健康管理士インタビュー「活動の現場」 …………………………松本 久美子さん（熊本県）

熊本発！食の職業訓練施設を経営して20年。
「お客様に喜ばれる食と健康のプロを育成したい」
今回ご紹介するのは、食産業に従事する人材の育成を目的とした職業訓練施設を経営していらっしゃる松本久美子さんです。

Ｑ．健康管理士の資格に興味を持ったきっ
かけ、選んだ理由を教えて下さい。
もともとは歯科衛生士の国家資格を持ち
就業していましたが、10代の頃の個人的な
食に関する興味から始まり、20代には職業
柄患者様や地域の学校などで食生活指導
をすることも多く、
その後結婚・出産・子育て
を通じて、
「 食は心と体の健康の基本であ
る」
となお一層実感するようになりました。そ
のような中、
「 食」
についてより自由に社会に
発信できる仕事にシフトチェンジする意思を
固め、社会への発信は「女性と店舗関係
者」からと考え、
カルチャー、食育推進者で
あるパン食コーディネーター養成、製菓製パ
ンの職業訓練施設を開校し、現在に至って
います。

また、季 節 の 変
わり目や体調が悪く
なる時 期などには、
予防的にアドバイス
ができたり、授業以
外にも普段の会話
の中で細 かなアド
バイスができるよう
になりました。春は
〈講義の様子〉 訓練生の入学時の
心と体のバランスを取ったり、急に変化した
生活習慣に対応するために家庭の生活環
境を整える必要も有りますが、昨年の「ほす
ぴ・気象と健康〜春の健康〜」
を活用して
気候と自律神経の働きと食について話した
り、
インフルエンザの蔓延する冬には「ほす
ぴ〜冬の健康〜」が役立ち、気候と体調の
自己管理を科学的に説明することができま
した。結果、今期の卒業生の80％近くが無
欠席で卒業でき、就業後の体調管理もでき
ているようです。
また、家族の健康管理もで
きるようになったと喜ばれました。その為か、
〈実習訓練の様子〉
訓練生の信頼が深まっているのを実感して
います。寄せ書きにも
「実家の母のような存
食に関しては多くを伝える必要があり、以
在でした。パンを作ることだけでなく、
とても
前から幅広く知識を吸収するように努めて
プロとして健康
いましたので、
ある程度の知識はありますが、 中身の濃い時間を過ごし、
とあります。
限界を感じていたのも事実です。そのため、 管理の大切さも学びました…」
エンドレスでなおかつ、
より深く信頼性の高
Ｑ．食産業で活躍できる人材を育成してい
い内容が学べ、
さらに学んだ事を社会に還
元するにあたっての資格を探していました。 く上で、気を付けていることや必要だと思わ
れる心構えなどを教えてください。
「医療、栄養、食、運動、健康などの学びと
卒業生の進路は、食産業（パン店・カフ
資格」
という贅沢な要求のため、
なかなか希
ェ・レストラン・医療関係の調理部門・会社
望するものに出会えず、やっと見つけたの
の商品開発部）への就職や起業の場合も
が健康管理士でした。
あります。食産業の仕事の理念は「社会の
人々の健康の維持及び増進に寄与するこ
Ｑ．健康管理士の資格を取得されて、
どの
と」
です。食品を商品として提供するだけで
ように活用していますか？ また、
どのような
手応えがありましたか？
食産業に従事する人材を育成する職業
訓練やカルチャーを20年以上運営していま
すが、講義の中で、健康管理士の学習で得
た知識が非常に役立っています。
カリキュラ
ムとして組み入れることまではできなくても、
訓練生が理解を深めるために補足として活
用しています。補足といいましても、教科書
で学ぶ学科以外に話す内容が、訓練生は
とても興味深い様です。例えば栄養学時に、
生活習慣病の話から予防、食生活、運動に
ついて話を深めていくと、訓練生自身の体
調と重なり興味深く聞いてもらえます。
2 健康管理士ニュース／第120号（平成28年5月号）

なく、お客様の立場に立って、健康管理に
必要と思われる幅広い知識や情報を発信
し、喜ばれる人材であるようにと常に言い続
けています。今後も継続して情報を発信し、
健康の幅広い知識や情報を伝える担い手
の育成に努めます。
また、伝える側としては常に最新情報を
仕入れる必要があると感じています。その
手段として
「ほすぴ」や「健康管理士ニュー
ス」
もさることながら、
「メルマガ」の情報も短
い文章でタイムリーな話なので捨てがたくそ
ちらも保管し活用しています。
メルマガは、
実は情報の宝庫だと感じています。
Ｑ．健康に暮らすために、
ご自身のライフスタ
イルで気を付けていることを教えてください。
自分自身に関して、
うまく健康管理できて
いるかと考えてみますと、
もちろん年齢によ
る老化の影響が、健康診断では数値として
明確に出てきます。
それでも気候による体調
の予測、体の小さな変化を見逃さない、今
後起こり得る病気を予測するなどして「予
防」
を心がけています。定期的な健康診断
や自律神経の安定を心がけ、1日１万歩のウ
ォーキング、早めの就寝、3食の食事バラン
スと基本的なことを実行し、宿泊する時も2
時間程度散策を楽しんでいます。
Ｑ．健康管理士として、今後はどのような方
向性で活動をしていきたいとお考えですか。
パン製造を指導するだけでなく、食と健康
に関する理念に大きな特徴を持ち、独特な
事業スタイルで運営していますが、
「パン・菓
子科職業訓練指導員」
「 製パン技能士特
級」
「キャリアコンサルタント2級」
という国家
資格も持ち、国の「ものづくりマイスター」の
称号も頂いているので、
さらに社会での活
動の機 会が増えると
思います。今後は、学
校の仕 組 み 全 体に
「健康管理士資格取
得制度」
の導入や、定
期的な情報発信も検
討しているところです。
この熊本から
「パン食
と健康」
について社会
に発信していきます。

セミナー・講 座 紹 介

ステップアップ講座in東京

2単位

ほすぴの勉強会とその実践を通じて、
スキル
アップを図る
「健康管理士ステップアップ講座」
を
開催致します。
2016年、ほすぴのテーマは「謎解き
！からだの
不思議」。今回の講座では、
「 心臓と血液の循
環」
「肺と呼吸の役割」
について学びます！
さわやかな初夏の季節、知識をさらに深め、
ウ
ォーキングで心も体もリフレッシュしませんか？

おすすめ
ポイント
●ほすぴ
「謎解き！からだの不思議」の理解度アップ！

★水辺の癒し空間
隅田川テラス&築地市場コース
浜町公園→隅田川テラス→鉄砲洲公園→築地市場→
築地本願寺（約4.5km）
〔みどころ〕
●散歩やジ
散歩やジョギングにもオススメ
「隅田川テラス」
●移転前のラス
移転前のラストチャンス
「築地市場」
●国の重要文化財
国の重要文化財「築地本願寺」

●ウォーキングでリフレッシュ
！
●資格者同士の交流が深まる！

平成28年6 月5日
（日）10：00〜14：30

午前の部：
（10：00〜12：00）ほすぴ勉強会
午後の部：
（13：00〜14：30）
ウォーキングツアー ※雨天中止
会

場：中央区立総合スポーツセンター 4階 第1・2会議室
（東京都中央区日本橋浜町2-59-1）
定 員：40名（先着順）
対 象：健康管理士一般指導員
受講料：3,240円（税込）※ミネラルウォーター1本付き
持ち物：ほすぴ（150号・151号）、筆記用具、帽子、動きやすい服装、
ウォーキングシューズ、
タオル

お申込方法

【ウォーキングコース】
（約4.5ｋｍ）
スタート

浜町公園
↓
隅田川テラス
↓
鉄砲洲公園
↓
築地市場
↓
築地本願寺

古くから親しまれている憩いの場
水辺の風景を楽しみましょう
公園でひと休み
2016年豊洲に移転！食文化を支える台所
建築物としても興味深い！ゴールで記念撮影！

ゴール

お電話、ホームページ、
または5頁の申込書を郵送またはFAXして下さい。※後日、改めてお手続きのご案内をお送りいたします。

TEL：03-3661-0175

目指せ！
文部科学省後援

FAX：03-3669-4733

URL：http://www.japa.org/

健康管理能力検定1級

●健康管理士の皆様は、
レポートを提出することで検定1級が取得でき、新たな資格
（※）
証・認定証に併記されます。
（※）
●5単位取得！の特典もあります！
（※）平成27年以降に
「健康管理士一般指導員」
の資格を取得した方は、
「健康管理能力検定1級」
を同時に取得したことになり
ますので、対象外となります。

〈お申込み方法〉

●検定審査登録料：8,000円

お電話、
ホームページまたは5頁の申込書を郵送またFAX
下さい。
また、右記へのお振込み手続きをお願い致します。 下記の金融機関のいずれかにお振込みください。
〈金融機関〉A.みずほ銀行 横山町支店 普通預金
2282657
TEL：03-3661-0175 FAX：03-3669-4733
B.ゆうちょ銀行 総合口座
記号10070 番号65513341
URL：www.healthcare.or.jp/

〈修了式での式辞の様子〉
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