






R4.2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 20代 食事 QUOカード、商品券、特産品

商品を応募するために、意識し

て歩くようになりました！

是非続けて下さい！！

女性 20代 運動 QUOカード 毎月、頑張っています！

女性 30代 QUOカード

女性 30代 食事 クーポン券

女性 30代 ウォーキング
QUOカード、さくら市のお店の

お菓子など

さくら市独自でプレゼントがあ

るのはとても嬉しいので、是

非、続けてもらいたい。

女性 30代 歩く クーポン券

素晴らしい事業ですね。継続す

る事で、意識しなくても、自然

と歩く事を行えるようになりま

した。

女性 30代 運転 クーポン券

女性 30代 サッカー 図書カード モチベーションが上がります

女性 30代 散歩。お茶。
クオカードや市内で使える割引

券

女性 30代 ウォーキング

女性 40代 クオカード

女性 40代 ウォーキング クーポン券

女性 40代

食事での1日に必要なものの摂取

や化学調味料を必要以上に摂ら

ないようにしてる。

ストレスがたまらない程度に間

食をしないようにしてる。

健康診断で悪玉コレステロール

値が高く、再検査後も高く 次回

の再再検査の数値によっては薬

を飲み続ける事になってしまう

為、悪玉コレステロール値を下

げるために頑張って歩いたり勉

強したり食事制限･調整してる。

さくら市の医療費を削減や自分

の健康のため 年齢的に難しいの

かも知れないが、妊娠･出産をし

たいため できることなら薬を飲

みたくないので頑張ってる。

ペアの温泉クーポン券、ペアの

クーポン券(１人分だと行きづら

い)

ポイント獲得数が増えても健康

のために頑張って歩くので、利

用できる施設等のクーポン券を1

名のみではなく せめて2名まで有

効のものが有ると嬉しいです。

さくら市外の友達と温泉に行き

たいため、今月も頑張って歩き

ポイントをためました。

クーポンを取得する際、携帯の

位置情報をONにしておかないと 

クーポンが出てこないことを 

ネット検索して分かりました。

FUN+WALKのヘルプのページで

も分かるように説明?を記入して

あると分かりやすくて良いで

す。

女性 40代
水泳、ウォーキング、ストレッ

チ、食事
温泉券

温泉券が復活してくれたらうれ

しいです

女性 40代 散歩・ストレッチ クーポン券
ウォーキングの楽しみが増えま

した。

女性 40代 食事 食べ物

女性 40代 ウォーキング スイーツ、お肉
選べるプレゼント、もっと増え

るとうれしいです。

女性 40代 ジョギング クオカード

景品を目指して頑張って歩いて

います。これからもよろしくお

願いします。



女性 40代 ダイエットとスポーツ なんでも嬉しい

女性 40代 サプリ、ストレッチ 今のところ十分

意識して歩くようになったが、

寒くて今回は大変だった、夕方

スタジアムで歩くのですが、一

人皆と歩く向きが逆の方がお

り、歩くときにぶつかりそうに

なった、スタジアムでの歩く向

きは個人の自由かと思います

が、流れに添って同じように歩

いて欲しいなと少し思いまし

た。

女性 40代
サプリ、運動、ストレスを溜め

ない
ギフト券(ギフトカード) 

ポイント交換中できるものが増

えると嬉しく感じます。

女性 40代 運動 クオカード、図書カード

女性 40代 散歩 金券

女性 40代 歩き QUOカード

女性 40代
ウォーキング

クーポン券 金券

女性 40代 散歩 dポイント引き換え 頑張って歩こうと思えます。

女性 40代 散歩 食べ物

女性 40代 食事 クーポン

女性 40代 サプリメント クーポン券

女性 50代
タンパク質を取るようにしてい

る

さくら市で作られている食品や

作物、特産品

ポイント交換の際に、クーポン

の貼付けが出来ずに、交換が出

来なかった事がありましたが、

担当者の親切丁寧な誠意ある対

応に交換が出来なかった事も忘

れる程でした。大変お世話にな

りました。有難うございまし

た。

女性 50代 運動 クーポン券

女性 50代 食事 食べ物 クーポン 沢山の協賛店が増えてほしい

女性 50代 動く事 クーポン券 意識がかわりました。

女性 50代 ジョギング、食事 クーポン券
これからもジョギング頑張りた

いと思います。

女性 50代 食事、運動 クーポン券

女性 50代 運動 商品券

女性 50代 食時 クーポン券

励みになるのでとても良いで

す。

ありがとうございます。

女性 50代 運動 商品券
良いと思います

女性 50代 運動 入浴券

女性 50代 運動 食事 商品券

女性 50代 食事 食べ物

女性 50代 ウォーキング



女性 50代
運動、食事、睡眠、規則正しい

生活
クーポン券

さくら市内を歩きながら新たな

発見が楽しいです。

寒い日でもしばらく歩くと身体

が温かくなります。

最近は、草川沿いを鴨を見なが

ら歩いて癒されています。

女性 50代 食事。ストレッチ クーポン券

女性 50代
階段を使う、規則正しい生活を

する
金券、ギフト券

目標があると積極的に歩くこと

を意識するようになり、達成し

た時のご褒美が頂けるのはうれ

しいです

女性 60代 食事 ウォーキング クーポン券

女性 60代 食事、歩くこと QUOカード

QUOカードかQUOペイかどちら

か選べるようにしていただける

とありがたいです。

女性 60代

バランスの良い食事。

毎日身体を動かす。

快眠のための音楽鑑賞、

アロマテラピーの施行など。

クォカード

引き続き継続をお願い致しま

す。

ポイントがGET出来る事は、歩

く張り合いになっています。

その事で健康的な生活につなが

る事は嬉しいことです。

女性 60代
食事にきおつけるようになっ

た。
クーポン券 特になし

女性 60代
運動

食事
クーポン券

女性 60代 ここ最近はない。怠けぎみ
地元で使える商品券、農産物、

飲食店の割引券   

ここ最近怠けぎみ、暖かくなっ

たら

また朝、夕歩くようにしたい。

女性 60代 運動 サプリメント クーポン券

女性 60代 運動 食事 QUOカード 農産物

女性 60代 運動 クーポン券

楽しみながらポイントを集めて

景品が

いただけ、健康にいいです。

女性 60代 運動 食べ物
もう少し簡単に申し込みできれ

ばいいかな。

女性 60代 運動と食事
食べ物かテーマパークの入場券

など

さくら市でもらえる魅力のある

クーポンがあまりない。

女性 60代 カーブス 食べ物

女性 60代
栄養のバランス考えた食事とサ

プリメントの利用です
クオカード 楽しく健康に役立ちます

女性 60代 運動 クーポン
2月は日数が少ないので大変でし

た

女性 60代 運動 食事 睡眠 食べ物
健康増進に取り組む励みになり

ます。

女性 60代 散歩
クオカード イチゴ 干しいも

等

女性 60代 ラジオ体操 食べ物

女性 60代 運動 図書券、

もっと簡単なシステムを希望し

ます。高齢者でも簡単に賞品が

もらえるように



女性 60代 運動 クーポン券 特に無し。

女性 60代 ストレッチ、食事 クーポン券 楽しんで、運動しています。

女性 60代 水泳 QUOカード

女性 60代 運動 クーポン券 登録が難しい

女性 60代 節酒 クーポン券
スマホ以外のデジタル機器も使

えるように

女性 60代 運動 食べ物 楽しんでます

女性 60代 運動、食事 現在のクーポン券 継続して、お願いします。

女性 60代 サプリメント さくら市の特産品

知人から本アプリを教えていた

だき、意識を持って始めまし

た。

せっかく目標を持って始めまし

たので、応募できる商品がもっ

とあれば楽しみが増えると思い

ます

女性 60代 ウォーキング 食事 図書券 クオカード

女性 60代 カーブスに通っている。 クーポン券 ⾧くつづけて欲しい。

女性 60代 運動、食事 クーポン券 応募方法を簡単にしてほしい。

女性 60代 食事
道の駅『喜連川』の入浴券・

クーポン券

又、以前の温泉券やクオカード

が欲しい

女性 60代 ウォーキング  水泳 クオカードペイ

さくら市が他の市町に先駆け

て、参加していること、本当に

有難いです。

張り合いが出来て、歩いてま

す。

女性 70代

週3～4日、ドリームプールかわ

ちでアクアビクスと泳ぎをして

いる。
クオカード

続けて欲しい

女性 70代 運動・食事

さくら市マーク入りスマホ用ウ

エストポーチ    ・クオカードに

して欲しいです（ペイでなく）

このところ、応募方法が以前よ

り面倒くさくなってしまい、正

しく応募ができたか不安です。

また、クーポンコードの英字が

大文字小文字の区別がつきにく

い文字は避けてほしいと思いま

す

女性 70代 テニス ラジオ体操 さくら市名産品

女性 70代 運動 食事 食べ物 年寄りにももっと簡単に

女性 70代 ラジオ体操 クオカード 健康になりました。

女性 70代

ラジオ体操と毎日のウォーキン

グです
さくら市産の果物とかクオカー

ドが良いですいろいろな

いろいろありがとう賞品がある

ので楽しみです

女性 80代
目的があるといい

女性 80代
運動 食事

クーポン券 毎日の目標が出来て楽しい、

男性 30代 食事 もとゆの温泉券

男性 30代 ランニング 肉、

男性 30代 子供との運動 食べ物

男性 30代 子供と休みに公園で遊ぶ 食べ物
健康を意識できるいいきっかけ

になりました



男性 30代 運動 さくら市特産物

男性 30代 ウォーキング クーポン券

男性 30代 ランニング 食事 クーポン

いつも楽しくランニングできて

います。

今後も継続お願いします

男性 30代 食事、運動

男性 40代 水泳、ランニング 食べ物やクーポン

男性 40代 食事制限 特産品
色々な商品展開を期待していま

す。

男性 40代 散歩 クーポン券

男性 40代
運動

図書カード

男性 40代 ウォーキング

男性 40代 食事
いきいき商品券等の地域で使え

る商品券

健康維持の為に非常に良い取組

みだと思います。広報誌等でも

案内するなどして、市民に広く

周知すると良い。

男性 40代 食事 クーポン券 引き続き宜しくお願いします

男性 40代 運動 食事 クーポン券
毎月同じ入力をするのが大変な

ので登録機能が欲しいです

男性 40代 サプリ 地元食材

男性 40代 運動 食べ物

男性 40代 ジョギング QUOカード とても良い

男性 40代 テニス クーポン

男性 40代 日帰り温泉入浴券

男性 40代 運動 クーポン券

男性 40代 ラーメン
手続がもう少し簡素化されると

良いと思う。

男性 50代
もとゆ温泉チケットが欲しいで

す

男性 50代 なるべく歩く
地元のおいしい物や、おいしい

お店の食事券など

すばらしい事業だと思います。

この事業で多くの市民が健康に

なればいいと思います。

男性 50代 食事 コンビニで使えるクオカード

男性 50代 運動 地元のグルメ

男性 50代 腹八分目 Quoカード 運動する励みになっています。

男性 50代 運動
無料入浴券、直売所などで使え

るクーポン券

男性 50代 サプリメント クオカード ⾧く続けて欲しいです。

男性 50代 サプリメント 金券
励みになるので、続けてくださ

い。

男性 50代 食べ物券

男性 50代 商品券

男性 50代 運動 クーポン券

男性 50代 運動 食事 テーマパークや食事券

これからも参加したいので、

ずっと続けてもらえると嬉しい

です

男性 50代 ランニング クーポン券 とても良い企画だと考えます。



男性 50代 散歩、ゴルフ クーポン券

素晴らしい企画だと思います。

まだ知らない人も多くいるので

市民に浸透するようがんばって

ください。わたしも知人に紹介

します。

男性 50代 食事 食べ物 特になし

男性 50代 ランニング

男性 60代 運動 アマゾンポイント

男性 60代 食事 クーポン券

スマホ?の作業が面倒くさく、年

寄りには大変不都合で、簡略化

願いたいです。

男性 60代 月2回のボウリング クオカード

歩いてプレゼントをもらえるの

は、目標になる上健康にもつな

がるので、良い事だと思う。

男性 60代 運動 食べ物

男性 60代 食事 商品券 応募簡単に??

男性 60代 散歩、自転車 食べ物

男性 60代 運動 食事

男性 60代 食事 ク一ポン券

男性 60代
サプリメント

ウォーキング
クーポン券 継続してほしい

男性 60代 歩行 クオカード 継続

男性 60代 運動と食事 入浴券

楽しんでやれています。

これからも励みたいと思いま

す。

男性 60代

運動

食事 食事券
⾧く続けてほしい

男性 60代 ウォーキング 温泉入浴券

男性 60代 運動、 クーポン券

男性 60代

ウォーキングを始めとした無理

し過ぎない程度でストレッチな

どの、体を意識的に動かす事を

体調を見ながら日々継続するよ

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。   

獲得ポイントを下げて欲しい。

商品数を増やして欲しい。

企画している貴方なら何を貰え

たら嬉しいか良く考えて商品を

提供して欲しい。

納税された税金を市民が喜ぶ商

品に充当して有効活用して欲し

い。

男性 60代
運動食事

クーポン券  

男性 60代 食事 サプリメント 元湯の温泉券

男性 60代 運動、食事 さくら市産の農産物
賞品の選択肢が少ないので増や

してください。

男性 60代 ラジオ体操 クーポン券 歩く張り合いになります。

男性 60代 運動 サプリメント ク−ポン券
もらえる商品をもっと増やしほ

しい。

男性 60代 ラジオ体操 クーポン券 継続して実施して下さい。

男性 60代 食事 食べ物

男性 60代
散歩

食事券 来月もがんばります

男性 60代 野菜を摂る 食べ物



男性 60代 ラジオ体操 クオカード

男性 60代 運動、食事 道の駅の商品券

男性 60代 運動、食事、睡眠 食事券

難しくて申請をためらっている

高齢者が多いので、もう少し簡

単なシステムに改良願います。

男性 60代 ウォーキング もとゆ入場券

男性 60代 ランニング さくら市の現状で十分です。

さくら市民としてさくら市の

ファン＋ウオークへの取組に感

謝しています。励みになってい

ます。

男性 60代 食事
シリアル、マック券、カロリー

メイト

引き換え賞品が無くてつまらな

い

男性 60代 散歩、ジョギング、登山、食事 何でも嬉しい
たのしみにしてるので続けてく

ださい

男性 60代 ジョギング 氏家ミュージアム入場券

男性 60代
毎日の食事と10kmのウォーキン

グ&サプリメント
クーポン券やクオカード

もっと沢山のクーポンや商品が

増えれば歩く楽しみが増えます

男性 60代 食事   クーポン券
毎月楽しみに歩けてます

賞品は続けて下さい。

男性 60代 運動 クーポン券

男性 60代 食事と運動、そして睡眠。 クーポン券など
健康増進に繋がると考えますま

す。

男性 70代

ウオーキング

クーポン券
目標に向かって歩くことが楽し

くなる。

男性 70代

なるべく体を動かすようにして

います

毎日歩くようにしています

さくら市のイチゴやクーポン券

が良いです

商品でるので張り合いがありま

す

男性 70代 ウォーキング 食事 クーポン ギフトカード

男性 70代 特にない 特にない

男性 70代 散歩 喜連川温泉券 特に無し

男性 70代 運動 クーポン券
継続して取り組んで欲しいで

す。

男性 70代

GI値の低い食品の摂取、食後の

散歩、規則正しい生活、快眠、

快便、快食を心がけておりま

す。

クーポン券、温泉入浴券、等

励みになっておりますので、今

後とも、よろしくお願いいたし

ます。

男性 70代 運動、食事 食品、クーポン 良い企画

男性 80代 運動 クーポン

男性 80代 散歩 食べ物

男性 80代 もつとかんたんにして。


