
 

 

 

 

 

令和４年度ウォーキング推進事業について 

長期化するコロナ禍の中、外出控えによる運動不足に伴う健康状態の悪化を防止すると

ともに、日頃の運動習慣を身につけることを目的に実施します。 

 

１ 富岡製糸場開場 150 周年記念企画「健康チャレンジ！1 日 8,000 歩ウォーキング」 

◎内容 

群馬県公式アプリ「Ｇ-ＷＡＬＫ+」内で、18 歳以上の富岡市内在住・在勤・在学者を

対象にウォーキングイベントを実施します。 

チャレンジ期間中に 100 万歩以上を達成した人の中から、抽選で 150 人に富岡市にち

なんだ景品（総額 100 万円分）が当たります。（詳細は別添チラシをご覧ください。） 
 

◎チャレンジ期間 令和 4 年 9 月 1 日（木）～令和 5 年 2 月 28 日（火） 

※8 月 22 日（月）から 12 月 31 日（土）までにイベントエントリーが必要になります。 

 

２ とみおかを歩こう「ウォーキングスタンプラリー」 

◎内容 

小学生以上の富岡市民を対象に、市内 11 のウォーキングコースを歩き、スタンプを集

めて応募するウォーキングイベントを実施します。期間中にスタンプを 5 個以上集めて応

募した人の中から、抽選で 1,500 人に総額 315 万円分のポイントを「ふれ愛カード」に付

与します。スタンプの数が多いほど、当選確率が上がります。（詳細は別添応募用紙をご

覧ください。） 
 

◎実施期間 令和 4 年 9 月 1 日（木）～11 月 30 日（水） 
 

◎応募用紙（スタンプ用紙） 

 9 月に各世帯に 1 枚配布するほか、各ウォーキングコース出発地に用意してあります。 

 

 

 

報道解禁日設定 

（ 有 ・ 無 ） 

令和 4 年 8 月 22 日 

健康福祉部健康推進課 
健康推進係 
TEL:0274-64-1901 



富岡製糸場 開業150周年 記念企画

～ 健康チャレンジ！ めざせ1日8,000歩 ～

チャレンジ期間

令和4年9月 1日 (木)

令和5年2月28日 (火)
【イベントエントリー(参加申し込み)期間】

8月22日(月)～12月31日(土)

参加対象者

スマートフォンを持っている

18歳以上の市内在住・在勤・在学者

イベント内容

チャレンジ期間中に100万歩を達成すると、

富岡製糸場開業150周年を記念して、

抽選で150人に総額100万円分の富岡産の

賞品が当たります。

なぜ1日8000歩？

週5日8,000歩を歩くと

半年間で100万歩を達成します。

【効果の目安】

1日5,000歩で認知症予防

1日8,000歩で生活習慣病予防

1日10,000歩でメタボ予防

エントリー(参加)方法

150万歩・200万歩
を達成すると、
当選確率が上がります

㊟体力に合わせて
歩きましょう

参加

無料

G-WALK+のイベントページから、イベントの二次元コードを読み込むと参加できます。

G-WALK+を
ダウンロード

初期設定の居住地域
は富岡を選択

ホーム画面下部
ミッション

ミッションの
イベント参加

①

③
④

チケット獲得しました

イベント参加に、
この表示が出たら
エントリー完了！

⑦

⑥イベント参加
画面で、この二次
元コードを読取

イベント参加ミッション

初期設定
イベント参加

イベント参加

【問合せ先】富岡市保健センター☎0274-64-1901

②
100万歩を
達成すると…

3月上旬に
抽選のお知らせが届きます！
抽選の応募についての詳細は

広報２月号で確認を!!

該当する
イベントを選択

※下記の方法で申し込みが必要です。

決められたコースはありません。
富岡市外を歩いてもOKです！

当選者の発表は
賞品の発送をもって

代えさせていただきます

8月22日から
読み取り可能

⑤



『ウォーキングイベント』 追加情報

について

群馬にお住いの人の健康づくりをサポートする群馬県公式アプリです。

スマートフォンを持ち歩くだけで歩数を自動で記録し、毎日の体重や血圧を記録して、グラ

フで見ることもできます。また、自宅で取り組めるエクササイズ動画の配信やバーチャル

ウォーキングなども体験できます。

毎日の健康づくりの取組み（歩数や体重等の入力など）で、

「健康ポイント」が貯まり、貯まったポイントは抽選で特典と

交換できます。

詳しくは左記の二次元コード読み取るか、富岡市のホームページ

をご覧ください。

お知らせ

G-WALK+を使った 『ウォーキング教室』 のお知らせ

G-WALK+アプリのインストールからイベントエントリー(参加申し込み)までの

お手伝いと、効果的なウォーキング方法をお伝えします。

９月からの「ウォーキングイベント」に向けて、ぜひご参加ください！

日 時 令和4年8月23日(火) 10:00～11:30（受付は9:45から）

会 場 Yokowoシルクアリーナ富岡（市民体育館）剣道場(2階)

対象者 18歳以上でスマートフォンを持っている

富岡市在住の人 【先着30人】

持ち物 スマートフォン・室内運動靴・飲み物・タオル

（スマートフォンを持ってウォーキングができる服装でお越しください）

申込み方法 保健センターに電話(☎0274-64-1901)でお申込みください。

申込みの受付は、8月8日(月)9時からになります。

講 師 【健康運動指導士】田中 智恵 先生

※アプリのインストール方法は、保健センター職員が説明します。

「Ｇ-ＷＡＬＫ+」の
詳細はこちら

個人情報の取扱いについて
富岡市では、このウォーキングイベントに際し、利用者のプライバシーの保護に配慮し、個人情報の収集・利用・管理については

「富岡市個人情報保護条例」に基づき適性な管理に努めます。
抽選応募の際に提供を受けた個人情報はこのイベント内で利用します。富岡市個人情報保護条例に定められた場合を除き、個人

情報を利用者の同意なく明示した収集目的以外で利用・提供することはございません。



とみおかを歩こう

スタンプを集めて賞品をゲット

【開催期間】

2022.９.1(木)▶ 2022.11.30(水)
応募期間：2022年9月1日(木)～2022年12月2日(金)

参加方法

①期間中、『富岡市ウォーキングマップ』に
掲載されているウォーキングコースを歩き、
応募用紙（裏面）にスタンプを押します。

②11コースのうち5コース以上のスタンプを
集め、必要事項を記入します。

③応募期間内に、来所または郵送で
応募用紙を富岡市保健センターまでご提出ください。

＊ 郵送で応募する場合は、封筒に入れ、切手を貼ってポストに投函してください。

④抽選で『ふれ愛ポイント』をプレゼント（詳細は裏面をご覧ください）

㊟ 同一コースの押印が複数ある場合は、1コース分の押印としてカウントします。

㊟ 応募用紙が足りない場合は、用紙を印刷の上、ご利用ください。富岡市のホームページからも
ダウンロードできます。また、市役所や公民館、富岡市保健センターで配布も行っています。

㊟ 応募期間を過ぎてからの提出は、無効となります。郵送の場合は、消印有効です。

㊟ 小学生未満の人は、ふれ愛カードの発行ができないため、応募できません。

抽選について

・応募期間終了後、抽選を行います。当選者には、郵便でお知らせします。

・当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

応募できる人

小学生以上の
富岡市民
※1人1回まで。

富岡市保健センター
（住所）〒370-2316 富岡市富岡1347-1

（電話）0274-64-1901
応募・問合せ先

『大塩湖管理棟』出発コース（3.0ｋｍ） 『小野公民館』出発コース（2.8ｋｍ）

『吉田公民館』出発コース（5.5ｋｍ） 『丹生湖管理棟』出発コース（3.0ｋｍ）

『妙義中央公民館』出発コース（4.2ｋｍ）
【ウォーキングマップ設置場所】

・ウォーキングコースの出発地 (上州富岡駅は除く)

・富岡市役所

・公民館

・あい愛プラザ

・富岡市保健センター

※富岡市のホームページからダウンロードも可

コロナに負けない！新しい生活様式で健康づくり

新型コロナウイルス感染症の予防のため、外出を控えると運動不足やストレスから、

身体と心の健康に悪影響をきたす可能性があります。

適度な運動は、「自己免疫力の向上」「ストレス解消」「生活習慣病の予防・改善」

「体力の維持・向上」「認知症予防」など様々な効果が期待されます。

ウォーキングは、子供から高齢者まで誰でも手軽にできる運動です。少人数で行い、

すれ違うときは距離をとるなど、人との間隔をとりながら行いましょう。

【発行】富岡市保健センター ☎ (0274)64-1901
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スタンプ数が多い
ほど、当選確率が
上がります。

最寄りの
愛タク停留所

吉田公民館
（No.242）

最寄りの
愛タク停留所

丹生湖管理棟
（No.259）

最寄りの
愛タク停留所

大塩公会堂
（No.198）

最寄りの
愛タク停留所

小野公民館
（No.233）

とみおか ふれ愛カード
に最大1万円分の
ポイントが抽選で付与
されます。

最寄りの愛タク停留所

妙義中央公民館（No.270）

大塩公会堂から
大塩湖までは、
距離があります。

マップは、入口(玄関)付近や
受付などに置いてあります。

NEW

今年度から
新しくなりました！



スタンプを５つ以上集めて、
応募しよう！

【とみおかふれ愛カードについて】

富岡市内のふれ愛カード加盟店でお使いいただける
プリペイドカードの機能を備えた
ポイントカードです。
当選した人のうち、カードを
持っていない人にはカードを
発行いたします。

【住 所】〒 － 富岡市

【氏 名】 【生年月日】 年 月 日（ 歳）

【保護者氏名】

【電話番号】

【ふれ愛カードの有無】 持っている ・ 持っていない

応募前に必ずご記入ください。㊟記入漏れがあると、当選無効になる場合があります。

富岡を
歩く

WALKING MAP
富岡市ウォーキングマップ
〈市内11コースのご案内〉

『七日市公民館』出発コース（3.5ｋｍ） 『上州富岡駅』出発コース（2.3ｋｍ）

『東富岡公民館』出発コース（2.7ｋｍ） 『Yokowoシルクアリーナ富岡』出発コース（2.45km)

『一ノ宮公民館』出発コース（2.3ｋｍ） 『高瀬公民館』出発コース（3.5ｋｍ）

各コースの地図（拡大版）は、
出発地点にあります。
㊟上州富岡駅に地図はありません。
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「とみおかふれ愛カード」に、
下記の金額相当のふれあい
ポイントを抽選で付与します。

・１万円分 ： ５０人

・５千円分 ： １５０人

・３千円分 ： ３００人

・１千円分 ：１０００人

賞品について

フリガナ

スタンプ スタンプがある場所

【高瀬公民館出発コース】
上高瀬公会堂の東屋内

【大塩湖管理棟出発コース】
大塩湖見晴台入口の近くに
ある東屋内

【小野公民館出発コース】

相野田集落センターの
駐輪場

【吉田公民館出発コース】

南蛇井公会堂の玄関付近

【丹生湖管理棟出発コース】

丹生湖沿いにある菖蒲園の
木道の東屋内

【妙義中央公民館出発コース】

妙義総合体育館の入口付近

スタンプ スタンプがある場所

【七日市公民館出発コース】

高瀬神社境内にある
桐渕集会場の玄関付近

【上州富岡駅出発コース】

お富ちゃん家の入口付近

【東富岡公民館出発コース】

ウイングプラザ（勤労青少
年ホーム）入口付近

【一ノ宮公民館出発コース】

貫前神社東側にある
社会教育館の門

右のページに掲載されている
コースを歩いて、枠の中に
スタンプを押しましょう。 最寄りの

愛タク停留所

七日市公民館
（No.10）

最寄りの
愛タク停留所

上州富岡駅
（No.83）

上州富岡駅東側
の無料駐車場を
ご利用ください。

最寄りの
愛タク停留所

一ノ宮体育館
（No.144）

最寄りの
愛タク停留所

東富岡公民館
（No.98）

最寄りの
愛タク停留所

市民体育館
（No.121）

最寄りの
愛タク停留所

高瀬公民館
（No.169）

七日市

東富岡

一ノ宮

高瀬

小野

丹生

富岡

黒岩

額部

吉田

妙義

地図は、あい愛
プラザの出入口
(北側)にあります

応募用紙

㊟ふれ愛カードを持っていない人へ
カード発行にあたり、ご記入いただいた個人情報を、ふれ愛カードを運営する富岡市商店街サービス事業協同組合
（以下「組合」という。）に提供する必要があります。この個人情報は厳重に管理し、第三者に提供することはあり
ません。当選した場合、この応募により、市が組合にあなたの個人情報を提供することに同意したものとみなします。
また、小学生・中学生のふれ愛カードの入会申し込みには保護者の同意が必要となります。

※応募者が中学生以下の場合のみ記入

署名がある場合、ふれ愛カード入会申し込みに同意したものとみなします。

※本応募用紙の提出をもって、当選した場合、ふれ愛カード
入会申し込みに同意したものとみなします。

╲╲ NEW ╱╱

今年度から新しくなりました！

【Yokowoシルクアリーナ富岡出発コース】

Yokowoシルクスタジアム（野球場）

西側にある公園の東屋内
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