を受けていることが分かり同じ結果

が得られた。

　保健福祉動向調査においても，運動をしていな

い者についてその理由をみると，「時間に余裕が

ないから」が46．796を占めており，本研究でも

「運動」は「忙しさ」と関連があり，日常生活に

おいて時間に余裕のある人程，積極的に運動して

いることが分かり，同様の結果が得られた。

2）食生活行動

　健康意識と食生活満足度との関連をみると，健

康意識の全ての項目「健康自己評価」「健康満足

度」「健康不安感」「健康配慮」「健康増進志向」

と「食生活満足度」との間に関連性が認められ，

相互に強く結びついていることが分かった。この

ことから，自分の健康に満足している人は，食生

活においても満足していると考えられる。

　また，健康のために1日30品目以上食べること

の周知度において「知っている」とする人の割合

が女性の方が多く，食事に対する配慮も女性の方

ができていることから，男性は家庭婦人任せといっ

た意識が高いのではないかと思われる。

　保健福祉動向調査で，健康に関する情報につい

て，人々がどこから収集しているかをみると，

「テレビ」が73．0％で最も多く，次いで「新聞」

43．6％，「一般雑誌」23．4％の順になっている9）。

本研究においても，食生活に関する情報を「テレ

ビ・ラジオ・新聞・雑誌・本」から収集している

人が81．5％と圧倒的に多く，健康・食生活に関す

る情報を大部分の人がテレビや新聞というマスコ

ミから収集していることが分かった。食生活に関

する情報源が「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・本」

が圧倒的に多かったことから，テレビや新聞とい

うマスコミに偏りがちな食生活知識源を「保健婦」

や「県や市町村の公報紙やパンフレット」等のよ

うな県や市町村の活用にまで広げられるような工

夫が必要だと思われる。地域社会の援助を得て住

民が主体的に正しい知識を習得し，好ましい生活

習慣を獲得し，行動を変容させる援助が必要であ

る。

　最後に人々の生活習慣や食生活行動を考える時

忘れてはならないことは，好ましい健康習慣の獲

得には個人の主体的な選択および意志が関与して

いること10），日常での生活行動は健康に関与する

ものばかりでなく，個人の習慣化した行動は各々

複雑に関与し合っているため，好ましい保健行動

の獲得のために個人の属性だけでなく個人を取り

巻く社会的因子や地域的因子等総合的に考えてい

く必要がある。

2．健康意識と生活満足度について

1）島の人々の健康意識について

　現在の自分の健康については，通院している人

が4割いるにもかかわらず，非常に健康，まあま

あ健康だと評価している人は8割にのぼり，健康

に対する満足度についても，非常に満足，まあま

あ満足だと答えた人は7割以上みられた。島の人々

は，比較的自分は健康だと感じており，健康にも

気を配って生活している。さらに，今よりも健康

でありたいと願う人は5割に達し，人々の健康へ

の意識が高いことがわかる。

　生活満足感との関連は，生活の満足感が高い人

に健康に満足している人の割合が高いと考えてい

たが，今回健康満足との関連はみられなかった。

しかし，生活への満足感が強い人に健康に配慮し

たい，もっと健康でありたいとの傾向はあった。

生活満足度が健康意識と深くぬすびついていると

はいえる。また，暮らしの中のどんな点で人々が

満足感を得ているのか，島ならではの視点で探っ

ていく必要がある。

2）社会的なつながりと健康意識

　独居や夫婦のみの世帯が多い，地域の人々との

接触が少ないといった都市型の様相とは異なり11），

島の人々が家族に囲まれ，人との関わり合いをもっ

て生き生きと生活している様子がうかがえた。趣

味のなかでも園芸，外出や旅行などの選択率が高
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かったのは，家の外で活発に行動することに生き

がいを見つけているからだろう。毎日の楽しみと

して墓参りをあげた人の割合は17．8％だった。人々

が，家の外に出る機会をもっていることは分かっ

たが，自分の足で，どのくらいの行動範囲をもっ

ているのかが分かれば，それが運動とのつながり

を持ち，健康と，外出したり墓参りの習慣などの

関連がはっきりしたのではないだろうか。

　また，友人や近所の人々との付き合いの場になっ

ているのが，コーヒーを集まって飲む習慣である。

この習慣が，島になじんだり，島の暮らしへの満

足感と関連があるのではと予想していた。しかし

それらとの関連は見られず，集まる機会がある，

と答えた人は友人がいる，大切にしたい人がい

る，と答えている傾向があった（どちらも1％

で有意）。ゆえに，本当の気の合った仲間どうし，

近所の人や，家族で続いている習慣だといえる。

　健康との関連では，島の人々は友人や家族に囲

まれて充実した生活を送る人程，健康に関心をも

ち，より健康な生活を、と考えている。友人との

語らいを大切にし，人との関わりを楽しみにする

人が多い阿多田島の人々は，集まってコーヒーを

飲む，という良いきっかけを持っている。

3）自分の役割と健康意識

　仕事をもっていると答えた人は，健康の自己評

価が高い。健康というのはどんな状態かと考えた

ときに，仕事を続けられる自分の状態が健康であ

ると感じているのだろう。また，毎日が忙しいと

いう人に，健康不安の関連があり，充実して過ご

す人は全く健康への不安がないわけでなく，むし

ろ健康を意識した毎日を送っているといえる。仕

事をするという事は，動作といった身体面でも，

判断・忍耐などの精神面，対人関係といった社会

生活のあらゆる面の充実が求められている。総務

庁が60歳以上を対象にした「高齢者の健康に関す

る意識調査」では，生きがいを感じるときは，仕

事に打ち込んでいる時だと，とする人が多く，ま

た高齢になるほど仕事から離れるケースが多いた

め，生きがいも低くなる。阿多田島の人は60歳以

上であっても半数の人が仕事をもっている。高齢

になっても仕事を続けることができる環境は，健

康な生活や生きがいにも必要であろう。

　仕事をもっている，という項目の他に，今回

「家での仕事があるか」との質問を加えたのは，

家の中で何らかの役割を持つことが，毎日の充実

に関連していると考えたからだ。夫婦，家の中で，

自分の果たす役割があるということに，自分の存

在の大切さを見いだすことができるのではないだ

ろうか。3世代家族では，高齢者も子供や孫の世

話をしたり家事を行なうことで，家でも重要な働

き手としての役割を担っている。また，家族に対

して何らかの役割を果たす事で，家族の健康を，

そして自分の健康を思いやった行動を心がけるの

ではないか。今回の家の仕事をもっている，と答

えた人に健康への配慮をしようという意識がはた

らいたという結果がそれを表していると考えられ

る。

4）価値観と健康意識

　できるだけ自分でできることは自分でしたいと

考えることが，より健康に気をつけよう，さらに

健康でありたいという意識に結びついていた。で

きるだけ自分の力で，働きたいという人々の考え

は，「島の高齢者は入院してもねたきりになるこ

とがない」という診療所の看護婦の言葉を裏付け

ているのではないか。

　また，今回，毎日忙しく充実して過ごしたいと

感じている人に，健康にも気をつけようという結

果がみられ，健康と個々人の意識が結びついてい

ると分かった。実際に，健康に気をつけていると

答えた人が何らかの保健行動をとっているかどう

かは現時点では明らかではない。しかし，健康へ

の関心を高めてもらうことを目的とするような健

康教育などでは，人々の暮らしの中からはたらき

かけることが大切だといえるだろう。
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資料1

A．お答えは，各質問のあてはまるものに1つOをつけてください。

　（1〉　あなたの性別は

　　　　1　男　　　2　女
　（2）　あなたの年齢は。

　　　　～49歳以下　50～59歳　60～69歳　70～79歳　80歳以上

　（3）あなたの世帯は，次のどれにあたりますか。

　　　　1　1人世帯　　　　　　　　　　4　3世代世帯（親と子と孫）以上

　　　　2　1世代世帯（夫婦のみ）　　　5　その他

　　　　3　2世代世帯（親と子）

　（4）あなたの職業は，次の中のどれにあたりますか。

　　　　1　仕事をしていない　　3　販売・サービス業　　5　自営業

　　　　2　農林漁業者　　　　　4　事務・技術職　　　　6　その他

　（5）　阿多田島に住んで何年になりますか。

　　　　5年未満　　5年から10年　　10年から20年　　20年以上

　（6）あなたは，今の自分の健康についてどう思いますか。

　　　　1　非常に健康　　　　　　　　　3　あまり健康でない

　　　　2　まあまあ健康　　　　　　　　4　健康でない

　（7）あなたは，今の自分の健康に満足していますか。

　　　　1　非常に満足している　　　　　3　あまり満足していない

　　　　2　まあまあ満足している　　　　4　まったく満足していない

　（8）あなたは，今の健康に不安を感じていますか。

　　　　1　かなり感じている　　　　　3　あまり感じていない

　　　　2　いくらかは感じている　　　　4　まったく感じていない

　（9）あなたは，日頃から健康に気をつけていますか。

　　　　1　非常に気をつけている　　　3　あまり気をつけていない

　　　　2　まあまあ気をつけている　　　4　まったく気をつけていない

　（10）あなたは，これから自分の健康をどのようにしたいと思いますか。

　　　　1　今より少しでも良くしたい　　3　積極的に考えたことがない

　　　　2　今の状態を保ちたい　　　　　4　健康などはどうでもいい

　（11）　現在の阿多田島の暮らしに

　　　　1　非常に満足している　　　　　3　あまり満足していない

　　　　2　まあまあ満足している　　　　4　まったく満足していない

　（12）あなたは，いま通院して

　　　　1　いる　　　　　　2　いない

　（13）少しでも具合が悪いと感じたら，病院・診療所に行きますか。

　　　　1　行く　　　2　時々行く　　　3　行かない
　（14）　あなたはいそがしい方ですか。

　　　　1　いそがしい方　　　2　ふつう　　　3　ひまな方

B．お答えは，各質問のあてはまるものに1つOをつけてください。

　（15）（16）はいくつでもお選びください。

　（1）睡眠時間はどのくらいですか。

　　　　9時間以上　　8時間　　7時問　　6時間　　5時問以下
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（2）労働時問（家事・畑仕事も含む）はどのくらいですか。

　　　6時間以下　　7時間　　8時間　　9時間　　10時間　　11時間以上

（3）毎日の生活は規則正しいですか。

　　　1　規則正しい　　　2　規則正しくない

（4）朝食はどうですか。

　　　1　毎日食べる　　　2　時々食べる　　　3　食べない

（5）ふだん，食事の内容に気をつけていますか。

　　　1　気をつけている　　　　　　3　気をつけていない

　　　2　少しは気をつけている

（6）間食はしますか。

　　　1　ほとんどしない　　　2　時々する　　　3　ほぼ毎日する

（7）塩分の取りすぎに注意していますか。

　　　1　いつも注意している　　2　時々注意している　　3　注意しない

（8）お酒は飲みますか。

　　　1　飲まない　　　　2　時々飲む　　　　3　ほぼ毎日飲む

（9）　タバコはすいますか。

　　　1　すわない　　　　2　すう

（10）定期的に運動していますか。

　　　1　する　　　　　2　しない
（11）　昨年，健診を受けましたか。

　　　1　受けた　　　　　2　受けなかった

　　受けなかった方にお聞きします。　受けなかった理由を教えてください。

　　　1　時間的な都合　　3　知らなかった・忘れていた

　　　2　場所が不便　　　4　健康だから　　　　　　　　　5　その他

（12）あなたは，現在，ご自分の食生活に満足していますか。

　　　1　非常に満足している　　　　　3　あまり満足していない

　　　2　まあまあ満足している　　　　4　まったく満足していない

（13）夕食を中心としたあなたの食事のタイプはどれですか。

　　　1　食事を作ってくれる人がいて，家族と共に食べている

　　　2　自分で作って，家族と共に食べている

　　　3　自分で作って，1人で食べている

　　　4　主に外食に頼っている

（14）健康のため，「1日30品目以上の食品をとるように」とよく言われていますが，あなたは

　　　そのことを知っていますか。

　　　1　よく知っている

　　　2　まあまあ知っている

　　　3　知らない

（15）ふだん，食生活に関する知識や情報をどこから手に入れられますか。

　　次の中からいくつでもお選びください。

　　　1　診療所　　　　　　　　　　　　　　　5　保健婦や栄養士

　　　2　病院　　　　　　　　　　　　　　　　6　知人・近所の人

　　　3　県や市町村の広報紙やパンフレット　　7　家族

　　　4　テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・本　　　　8　その他（　　　　　）

一19一



阿多田島住民の生活習慣・生活満足度と健康意識の関連性

（16） ふだん，あなたがご自分の食生活の中で実際にしていることはどんなことでしょうか。

次の中から，いくつでもお選びください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

おいしく楽しい食事をするように心がけている

友人・知人を招いて食事をするようにしている

無農薬食品を利用するようにしている

温めるだけのレトルト食品・冷凍食品は利用しないようにしている

朝・昼・晩3回の食事を規則正しくとるようにしている

腹8分目を心がけている

動物性脂肪をできるだけとらないようにしている

海藻類を多く食べるようにしている

緑黄色野菜を多く食べるようにしている

魚を多く食べるようにしている

C．あなたの毎日の生活についてお聞きします。

　あてはまる番号にOをつけてください。

　（1）親しい友人（話し相手）が

　　　　1　たくさんいる　　　2　数人いる　　　3　いない

　（2）家の中でいつも決まってしている仕事（家事・孫の世話など）はありますか。

　　　　1　ある　　　2　特にない

　（3）　自分には大切にしたい人が

　　　　1　たくさんいる　　　2　数人いる　　　3　いない

　（4）　あなたは現在の自分自身に満足していますか。

　　　　1　満足している　　　　　　　3　どちらともいえない

　　　　2　あまり満足していない

　（5）集まってコーヒーを飲んだり，話をしたりすることが

　　　　1　1日に2回以上ある　　　　3　2～3日に1回

　　　　2　1日に1回　　　　　　　4　ない
　（6）自分の事は，人の世話にならず，なるべく自分でしたいと

　　　　1　思う　　　　2　思わない　　　3　どちらともいえない

　（7）何もすることがないより，忙しくしていたいと

　　　　1　思う　　　　2　思わない　　　3　どちらともいえない

　（8）何か趣味はありますか。

　　　　1　ある　　　2　特にない

　　　　趣味があると答えた人は，下の中からあてはまるものいくつでもOをつけてください。

　　　　1　読書　　　　　　　5　俳句　　　　　　9　園芸や庭いじり

　　　　2　音楽を聴く　　　　6　囲碁や将棋　　　10　旅行や外出

　　　　3　カラオケやうた　　7　スポーツ　　　11その他

　　　　4　手芸　　　　　　　8　おどり

　（9）　日常生活で楽しみにしているのは何ですか。

　　　　いくつでもOをつけてください。

　　　　1　テレビ　　　5　酒やタバコ　　　9　友人とのおしゃべり

　　　　2　ラジオ　　　6　昼寝　　　　　　10家族や夫婦のだんらん

　　　　3　入浴　　　　7　散歩　　　　　　11仕事

　　　　4　食事　　　　8　お墓まいり　　　12その他

ご協力まことに有難うございました。
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