
平成18年度　講演会

回 数 開　 催 　場 　所 団　　体　　名 講   話   の   内   容 講　師　名

1893 1月7日 （土） 　第一生命 　第一生命  「ストレスで疲れた心の癒し方」 　安村　禮子

1894 1月7日 （土） 　群馬ヤクルト販売株式会社 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 大久保幸子

1895 1月8日 （日）  松本勤労者福祉センター 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」
森田　　哲郎
鈴木真由美

1896 1月9日 （月）   かごしま県民交流センター 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」
大久保幸子
野村　幸司

1897 1月12日 （木） 　第一生命 　第一生命 　「働く人のための健康管理」 　安村　禮子

1898 1月14日 （土） 　沖縄ヤクルト株式会社 　沖縄ヤクルト株式会社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

1899 1月14日 （土） 　鹿児島ヤクルト販売株式会社 　鹿児島ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 森田　　哲郎

1900 1月14日 （土） 　ヤクルト本社　九州支店 　ヤクルト本社　九州支店 　「心と身体の健康管理」
　渡辺　芳久
橋本あゆみ

1901 1月15日 （日） 　ヤクルト本社　東京支店 　ヤクルト本社　東京支店 　「心と身体の健康管理」
金子　貴之
大久保幸子

1902 1月15日 （日） 　山陽ハイツ 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」
　安村　禮子
鈴木真由美

1903 1月15日 （日） 　沖縄市ＩＴ創造館 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

1904 1月15日 （日） 　福岡県立社会教育総合センター 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」
　渡辺　芳久
橋本あゆみ

1905 1月15日 （日） 　ぱ・る・るプラザ京都 　株式会社　富士薬品 　「予防医学の重要性」 森田　　哲郎

1906 1月15日 （日） 　国際学院埼玉短期大学 　国際学院埼玉短期大学 　「予防医学の重要性」 　山本有香理

1907 1月16日 （月） 　昭和学院短期大学 　昭和学院短期大学 　「予防医学の重要性」 　山本有香理

1908 1月18日 （水） 　植草学園短期大学 　植草学園短期大学 　「予防医学の重要性」
森田　　哲郎
山本有香理

1909 1月21日 （土） 　都城ヤクルト販売株式本社 　都城ヤクルト販売株式本社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

1910 1月21日 （土） 　山口ヤクルト販売株式会社 　山口ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」
森田　　哲郎
鈴木真由美

1911 1月21日 （土） 　愛知県労働者研修センターサンパレア瀬戸 　株式会社　富士薬品 　「営業社員の健康教育」
　山本有香理
野村　幸司

1912 1月22日 （日） 　富士市勤労者総合福祉センター 　株式会社　富士薬品 　「営業社員の健康教育」
　山本有香理
野村　幸司

開催日
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1913 1月22日 （日） 　山口県セミナーパーク 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」
森田　　哲郎
鈴木真由美

1914 1月28日 （土） 　株式会社ヤクルト本社中部神奈川支店 　株式会社ヤクルト本社中部神奈川支店 　「営業社員の健康教育」 　安村　禮子

1915 1月28日 （土） 　岩手県立県南青少年の家 　株式会社　富士薬品 　「営業社員の健康教育」
佐野　虎
橋本あゆみ

1916 1月29日 （日） 　明治大学 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」

安村　　禮子
森田　哲郎
大久保幸子
山本有香理

1917 1月29日 （日） 　ひたちなか営業所 　株式会社　富士薬品 　「営業社員の健康教育」 佐野　虎

1918 1月29日 （日） 　富山第一工場 　株式会社　富士薬品 　「営業社員の健康教育」
野村　幸司
鈴木真由美

1919 1月31日 （火） 　小田原女子短期大学 　小田原女子短期大学 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1920 1月31日 （火） 　ヤクルト本社 　ヤクルト本社 　「予防医学の重要性」
森田　　哲郎
鈴木真由美

1921 2月2日 （木） 　経済産業省 　経済産業省 　「健康管理」 　安村　禮子

1922 2月4日 （土） 　ヤクルト本社　東京支店 　ヤクルト本社　東京支店 　「営業社員の健康教育」 佐野　虎

1923 2月9日 （木） 　ホテルグリーンプラザ 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「アンチエイジングを目指す食生活」 大久保幸子

1924 2月11日 （土） 愛知県労働者研修センターサンパレア瀬戸 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」 森田　哲郎

1925 2月12日 （日） 　國民會館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保　幸子

1926 2月12日 （日） 　富士市勤労者総合福祉センター 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」
渡辺　芳久
橋本あゆみ

1927 2月12日 （日） 　京都平安会館 　株式会社　富士薬品 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
野村　幸司

1928 2月12日 （日） 　四天王寺国際仏教大学 　四天王寺国際仏教大学 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
鈴木真由美

1929 2月13日 （月） 　長野女子短期大学 　長野女子短期大学 　「予防医学の重要性」
金子　貴之
山本有香理

1930 2月13日 （月） 　芦屋女子短期大学 　芦屋女子短期大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1931 2月14日 （火） 　群馬社会福祉大学 　群馬社会福祉大学 　「予防医学の重要性」
　森田　哲郎
山本有香理
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1932 2月15日 （水） 　第一生命 　第一生命 　「働き盛りの健康管理」 　安村　禮子

1933 2月15日 （水） 　財団法人いきいき埼玉　伊奈学園 　財団法人いきいき埼玉　伊奈学園 　「高齢者の食生活」 大久保幸子

1934 2月16日 （木） 　ヤクルト本社　東北支店 　ヤクルト本社　東北支店 　「営業社員の健康教育」 佐野　虎

1935 2月16日 （木） 　アップルスポーツカレッジ 　アップルスポーツカレッジ 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
大久保　幸子

1936 2月18日 （土） 　サクラ薬局 　サクラ薬局 　「生活力アップのために」 　安村　禮子

1937 2月18日 （土） 　鹿児島ヤクルト販売株式会社 　鹿児島ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

1938 2月18日 （土） 　株式会社ヤクルト本社　中部神奈川支店 　東織厚生年金会館 　「心と身体の健康管理」
金子　貴之
橋本あゆみ

1939 2月18日 （土） 　岩手県立県南青少年の家 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」
森田　哲郎
大久保　幸子

1940 2月19日 （日） 　ふれあいセンターよしの 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」
渡辺　芳久
鈴木真由美

1941 2月22日 （水） 　財団法人いきいき埼玉　伊奈学園 　財団法人いきいき埼玉　伊奈学園 　「自然治癒力について」 　金岡　健二

1942 2月23日 （木） 　経済産業省 　経済産業省 　「健康管理」 　安村　禮子

1943 2月23日 （木） 　ヤクルト本社　東北支店 　ヤクルト本社　東北支店 　「心と身体の健康管理」 森田　哲郎

1944 2月24日 （金） 　仙台福祉専門学校 　仙台福祉専門学校 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
橋本あゆみ

1945 2月25日 （土） 　高崎商工会議所 　命を守る会 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1946 2月26日 （日） 　工学院大学 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
佐野　虎
森田　哲郎

1947 2月26日 （日） 　富士薬品富山第一工場 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」
渡辺　芳久
山本有香理

1978 2月27日 （月） 　京都ノートルダム女子大学 　京都ノートルダム女子大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1979 3月1日 （水） 　山形 　JA山形  「ボケる生き方、ボケない生き方」 安村　禮子

1980 3月2日 （木） 　白岡町立南中学校 　白岡町立南中学校 　「間食について」 橋本あゆみ

1981 3月3日 （金） 　大阪ハイテクノロジー専門学校 　大阪ハイテクノロジー専門学校 　「予防医学の重要性」
　森田　哲郎
山本有香理
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1982 3月4日 （土） 　極理整体専門学院 　極理整体専門学院 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1983 3月5日 （日） 　香川青年センター 　株式会社　富士薬品 　「心と身体の健康管理」 渡辺　芳久

1984 3月6日 （月） 　法務省浦安総合センター 　東京法務局 　「働きざかりの体の動きと生活習慣病の知識・予防」 安村　禮子

1985 3月8日 （水） 　夙川学院短期大学 　夙川学院短期大学 　「予防医学の重要性」 　森田　哲郎

1986 3月12日 （日） 　國民會館   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 　森田　哲郎

1987 3月12日 （日） 　新大阪丸ビル   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

1988 3月17日 （金） 　みずとぴあ藤岡 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「アンチエイジングを目指す食生活」 大久保幸子

1989 3月18日 （土） 　山口療術師会   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1990 3月19日 （日） 　東織厚生年金会館 　株式会社　日本直販総本社 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
橋本あゆみ

1991 3月19日 （日） 　京大会館 　株式会社　日本直販総本社 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
鈴木真由美

1992 3月20日 （月） 　塚田生活専門学校 　塚田生活専門学校 　「女性のための健康管理」 安村　禮子

1993 3月26日 （日） 　極理整体専門学院 　極理整体専門学院 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

1994 3月28日 （火） 　とね沼田文化センター 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「アンチエイジングを目指す食生活」 大久保幸子

1995 3月29日 （水） 　昭島市役所 　昭島市明るい選挙推進協議会 　「ボケる生き方・ボケない生き方」 安村　禮子

1996 4月6日 （木） 　東京都立産業貿易センター 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
野村　幸司
鈴木真由美

1967 4月9日 （日） 　若里市民文化ホール 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
橋本あゆみ

1968 4月11日 （火） 　広済会館 　日本成人病予防協会 　「高齢期のメンタルヘルス」 安村　禮子

1969 4月12日 （水） 　広済会館 　日本成人病予防協会 　「高齢期のメンタルヘルス」 安村　禮子

1970 4月13日 （木） 　広済会館 　日本成人病予防協会 　「高齢期のメンタルヘルス」 安村　禮子

1971 4月15日 （土） 　財団法人茨城県開発公社ビル 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
金子　貴之
大久保幸子
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1972 4月23日 （日） 　ビッグアイ 　福島県健康管理士会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
山本有香理

1973 5月12日 （金） 　田浦海上自衛隊 　田浦海上自衛隊 　「健康管理」 　安村　禮子

1974 5月13日 （土） 　ハンズカイロプラクティスカレッジ  日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1975 5月21日 （日） 　明治大学  日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」

　安村　禮子
佐野　虎
大久保幸子
山本有香理

1976 5月21日 （日） 　郡山市民文化センタ－  日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
橋本あゆみ

1977 5月22日 （月） 　株式会社ＳＯＮＯＫＯ 　株式会社ＳＯＮＯＫＯ 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保幸子

1978 5月29日 （月） 　航空自衛隊府中基地 　航空自衛隊府中基地 　「健康管理」
安村　禮子
大久保幸子

1979 5月29日 （月） 　大田区民センター 　大田区教育委員会 　「退職後の豊かな生き方を考える」
　安村　禮子
鈴木真由美

1980 6月3日 （土） 　愛知県産業貿易館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

1981 6月3日 （土） 　ハンズカイロプラクティスカレッジ  日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1982 6月7日 （水） 　大宮ジャック  シニアユニバーシティ 　「高齢者の健康」 　大久保幸子

1983 6月9日 （金） 　東浦和プラザイースト  シニアユニバーシティ 　「高齢者の健康」 　大久保幸子

1984 6月11日 （日） 　國民會館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

1985 6月11日 （日） 　毎日新聞ビル 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
野村　幸司

1986 6月12日 （月）  株式会社　SONOKO  株式会社　SONOKO 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1987 6月13日 （火）   プラザウエスト 　シニアユニバーシティー 　「高齢者の健康」 　大久保幸子

1988 6月15日 （木）  伊香保 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「元気の源は家族から」 　安村　禮子

1989 6月16日 （金）  伊香保 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「元気の源は家族から」 　安村　禮子

1990 6月18日 （日） 　学習院大学 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
大久保幸子
野村　幸司
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1991 6月19日 （月）   岩槻ワッツコミュニティセンター 　シニアユニバーシティー 　「高齢者の健康」 　大久保幸子

1992 6月20日 （火）  伊香保 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「元気の源は家族から」 　安村　禮子

1993 6月20日 （火）   彩の国いきがい大学　大宮学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「健康づくりと食生活」 　大久保幸子

1994 6月22日 （木） 　経済産業省研究所 　経済産業省研究所 　「健康管理」 　安村　禮子

1995 6月23日 （金） 　本田技研（名古屋） 　第一生命 　「メタボリックシンドローム」 　安村　禮子

1996 6月24日 （土） 　愛知県産業貿易館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

1997 6月24日 （土） 　福井ヤクルト販売株式会社 　福井ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1998 6月24日 （土） 　郡山市労働福祉会館  福島県健康管理士会 　「酵素と内臓のつながり」 　安村　禮子

1999 6月26日 （月） 　府中航空自衛隊 　航空自衛隊 　「健康管理」 　安村　禮子

2000 6月28日 （水）  NPO法人　新現役ネット　会議室 　財団法人日本消費者協会 　「自然治癒力を高めるコツ」 　安村　禮子

2001 7月1日 （土） 　福岡県立福岡勤労青少年文化センター 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2002 7月1日 （土） 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2003 7月2日 （日） 　國民會館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2004 7月2日 （日） 　大阪ＡＡホール 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2005 7月3日 （月） 　航空自衛隊府中基地 　航空自衛隊府中基地 　「健康管理」
安村　禮子
大久保幸子

2006 7月10日 （月）  株式会社　SONOKO  株式会社　SONOKO 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

2007 7月11日 （火）  竜王小学校 　竜王小学校 　「ほねがあぶない！」 山本有香理

2008 7月12日 （水） 　株式会社　モチノキ薬品 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2009 7月13日 （木）  経済産業省  経済産業省 　「健康管理」 　安村　禮子

2010 7月22日 （土） 　アクロス福岡 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
大久保幸子
野村　幸司
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2011 7月23日 （日） 　芦屋市民センター 　兵庫県健康管理士会  「働き盛りの体の動きと生活習慣病の知識」 　安村　禮子

2012 8月4日 （金）  新現役ネット  新現役ネット 　「自然治癒力を高めよう」 　安村　禮子

2013 8月4日 （金）  純真女子短期大学 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

2014 8月7日 （月） 　大阪経済大学 　大阪経済大学 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

2015 8月7日 （月） 　航空自衛隊府中基地 　航空自衛隊府中基地 　「健康管理」 　安村　禮子

2016 8月8日 （火） 　群馬ヤクルト販売株式会社 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「元気の源は家族から」 　安村　禮子

2017 8月9日 （水） 　春日部市総合福祉センター 　春日部市役所 　「高齢期の病気の予防について」 大久保幸子

2018 8月10日 （木） 　春日部市総合福祉センター 　春日部市役所 　「高齢期の病気の予防について」 大久保幸子

2019 8月11日 （金） 　庄和保健センガー 　春日部市役所 　「高齢期の病気の予防について」 大久保幸子

2020 8月20日 （日） 　アクロス福岡 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

2021 8月26日 （土） 　東日本整体学院 　日本成人病予防協会 　「メタボリックシンドローム」 　安村　禮子

2022 8月26日 （土） 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2023 8月27日 （日） 　東日本整体学院 　日本成人病予防協会 　「メタボリックシンドローム」 　安村　禮子

2024 8月27日 （日） 　東京海洋大学 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

2025 8月27日 （日） 　ショーケー本館ビル 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
金子　貴之
鈴木真由美

2026 8月27日 （日） 　とやま健康パーク 　富山県健康管理士会 　「健康に暮らす智恵」 鈴木　清英

2027 9月2日 （土） 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 野村　幸司

2028 9月3日 （土） 　広島市中小企業センター 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2029 9月10日 （日） 　東京都庁 　日本成人病予防協会 　「日本の食卓を見直そう」 服部　幸應

2030 9月11日 （月） 　航空自衛隊府中基地 　航空自衛隊府中基地 　「健康管理」 　安村　禮子
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2031 9月13日 （水） 　埼玉北部ヤクルト販売株式会社 　埼玉北部ヤクルト販売株式会社 　「毎日の食事のパワー」 安村　禮子

2032 9月15日 （金） 　愛知学院大学 　愛知学院大学 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

2033 9月18日 （月）  株式会社　SONOKO  株式会社　SONOKO 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2034 9月18日 （月） 　すみだ産業会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
森本　華世

2035 9月18日 （月） 　京大会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2036 9月20日 （水） 　松戸市総合福祉会館 　千葉県生涯大学校 　「健康づくりと食生活」 安村　禮子

2037 9月23日 （土） 　房総ヤクルト販売株式会社 　房総ヤクルト販売株式会社 　「ボケる生き方　ボケない生き方」 安村　禮子

2038 9月24日 （日） 　工学院大学 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
佐野　虎

2039 9月25日 （月） 　航空自衛隊府中基地 　航空自衛隊府中基地 　「健康管理」 　安村　禮子

2040 9月28日 （木） 　経済産業省  　経済産業省 　「健康管理」 　安村　禮子

2041 10月4日 （水）
　千葉県生涯大学校葛飾学園江戸川台校
舎

　千葉県生涯大学校葛飾学園 　「健康づくりと食生活」 大久保幸子

2042 10月6日 （金） 　世田谷区立三宿小学校 　世田谷区立三宿小学校 　「食の乱れで今子どもが危ない」 　安村　禮子

2043 10月11日 （水） 　たかの友梨エステティックアカデミー 　たかの友梨エステティックアカデミー 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

2044 10月15日 （日） 　國民會館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

2045 10月16日 （月） 　航空自衛隊府中基地 　航空自衛隊府中基地 　「健康管理」
　安村　禮子
今井喜久子

2046 10月16日 （月） 　大阪市総合生涯学習センター 　資生堂ビューティーフーズ株式会社 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2047 10月18日 （水） 　練馬区立豊玉小学校
　練馬区小学校教育委員会／家庭科研
究会

　「食事とからだの仕組みについて～からだのパズルを使用し
て～」

　安村　禮子

2048 10月18日 （水） 　愛知県青年会館 　資生堂ビューティーフーズ株式会社 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2049 10月19日 （木） 　経済産業省  　経済産業省 　「健康管理」 　安村　禮子

2050 10月19日 （木） 　福岡商工会議所 　資生堂ビューティーフーズ株式会社 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2051 10月21日 （土） 　郡山市労働福祉会館 　福島県健康管理士会 　「メタボリックシンドローム」 安村　禮子
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2052 10月21日 （土） 　たづくり映像シアター 　調布市教育委員会 　「朝食の大切さを理解する」 山本有香理

2053 10月24日 （火） 　日本成人病予防協会 　資生堂ビューティーフーズ株式会社 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

2054 10月25日 （水） 　航空自衛隊府中基地 　航空自衛隊府中基地 　「健康管理」
　安村　禮子
鈴木真由美

2055 10月25日 （水） 　桐生市市民文化会館
　群馬県厚生年金受給者協会　東毛支
部桐生地区

　「忍び寄る死の四重奏を防ぐために」 大久保幸子

2056 10月30日 （月） 　JA生活部九州生活事業所 　JA福岡 　「メタボリックシンドローム」 安村　禮子

2057 10月30日 （月） 　千葉市ことぶき大学校 　千葉市ことぶき大学校 　「加齢との付き合い方　～味覚の変化と食事～」 山本有香理

2058 11月1日 （水）   大阪ハイテクノロジー専門学校 　大阪ハイテクノロジー専門学校 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

2059 11月4日 （土） 　福岡朝日ビル 　株式会社ヤクルト本社　九州支店 　「心と身体の健康管理」
佐野　虎
森本　華世

2060 11月7日 （火） 　北山幼稚園 　学校法人　北山幼稚園 　「食の乱れで今子どもが危ない」 安村　禮子

2061 11月8日 （水） 　千葉県生涯学校東葛飾学園江戸川校舎 　千葉県生涯大学校　東葛飾学園 　「ボケる生き方、ボケないい生き方」 安村　禮子

2062 11月8日 （水） 　たかの友梨エステティックアカデミー 　たかの友梨エステティックアカデミー 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2063 11月9日 （木） 　メルパルク 　株式会社　赤ちゃんとママ社 　「メトボリックシンドローム」 安村　禮子

2064 11月10日 （金） 　忠生市民センター　ホール 　町田市みどりクラブ連合会 　「健康講座　上手な病院の選び方・掛かり方 上原　道康

2065 11月11日 （土） 　北海道自治労会館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
鈴木真由美

2066 11月11日 （土） 　愛知県産業貿易館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

2067 11月14日 （火） 　埼玉北部ヤクルト  株式会社ヤクルト本社 　「ボケる生き方　ボケない生き方」 安村　禮子

2068 11月16日 （木） 　さいたま新都心合同庁舎 　人事院 　「健康寿命を延ばすために」 　安村　禮子

2069 11月16日 （木） 　福岡商工会議所 　資生堂ビューティーフーズ株式会社 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2070 11月16日 （木）   豊島区生活産業プラザ 　豊島区消費生活センター 　「食べ物の働き・食べる事の意味を知る」 大久保　幸子

2071 11月18日 （土） 　阪神ヤクルト販売株式会社 　阪神ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎



平成18年度　講演会

回 数 開　 催 　場 　所 団　　体　　名 講   話   の   内   容 講　師　名開催日

2072 11月18日 （土） 　宮崎ヤクルト販売株式会社 　宮崎ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 森田　哲郎

2073 11月18日 （土） 　武蔵丘短期大学 　武蔵丘短期大学 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
山本有香理

2074 11月19日 （日） 　大阪國民會館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

2075 11月19日 （日） 　AAホール 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2076 11月20日 （月） 　大阪市総合学習センター 　資生堂ビューティーフーズ株式会社 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2077 11月21日 （火） 　日本成人病予防協会 　資生堂ビューティーフーズ株式会社 　「予防医学の重要性」 金子　貴之

2078 11月22日 （水） 　愛知県青年会館 　資生堂ビューティーフーズ株式会社 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

2079 11月22日 （水） 　石川ヤクルト販売株式会社 　石川ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 森田　哲郎

2080 11月22日 （水） 　日体幼稚園 　学校法人　日本体育会　日体幼稚園 　「食育～集中力を養い　キレない子どもを育てる～」 山本有香理

2081 11月25日 （土） 　青森ヤクルト販売株式会社 　青森ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

2082 11月26日 （日） 　自治会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2083 11月28日 （火） 　ヤクルト本社　東北支店 　ヤクルト本社　東北支店 　「心と身体の健康管理」 森田　哲郎

2084 11月29日 （水） 　小田原女子短期大学 　小田原女子短期大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2085 12月1日 （金） 　目黒区立中央中学校 　目黒区立中央中学校ＰＴＡ連合会 　「子どもに教えられますか？食育のこと」 山本有香理

2086 12月2日 （土）   石川ヤクルト販売株式会社   石川ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 　安村　禮子

2087 12月2日 （土）   沖縄ヤクルト販売株式会社   沖縄ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 佐野　虎

2088 12月2日 （土）   青森ヤクルト販売株式会社   青森ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 渡辺　芳久

2089 12月3日 （日） 　札幌コンベンションセンター 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田 哲郎

2090 12月4日 （月） 　江東区亀戸老人福祉センター 　江東区自悠大学 　「明日は我が身？身近な疾患」 大久保　幸子

2091 12月7日 （木）   福島ヤクルト販売株式会社   福島ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 　安村　禮子
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2092 12月9日 （土） 　愛知県産業貿易館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2093 12月9日 （土） 　広島県立広島産業会館 　ヤクルト本社中四国支店 　「心と身体の健康管理」 森田 哲郎

2094 12月9日 （土） 　芦屋市民センター 　ＮＰＯ法人兵庫県健康管理士会 　「食育研修会」 橋本あゆみ

2095 12月10日 （日） 　阪神ヤクルト販売株式会社 　阪神ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 佐野　虎

2096 12月11日 （月）   航空自衛隊府中基地 　航空自衛隊府中基地 　「健康管理　」 　安村　禮子

2097 12月11日 （月） 　モチノキ薬品株式会社 　モチノキ薬品株式会社 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2098 12月12日 （火） 　ヤクルト本社　東北支店 　ヤクルト本社　東北支店 　「営業社員の健康教育」 渡辺　芳久

2099 12月13日 （水） 　アエル 　モチノキ薬品株式会社 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2100 12月14日 （木） 　日野市東光寺小学校　ランチルーム
　日野市東光寺小学校　からだ部会食育
部

　「カフェテリア給食への考察と食育の重要性について」 山本有香理

2101 12月15日 （金）  日本福祉教育専門学校   日本福祉教育専門学校 　「予防医学の重要性」 森田 哲郎

2102 12月16日 （土）   群馬ヤクルト販売株式会社   群馬ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 　安村　禮子

2103 12月16日 （土） 　宮崎ヤクルト販売株式会社 　宮崎ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 佐野　虎

2104 12月16日 （土） 　福岡朝日ビル 　株式会社ヤクルト本社　九州支店 　「営業社員の健康教育」 森田 哲郎

2105 12月16日 （土）   福島ヤクルト販売株式会社   福島ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 渡辺　芳久

2106 12月18日 （月） 　航空自衛隊府中基地 　航空自衛隊府中基地 　「健康管理」 　安村　禮子

2107 12月19日 （火） 　木更津商工会議所 　房総ヤクルト販売株式会社 　「あなたは大丈夫？メタボリックシンドローム」 　安村　禮子

2108 12月25日 （月） 　明和短期大学 　明和短期大学 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

2109 12月27日 （水） 　ヤクルト本社　宅配事業部 　ヤクルト本社 　「心と身体の健康管理」 森田 哲郎


