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R3.10月分
性別 年齢 健康のために取り組んでいること 希望の賞品 事業の感想

女性 30代 お昼休みに歩く 有効期限の無いクオカード系
先月より入浴券になりましたが、
やはりクオカードがどこでも使え
て良いです。

女性 30代 菜っ葉館などのお買い物券

女性 30代 野菜を先に食べる クオカードや市内で使える割引券

女性 40代 ウォーキング クオカードペイ 楽しく参加しました！

女性 40代 食事 さくら市内で使えるお食事券
もう少しさくら市での協賛店が増
えて、利用範囲が増えてくれると
嬉しい

女性 40代 筋トレ、散歩 食べ物、テーマパーク入場券、
おかげさまで健康を意識し、元気
になれた気がします。

女性 40代
ウォーキング、水泳、ストレッ
チ、食事

QUOカード、ジェフグルメカー
ド、図書カード、さくら市で使え
るお買い物券、ウォーキング
シューズ

ウォーキングの励みになります

女性 40代 運動 QUOカード
女性 40代 食事 QUOカード

女性 40代
クオカード、さくらブランドの干
しいも

女性 40代 ウォーキング スイーツ、子供用品
歩いてプレゼントをもらえるのは
嬉しいです。

女性 40代 フルーツを食べる クオカード

女性 40代 散歩、サプリメント 商品券
いろいろな景品が貰えるイベント
があると、うれしいです。

女性 40代 昼休みなど歩くようにしている 食べ物
女性 40代 運動 クオカード、図書カード
女性 40代 アマニ油 いちご
女性 50代 運動 クーポン券
女性 50代 食事 商品券
女性 50代 食べ物

女性 50代 食事 商品券、QUOカード

入浴券に変わって、前回はサボっ
てしまいました。是非続けて欲し
いのですが、ご褒美は他のものが
良いですね。

女性 50代 食事 クーポン券
市民にこの事業があまり周知され
ていないような気がします

女性 50代

友人に勧めたのですが、友人の携
帯で以前試したらアプリが動かな
かったそうです。今は改善された
のでしょうか。また誘ってみま
す。

女性 50代 運動 食事 クーポン券

女性 50代 運動、サプリメント
食べ物、クーポン券、各種チケッ
ト

アプリ利用は、高齢者には難しい
と思います。スマホを持たない方
への取り組みも必要と思います。



女性 50代 食事  散歩  ストレッチ

女性 50代 食事 野菜
今月は足を怪我してしまい、たい
へんだった。

女性 50代
食事制限
歩くこと 入場券 ずっと続けてほしい

女性 50代 ウォーキング クーポン券

クーポン券の方が選択肢が広が
る。頑張りがいが違う。クーポン
券に戻して欲しい。さくら市が一
番良い景品で素晴らしい??

女性 60代 運動 スーパーの商品券

良い企画と思いますが…６５才以
上の高齢者は、すでに無料温泉券
がもらえます！！その他を考えて
下さい!!

女性 60代 食事、運動、社会参加 クーポン券
ファンウォークが出来て楽しくな
りました!ありがとうございます!

女性 60代 運動と食事 クーポン券

女性 60代
食事

商品券

女性 60代 運動か クオカード

女性 60代 食事 クオカード

賞品が温泉券になりましたが、高
齢者は別途で対応策があるのて、
クオカードに戻して欲しいと思い
ます。クオカードはセンスが良い
なと思ってました。是非ご検討く
ださい。

女性 60代
サプリメント、食事、ウォーキン
グ

クーポン券
楽しく運動が出来て本当に嬉しい
企画です。

女性 60代 運動 食べ物く
ポイントで何頂けのは励みに成り
ます

女性 60代 クオカード
女性 60代 カーブス スイーツ

女性 60代 運動・バランスの取れた食事 クーポン券
抽選で無く貰えるので、頑張れま
す。

女性 60代 食事、ウォーキング クオカード
温泉はあまり行かないのでクオ
カードの方がありがたいです。

女性 60代 運動、食事 クーポン券

女性 60代 食事
地元で使える商品券、農産物、飲
食店の割引くゎ

クーポン券の交換がなくなったの
が残念です。

女性 70代 歩くこと・食事のバランス
さくら市マーク入りスマホ用ウエ
ストポーチ

ポイントをためての全員プレゼン
トは、ずっと継続してほしいで
す。健康づくりの励みになりま
す！

女性 70代 テニス 草刈り さくら市 特産品



女性 70代

毎日5000歩目標にウォーキングと
ストレッチをするようにしてま
す。

食べ物さくら市産の果物が良いで
す。

さくら市でも賞品が出るようにな
り楽しく運動してます

女性 70代 ゴミ袋

女性 80代 食事 クーポン券
健康増進にこのような企画はよい
と思います。

男性 20代
毎日の散歩、バランスのとれた食
事

クオカード、温泉入浴券

男性 30代 自転車通勤 ディズニーチケット
コロナが落ち着いたので2年ぶり
に温泉いきます。

男性 30代 ランニング さくら市の特産物 特にありません。
男性 30代 自転車通勤、子供との運動 さくら市の物産品
男性 30代 スポーツ 商品券

男性 40代 週末子供と一緒の運動 さくら市内飲食店共通クーポン券
良い取り組みだと思います。あり
がとうございます。

男性 40代 運動 さくら市商品券 これからもよろしくお願いします

男性 40代 ウォーキング 温泉券
男性 40代 ない テーマパーク入場券 とても良いことだと思います。

男性 40代
ウォーキング

地域で使える食事券

男性 40代 テニス クーポン

男性 40代 食事 QUOカード
携帯の機種交換をしたら、データ
が引き継ぎが出来ませんでした。

男性 40代 ランニング QUOカード
いくつかの景品から選べるように
して欲しい

男性 40代 ランニング、水泳 商品券や食べ物
スマホを持ち歩けない事が多いの
で、スマートウォッチと連動して
欲しい。

男性 50代 運動 クーポン券

男性 50代 散歩 減塩 商品券
市民の健康育て方のためにも、
色々な企画をおねがいします。

男性 50代 ジョギング クーポン券 とても良い企画だと思います。

男性 50代
体操

クオカード 前のカードの方が良い。

男性 50代 散歩するようになった。 電子マネーなど

男性 50代 サプリメント クオカード
引き続き長く事業を続けて欲しい
です。

男性 50代 ランニング クオカード 特になし
男性 50代 ウォーキング 牛肉
男性 50代 運動

男性 50代 運動 食べ物
健康になれて、商品も貰えて、素
晴らしい企画だと思います。末永
く継続を希望します。

男性 50代 魚中心の食事 魚とかも良いですね ずっと続けて下さい
男性 60代 食事



男性 60代 運動 食事 ストレス クーポン券   運動のきっかけや励みになる
男性 60代 運動と食事 クーポン券

男性 60代 食事
さくら市はQUOカードに戻して欲
しい。

温泉券はあまり魅力的でありませ
ん。是非QUOカードに戻してくだ
さい。市民で高齢者は温泉カード
が配布されており、あまりありが
たみはありません。

男性 60代 サプリメント、運動 クーポン券 この企画は永く続けて欲しい

男性 60代 ソフトボール、散歩 クオカード
運動の動機付けになるので可能な
限り続けてほしい。

男性 60代
可能な限り体動かすようにしてい
る。

クオーカードや商品券など、日常
生活の中でありがたいと思えるも
の。

せっかく頑張って歩いて貯めたポ
イントだから、有効に必ず頂ける
金券に近いものが欲しい。
しかも、頂いたものが簡単に利活
用できなくては意味が無い。割引
券や商品券、クオカードなどは嬉
しいが、温泉入浴券などは、その
施設までそれなりの準備をしてい
かないといけないという面倒くさ
い事がある。企画した担当の方は
嬉しいと思えるか熟慮して提供し
て下さい。
元々は我々の納税金なんですか
ら。

男性 60代 意識して歩くようにしている ギフト券
毎月楽しみにしていますが、クオ
カードのが嬉しいかな?

男性 60代 運動 氏家ミュージアム入場券
男性 60代 運動 食べ物 とても良い取り組みです。
男性 60代 運動 カーボン券
男性 60代 自転車 食べ物

男性 60代 筋トレ 食事券

楽しく歩いています、
目標が有ると嬉しいですね、今後
も歩きたいと思いますので高い目
標をお願いします
道の駅の食事券やtシャツ等、狐
のTシャツが欲しい

男性 60代 ジム、散歩 食べ物
男性 60代 ウォーキング クオカード

男性 70代
散歩、山登、ストレッチ、塩分控
えめ

さくら市ミュージア厶の入場券

男性 70代 食事と軽い運動 クーポン券
毎日のウオーキングの励みにな
る。

男性 70代
散歩、食事、運動、にきおつけて
います。

くうぽんけん、
いぜんのクオカード500円券は、
良かったです。 体育館での自由
参加のプログラ厶が欲しい。

男性 70代
ウォーキングとラジオ体操

食べ物くだもの
毎日夫婦でウォーキングを楽しん
でいます



男性 80代
散歩、ジョギング、登山、食事、
カラオケ、温泉

食べ物、クーポン券、現金、チ
ケット、何でも嬉しい

歩くことが楽しくなる企画です。


