






R4.1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 QUOカード、特産品

さくら市はQUOカードが必ずも

らえるプレゼントがあるので、

嬉しいです。是非継続して下さ

い。

これに応募するようになってか

ら、歩数を気にするようになり

ました。

女性 20代
毎月必ず賞品がもらえるのでや

りがいがあります。

女性 20代 定期的な運動、食事 クーポン券

女性 30代
運動

商品券

女性 30代 歩く クオカード、商品券 継続してほしいです！

女性 30代 ランニング QUOカード

女性 30代 歩く ブルボン商品 NICE!!

女性 30代 ウォーキング

女性 30代

クオカードペイのために頑張れ

ました。なかなか運動する機会

もないのでギリギリのラインで

達成できて良かったです。

女性 30代 商品券、電子マネー

女性 30代 テイクアウトの割引券

女性 30代
食べ過ぎた時はウォーキングす

る
QUOカード

女性 30代 運動 食べ物

女性 30代

学生の時などは見た目や体重を

気にしていたこともありました

が、30代になり事務職でもある

ので休憩の時に体操を行ったり

しています。また、見た目より

も、体力や将来まで歩けること

の大切さを意識しています

以前はＱＵＯカード、その後温

泉の入浴券など一種類でしたが

現在は選べるようになってい

て、非常に助かってます。ＱＵ

Ｏペイで頂けるのは初めてなの

でメールから取得できるかと思

うので、紙ゴミなどが出なくて

いいのかな？とも思うので助か

ります。

景品が選べるようになり、非常

にやりがいを感じております。

自分自身の運動機会が向上して

いるので、景品をいただける機

会が⾧く続くと励みにもなりま

すので、⾧く続けていただける

と助かります。

女性 40代 子供たちと公園で走る 子供商品券
運動不足なので動こうと思えま

す。

女性 40代

定期的な運動

サプリメント

野菜を取るようにしている

クオカード

アプリをインストールすれば、

歩くだけでポイントが貯まるの

で楽しかったです。

女性 40代 歩く ギフト券

女性 40代 散歩 食べ物
健康のために非常によい取り組

みですね。

女性 40代
水泳、ストレッチ、ウォーキン

グ、食事
温泉券

またもとゆ温泉券を商品にして

ください



女性 40代 ヨガ 温泉券 もとゆ

もとゆのチケットを楽しみに歩

いてたのにすごく残念です。ま

たもらえるようにしていただき

たいです。

女性 40代 ウォーキング クーポン券

女性 40代 サプリメント クーポン券

女性 40代 サプリ  食事 食べ物  クーポン

女性 40代 特にありません クーポン

女性 40代 サプリメント クーポン
積極的に歩くきっかけとなりま

した。

女性 40代 ウォーキング 金券 ポイントを貯めるのが楽しい。

女性 40代 サプリメント テーマパーク 図書券などもいい。

女性 40代 クーポン

女性 40代
ストレッチ運動、サプリメント

で足りなそうな栄養を補う。
地域で使える商品券

キャラクターがどのくらい成⾧

してるか毎日楽しみです、なか

なか成⾧しないので、もっとた

くさん歩こうと頑張っていま

す。

女性 40代 食事 食べ物

女性 40代 歩く 食べ物

女性 40代 もとゆのチケット

もとゆのチケットが無くなった

のが残念です。復活を希望しま

す。

女性 40代 運動 クオカード、図書カード

女性 40代 ウォーキング、食事 食べ物

さくら市が参加してたのでよ

かった。お陰でやる気が出まし

た。

女性 40代 白湯を飲むこと

女性 40代 運動 クーポン

女性 40代 食事 温泉券

もとゆの温泉券がなくなってし

まったのは、とても残念です。

クオカードもペイになってし

まったし。

これだと年配の方は利用しづら

いでしょうね。

もう少し万人が楽しめる魅力的

な商品があると嬉しいなと思い

ます。

女性 40代 ジョギング クオカード

毎日ジョギングしたり、歩くこ

とを意識するようになりまし

た。賞品がもらえるとやる気が

でるので、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 これからも  続けて欲しい

女性 40代 歩き QUOカード なし



女性 40代
食事や身体を動かして体重を増

やさないようにしてます

食べ物,季節のフルーツ,もと湯の

クーポン券

知り合いもこのFUN+WALKに参

加してますが、さくら市ではな

く宇都宮市の方です。宇都宮市

の方は、クーポンの取得できる

店舗が少なく 宇都宮市以外もで

すが他の市や町の加入が無いよ

うなので参加?加入?もお願いし

たいです。

せっかく、県民の健康増進の役

にたつような取り組みなので 

もっと たくさんの市や町の人達

にも歩いてもらい健康で⾧寿の

栃木県になれたら良いと思いま

す。歩くことで足腰が丈夫にな

り認知症予防や肥満防止･医療費

削減にもなると思ってます。

女性 50代 運動 金券 励みになるので良いと思います

女性 50代 食事 食べ物

女性 50代 運動 商品券

女性 50代 ウォーキング クーポン

女性 50代 体操 クーポン券 これからも頑張ります！

女性 50代 食事 食べ物

女性 50代 歩く テーマパーク入場券

歩くのは自分のためだけど楽し

みがあると続けられるような気

がします

女性 50代 意識して動くようにしている 金券
この企画のおかげで毎月楽しく

歩いています

女性 50代 食事 クーポン券

応募フォームを簡単にしてほし

い。前回応募したフォームがあ

る人はそのデータを使えるとい

いと思います。

女性 50代 歩く 食べ物(栃木銘産品)

当選人数が増えればいいと思い

ます

女性 50代 運動 食べ物
ジョギングも続けて、健康管理

に努めています。

女性 50代

エスカレーターや

エレベーターを使わずに、階段

を使うこと

特産品、食べ物
応募フォームへの移行の手続き

が難しい

女性 50代 散歩。食事。ストレッチなど ギフトカード

女性 50代 食事、運動 食べ物、クオカード

女性 50代 ウォーキング 商品券、クオカード

女性 50代 ヨガ、食事

お風呂食事付クーポン券、テー

マパーク入場券食事券 温泉入

浴券

地域おこしの為に安く利用出来

る施設や食事処を無料などで入

れて欲しい



女性 50代 食事

この賞品でいただいた、お丸山

ホテルの温泉に行きました。と

てもいい施設で大満足、さくら

市いいところ！と、改めて思い

ました

女性 50代 散歩 クーポン券など
希望商品の数をもっと増やして

欲しい

女性 60代 くーポン券

女性 60代 水泳 Amazonクーポン

さくら市には、運動公園があ

り、ウォーキングには最適で

す。

また他の市町村に先駆け、ポイ

ントで応募出来るのも、素晴ら

しいと思います。

ありがとうございます。

女性 60代 運動 クーポン券 大変気に入ってます。

女性 60代 運動 クーポン券

女性 60代 歩くこと クーポン

女性 60代 散歩 クーポン
クオカードは携帯アプリより実

カードが嬉しく思います。

女性 60代 ウォーキング
クオカード イチゴ 干しいも

等

抽選では無く、必ずもらえるの

で嬉しい。

女性 60代 運動、サプリメント クーポン券 永く続けて下さい。

女性 60代
バランスを考えた食事を食べサ

プリも利用しています
楽しみながら歩けています

女性 60代 運動 食事 QUOカード 和菓子

女性 60代 カーブス、卓球 スイーツ

女性 60代 運動 クーポン 入力が毎回大変です

女性 60代 運動・食事

以前の温泉券が何故無く成って

しまったんですか？是非温泉券

の復活を望みます。

抽選で無く全員にくれるので、

頑張り概があり嬉しいです。

是非続けて下さい。

女性 60代 水泳 QUOカード

女性 60代 運動 食べ物 素晴らしい企画だと思います??

女性 60代 散歩、食事 QUOカード

まだ慣れていないので現物の

QUOカードが正直いいなと思っ

ています。

女性 60代
ヨガ  ウォーキング 温泉 

食事
クーポン券 引き続きお願いします。

女性 60代 サプリメント 特産品

女性 60代 食事 クーポン券

女性 60代
バランスの良い食事を心がけて

いる

テーマパークの入場券やおいし

い食べ物

女性 60代 運動 クーポン券 楽しみながら歩いています。

女性 60代 野菜を多く摂る 商品券

女性 60代 ズンバ 食べ物

女性 60代 カーブスに通ってます。 クーポン券 励みになり頑張れる。

女性 60代 ラジオ体操 クーポン券 楽しんでやってます。



女性 60代
ウォーキングのみでは体重が減

らず食事にきおつけている。
クーポン券

ポイントが交換できる物が少な

く、もう少しあるといいです。

女性 60代 運動 クーポン券
さくら市内で使えるクーポンを

多くしてほしい。

女性 60代

カーブスなどのスポーツジムに

通う

タンパク質を積極的に摂る
クーポン券

女性 70代 運動

女性 70代 運動・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    ・今回温泉券が

なくて迷いました！

体を動かす励みになるので、継

続して頂きたいと思います。

女性 70代 テニス 散歩 さくら市名産品

女性 70代

朝晩のウォーキングとストレッ

チ体操をやっています 食べ物さくら市産野菜や果物

毎月ポイントを送り貯めて賞品

を頂けるので楽しみにしてます

女性 70代 食事と運動 食べ物 応募が老人には難しい

女性 70代
運動

クーポン

女性 70代 ラジオ体操 クーポン もっと簡単に。

女性 70代

水泳、こまめに身体を動かす。

カロリーより糖質の摂りすぎに

気をつけたい。

無料の入浴券  おまるやまホテル

さんにお願いして欲しい

市民全体の健康寿命格上げに役

立ちうる素晴らしい企画と思い

ます。

続けることかと。

女性 80代 クーポン券

男性 30代 サッカー クーポン券

男性 30代 サッカー ムービーチケット ありがとうございます

男性 30代 食事 クーポン

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 ランニング 食べ物

男性 30代 ランニング PayPay 景品の更なる拡充に期待します

男性 30代 食事管理、運動 クーポン また来月も頑張ります！

男性 30代 子供との運動 さくら市の名産品

男性 30代 筋トレ、食事、筋トレ 特産品(お米、お肉や果物)

健康を意識することで、こう

いった景品につながると毎日の

運動もプラスで楽しくなる。ぜ

ひ続けてほしいです

男性 30代 サプリメント 金券

男性 30代
運動

サプリメント
食べ物

男性 40代 散歩 paypay 続けてください

男性 40代 ウォーキング

男性 40代 テニス クーポン

男性 40代 食事 運動 金券

男性 40代 食事 クーポン 良い企画だと思います

男性 40代 運動 クーポン券

男性 40代 ジョギング クーポン券 とても良い



男性 40代 水泳、ランニング クーポン

男性 40代 ウォーキング

男性 50代 サプリメント 電子マネー

徒歩通勤の励みになっていま

す。

今後とも継続してくださいます

よう願います。

男性 50代 ストレッチ 食べ物 特になし

男性 50代
散歩、食事

商品券

男性 50代 ランニング クーポン券 とてもよい企画だと思います。

男性 50代 温泉券

男性 50代 運動、食事 クーポン券、食事券
これからも楽しみにしてるので

宜しくお願いします

男性 50代 運動 クーポン券

男性 50代 運動、食事 Quoカード 楽しく運動しています。

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 食事 クーポン券

男性 50代 運動、食事 肉、寿司、プリペイドカード

とても良い事業なのでこれから

も続けて下さい。必要な応募ポ

イントを増やして1000円分クオ

カードコースを作って欲しい

男性 50代 ウォーキング 牛肉

男性 50代 ウォーキング 地元の物が買える商品券
おかげで、運動がモチベーショ

ン高く継続できます。

男性 50代 クオカード

男性 50代 ウォーキング、ゴルフ 食事券

今回初めて応募しました。この

ような良い企画をもう少しア

ピールしたのが良いと思いま

す。また市の枠を超えた企画が

あれば認知度も上がると思いま

す。

男性 50代 食事 コンビニで使えるクオカード

男性 50代 ゴルフ
以前に、露天風呂入浴券応募し

たが、届かないです。

男性 50代 毎日の運動 地元のグルメ これからも景品を宜しくです

男性 60代 運動

男性 60代 運動、食事 農産物、クーポン券
賞品の選択肢がもっと増えると

ありがたいです。

男性 60代 運動食事 クーポン券  

男性 60代 早寝早起き 温泉入浴券

男性 60代 散歩 クーポン券

クオカードが実カードでないの

が残念です。孫二人に妻と一緒

にプレゼントするのが楽しみで

した。スマホアプリの処理も高

齢者には少し困難です。

男性 60代 ウォーキング クーポン券

男性 60代 運動 食事券 来月もがんばります

男性 60代 ウオーキング 食べ物



男性 60代 食事    運動 クーポン券
毎月楽しみに歩いています。

ぜひこの企画続けてください。

男性 60代 スポーツ クーポン券

男性 60代 ウォーキング クーポン券 有効期限は、どうかと思う。

男性 60代 運動 氏家ミュージアム入場券

男性 60代 運動、食事 クーポン券
意識して運動するきっかけに

なっています。

男性 60代 歩行 もとゆ入浴券

男性 60代 自転車、ウォーキング 温泉

男性 60代 野菜を食べる 食べ物

男性 60代 食事 温泉券 ずっと続けて下さい。

男性 60代 散歩、食事 何でも嬉しい 商品を増やしてほしい

男性 60代 食事 ク一ポン券

男性 60代 特になし 図書券 継続

男性 60代 ランニング 現状で満足しています。
さくら市の取り組みに市民とし

て満足しています。

男性 60代
サプリメント

ウォーキング
スポーツ用品クーポン券など 継続して欲しいです

男性 60代 ラジオ体操 クオカード

男性 60代 食事と運動 クーポン券とさらなるポイント
事業をPRして健康増進に?げるが

重要と考えます。

男性 60代 ラジオ体操、ゴルフ ゴルフボール
これからも、継続して実施して

欲しい

男性 60代 運動と食事 クーポン券
これからも励みに頑張りたいと

思っています。

男性 60代
運動

食事
食べ物

男性 60代 月2回のボウリング クオカード

普段は⿁怒川沿いの公園で

ウォーキングをしてますが、運

動公園でウォーキングをやって

ポスター見てこの事業の事を

知った。

どうせなら、もっと早く知りた

かった。

男性 60代

有酸素運動と筋トレ。

無理し過ぎない程度で日々継続

して１日2時間位を目安に取り組

んでいる。

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。   

一律何ポイント獲得しないとダ

メとかじゃなくて、年配者に配

慮した獲得を考えて欲しい。

１ヶ月かけても獲得がやっとの

場合が多く、冬場は外出さえも

辛い。

獲得できる物も今のコロナ禍の

現状を考えた日常生活でとても

頂けてありがたいと思える実用

的な物にして欲しい。(企画者自

身が貰って嬉しく直ぐにでも使

いたくなる物)

男性 60代 歩くとカロリー 商品券
登録制にしアンケートのみの対

応としてください。



男性 60代

運動、ゴルフ

ク−ポン券 手続きが大変です。

男性 60代 運動 サプリメント クーポン券 本企画を永く続けて下さい。

男性 70代
散歩、筋力トレーニング、スト

レッチトレーニング。
食べ物､クーポン券

健康寿命を延ばす良い事だと思

う。

男性 70代
快眠、快食、快便、ストレスを

ためない事。

喜連川温泉入浴券、クーポン券 

等。

以前に応募したクオカードがも

らえていない。応募方法がよく

わからなかったので、メール返

信ができなかた為に、2031年12

月が、もらえない。

男性 70代
歩くこと

クーポン券
目標に向かって歩くことができ

る。

男性 70代
時間がある時は体を動かすよう

にしています
クーポン券やイチゴ

商品がでるので頑張れます

男性 70代 畑仕事 食品

男性 70代 散歩 喜連川温泉入浴券 特に無い

男性 70代 運動 なしな

男性 70代 毎日のウォーキング 特段にない 初めてのトライなので特になし


