
平成15年度　講演会

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

1263 1月17日 （金）   栃木   JA栃木  　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 安村　禮子

1264 1月19日 （日）   札幌市生涯学習センター　ちえりあ   日本成人病予防協会  　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1265 1月19日 （日）   札幌市生涯学習センター　ちえりあ   北海道健康管理士会 　「生活習慣病予防の大切さ」 安村　禮子

1266 1月19日 （日）   広島市中小企業会館   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

1267 1月21日 （火）   ホテル小暮　研修室   川越市役所 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1268 1月21日 （火）   鳩ヶ谷市立福祉センター   鳩ヶ谷市立福祉センター 　「音楽　その不思議な力」 高橋　和子

1269 1月23日 （木）   松下電器産業株式会社   松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1270 1月24日 （金）   松下電器産業株式会社   松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1271 1月25日 （土）   港南文化センター   神奈川県生きがいづくり財団 　「中高年のための健康管理」 安村　禮子

1272 1月26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」
佐野　虎
大久保幸子

1273 1月26日 （日）   東京都障害者福祉会館   東京都中途失聴難聴者 　「寝たきりにならないための予防　～ボケ防止～　」 吉田　秀明

1274 1月28日 （火）   植草学園短期大学   植草学園短期大学 　「予防医学の重要性」
大久保　幸子
傳川　雄一

1275 1月30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」 傳川　雄一

1276 2月1日 （土）   熊谷   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
傳川　雄一
山本有香理

1277 2月2日 （日）   仙台市太白区文化センター   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
大久保幸子

1278 2月4日 （火）   日本成人病予防協会   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
傳川　雄一

1279 2月6日 （木）   鳩ヶ谷市立福祉センター   鳩ヶ谷市立福祉センター 　「日頃の健康管理のあり方」 安村　禮子

1280 2月6日 （木）   財団法人いきいき埼玉   財団法人いきいき埼玉 　「高齢期の食生活」 大久保幸子

1281 2月8日 （土）   群馬ヤクルト   群馬ヤクルト 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1282 2月12日 （水）   財団法人いきいき埼玉 　財団法人いきいき埼玉 　「青少年の非行とその背景」 木曽　長

1283 2月13日 （木）   国際学院短期大学 　国際学院短期大学 　「予防医学の重要性」

安村　禮子
大久保幸子
傳川　雄一
山本有香理

1284 2月13日 （木）   財団法人いきいき埼玉 　財団法人いきいき埼玉 　「自然治癒力について」 安村　禮子

開催日
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1285 2月16日 （日）   ウィルあいち 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　　傳川　雄一
山本有香理

1286 2月20日 （木）   入間市役所 　入間市役所 　「高齢期の健康管理」 安村　禮子

1287 2月21日 （金）   純真女子短期大学 　純真女子短期大学 　「予防医学の重要性」
　　傳川　雄一
山本有香理

1288 2月23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
大久保幸子

1289 2月24日 （月）   電通健康保険組合・電通テック 　電通健康保険組合・電通テック 　「生習慣予防セミナー　糖尿病予防」 大久保幸子

1290 2月24日 （月）   東海学園短期大学 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 　傳川　雄一

1291 2月25日 （火）   電通健康保険組合・電通テック 　電通健康保険組合・電通テック 　「生習慣予防セミナー　高血圧予防」 大久保幸子

1292 2月26日 （水）   電通健康保険組合・電通テック 　電通健康保険組合・電通テック 　「生習慣予防セミナー　肥満予防」 大久保幸子

1293 2月26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」 　傳川　雄一

1294 2月27日 （木）   春日部市福祉センター 　春日部市福祉センター 　「高齢期の病気の予防について」 安村　禮子

1295 3月1日 （土） 　曳舟文化センター 　全労災東部支所 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1296 3月6日 （木） 　夙川学院短期大学 　夙川学院短期大学 　「予防医学の重要性」
　傳川　雄一
山本有香理

1297 3月7日 （金）   松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1298 3月11日 （火） 　福岡ポーラ 　福岡ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1299 3月12日 （水） 　山形 　ＪＡ山形 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1300 3月13日 （木） 　蓮田市役所 　社団法人日本経営協会 　「健康改革と7つのテーマ」 　安村　禮子

1301 3月16日 （日） 　大阪　國民会館 　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

1302 3月16日 （日） 　秋田 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　傳川　雄一
山本有香理

1303 3月17日 （月） 　四国ポーラ 　四国ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1304 3月19日 （水） 　長野ポーラ 　長野ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1305 3月19日 （水） 　長野ポーラ 　長野ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1306 3月21日 （金） 　明治薬科大学 日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
佐野　虎

1307 3月21日 （金） 　ホテルニュー京都 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



平成15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

1308 3月21日 （金） 　愛知県中小企業センター 日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　傳川　雄一
山本有香理

1309 3月23日 （日） 　福岡朝日ビル 日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保幸子

1310 3月23日 （日） 　札幌市生涯学習センター　ちえりあ 日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　傳川　雄一
山本有香理

1311 3月24日 （月）   株式会社　ヤクルト本社　関東支店  株式会社　ヤクルト本社　関東支店 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1312 4月2日 （水） 　仙台 　JA仙台 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1313 4月5日 （土） 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1314 4月7日 （月） 　常磐ホテル 　西東京ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1315 4月9日 （水）   株式会社　ヤクルト本社　関東支店  株式会社　ヤクルト本社　関東支店 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1316 4月10日 （木） 　仙台 　JA仙台 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1317 4月15日 （火） 　セントラルホテルフクオカ 　北九州ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1318 4月17日 （木） 　ポーラビル 　名古屋ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1319 4月18日 （金） 　千歳分化センター 　北海道ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1320 4月19日 （土） 　群馬ヤクルト 　群馬ヤクルト 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子

1321 4月19日 （土） 　曳舟分化センター 　全労災東部支所 　「介護問題を考える」 　千賀　芳枝

1322 4月20日 （日） 　TOCホール 日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保幸子

1323 4月20日 （日） 　大阪市立中央青年センター 日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

1324 4月21日 （月） 　武蔵野商工会館 　西東京ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1325 4月21日 （月）   株式会社　ヤクルト本社　関東支店  株式会社　ヤクルト本社　関東支店 　「予防医学の重要性」
大久保幸子
高橋　友紀

1326 4月23日 （水） 　富士ロゼシアター 　静岡ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1327 4月24日 （木） 　松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1328 4月25日 （金） 　松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子
高橋　友紀

1329 4月26日 （土） 　日本メナード化粧品株式会社 　日本メナード化粧品株式会社 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1330 5月7日 （水）   株式会社　ヤクルト本社　関東支店   株式会社　ヤクルト本社　関東支店 　「予防医学の重要性」
大久保幸子
高橋　友紀
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1331 5月9日 （金）   鳩ヶ谷市福祉センター  鳩ヶ谷市福祉センター 　 「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　① 加藤　道子

1332 5月10日 （土） 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　「予防医学の重要性」 　高橋　友紀

1333 5月12日 （月）  京都社会福祉會館  大阪ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1334 5月13日 （火）  和歌山ビッグ愛 　大阪ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1335 5月14日 （水）  メルパルクＯＳＡＫＡ 　大阪ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1336 5月23日 （金）   鳩ヶ谷市福祉センター  鳩ヶ谷市福祉センター  「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　② 加藤　道子

1337 5月24日 （土）  小平市立上宿公民館  小平市立上宿公民館   「中年世代からの心とからだの健康」 　安村　禮子

1338 5月25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
大久保幸子

1339 5月26日 （月）  日本成人病予防協会 日本成人病予防協会 　「真の健康とは」 　安村　禮子

1340 5月28日 （水）  東浦和プラザイースト  さいたまシニア大学大学院 　「心と身体の健康管理」 　高橋　友紀

1341 5月29日 （木）  北浦和ふれあい館  さいたまシニア大学大学院 　「心と身体の健康管理」 　高橋　友紀

1342 6月3日 （火） 　福島 　JA福島 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1343 6月4日 （水） 　坂戸市立千代田公民館 　坂戸市立千代田公民館 　「高齢期の身体の特徴と日頃の健康管理」 　安村　禮子

1344 6月6日 （金） 　鎌ヶ谷市北部公民館 　鎌ヶ谷市北部公民館 　「すこやかな生活を送るために」 　安村　禮子

1345 6月7日 （土） 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　「予防医学の重要性」 　大久保　幸子

1346 6月9日 （月） 　株式会社ヤクルト関東支店 　株式会社ヤクルト関東支店 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1347 6月10日 （木） 　仙台 　ＪＡ仙台 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1348 6月11日 （水）   東浦和プラザイースト   さいたまシニア大学大学院 　「高齢期の健康管理」 　安村　禮子

1349 6月12日 （木）   北浦和ふれあい館   さいたまシニア大学大学院 　「高齢期の健康管理」 　安村　禮子

1350 6月13日 （金）   鳩ヶ谷市福祉センター   鳩ヶ谷市福祉センター   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　③ 加藤　道子

1351 6月14日 （土）   カネボウセモア株式会社 　カネボウセモア株式会社   「予防医学の重要性」
森田　哲郎
大久保幸子

1352 6月15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
山本有香理

1353 6月17日 （火） 　株式会社ヤクルト関東支店 　株式会社ヤクルト関東支店 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1354 6月19日 （木） 　日本成人病予防協会 　松下電器産業株式会社   「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子
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1355 6月20日 （金） 　日本成人病予防協会 　松下電器産業株式会社   「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1356 6月25日 （水） 　海上自衛隊補給本部 　社団法人日本経営協会 　「健康管理　～健康改革と7つのテーマ～」 　安村　禮子

1357 6月27日 （金）   鳩ヶ谷市福祉センター  鳩ヶ谷市福祉センター   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　④ 加藤　道子

1358 6月27日 （金） 　町田市健康福祉会館 　町田市みどりクラブ連合会   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」 今井喜久子

1359 7月5日 （土） 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　ハンズカイロプラクティスカレッジ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1360 7月6日 （日） 　日本成人病予防協会　会議室 日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
傳川　雄一

1361 7月6日 （日）  日本成人病予防協会 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

1362 7月11日 （金） 　志木 　東上ガス 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1363 7月11日 （金） 　彩の国すこやかプラザ 　埼玉県老人クラブ連合会 　「日頃の健康管理」 山本有香理

1364 7月11日 （金）   鳩ヶ谷市福祉センター   鳩ヶ谷市福祉センター   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　⑤ 今井喜久子

1365 7月13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」
森田　哲郎
大久保　幸子

1366 7月15日 （火） 　松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1367 7月17日 （木） 　松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1368 7月25日 （金）   鳩ヶ谷市福祉センター   鳩ヶ谷市福祉センター   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　⑥ 今井喜久子

1369 7月23日 （水） 　仙台 　JA仙台 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1370 7月25日 （金）   鳩ヶ谷市福祉センター   鳩ヶ谷市福祉センター   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　⑥ 今井喜久子

1371 7月29日 （火） 　南市民センター 　町田市みどりクラブ連合会 　「こころとからだの健康管理」 　高橋　友紀

1372 7月30日 （水） 　純真女子短期大学   純真女子短期大学 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1373 8月2日 （土） 　群馬ヤクルト 　群馬ヤクルト 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1374 8月12日 （火） 　仙台 　ＪＡ仙台 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1375 8月8日 （金） 　日本成人病予防協会 　松下電器産業株式会社   「予防医学の重要性」
山本有香理
高橋　友紀

1376 8月8日 （金）   鳩ヶ谷市福祉センター   鳩ヶ谷市福祉センター   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　⑦ 今井喜久子

1377 8月11日 （月） 　盛岡 　北日本ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1378 8月18日 （月） 　大曲職業訓練センター 　北日本ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子



平成15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

1379 8月8日 （金）   鳩ヶ谷市福祉センター   鳩ヶ谷市福祉センター   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　⑦ 今井喜久子

1380 8月23日 （土） 　日本成人病予防協会 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
山本有香理

1381 8月28日 （木） 　松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社   「予防医学の重要性」
安村　禮子
高橋　友紀

1382 8月28日 （木） 　資生堂アメニティーグッズ株式会社 　資生堂アメニティーグッズ株式会社   「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1383 8月29日 （金） 　松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社   「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1384 9月6日 （土） 　群馬ヤクルト 　群馬ヤクルト 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子

1385 9月7日 （日） 　全逓會館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子

1386 9月8日 （月） 　松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社 　「健康でいられる人といられない人の生活習慣」 　安村　禮子

1387 9月9日 （火） 　サンルート香川 　四国ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1388 9月10日 （水） 　山内会館 　四国ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1389 9月11日 （木） 　松山市内 　四国ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1390 9月10日 （火） 　栃木 　JA栃木 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1391 9月12日 （金）   日本成人病予防協会 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」
　山本有香理
高橋　友紀

1392 9月12日 （金） 　鳩ヶ谷市福祉センター   鳩ヶ谷市福祉センター   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　⑨ 今井喜久子

1393 9月19日 （金） 　湯河原厚生年金会館 　全国生協役職員福祉推進協議会 　「中高年の健康管理」 　安村　禮子

1394 9月20日 （土） 　ヤクルト　金沢 　ヤクルト　金沢 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1395 9月20日 （土） 　ヤクルト　西部支社 　ヤクルト　東部・西部支社 　「予防医学の重要性」
　大久保幸子
高橋　友紀

1396 9月21日 （日） 　明治薬科大学 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
金子　貴之

1397 9月21日 （金） 　ホテルニュー京都 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

1398 9月23日 （火） 　名古屋中小企業センター 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
大久保幸子

1399 9月23日 （火） 　福岡朝日ビル 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
佐野　虎

1400 9月26日 （金） 　鳩ヶ谷市福祉センター   鳩ヶ谷市福祉センター   「腰・膝・肘の痛みを防ぐ」　⑩ 今井喜久子



平成15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

1401 9月28日 （日） 　工学院大学 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　山本有香理
高橋　友紀

1402 9月29日 （月） 　大和市保健福祉センター 　財団法人　神奈川県老人クラブ連合会 　「生活習慣病と健康①」 　安村　禮子

1403 10月2日 （木） 　中央東京ヤクルト販売会社　城南支社 　中央東京ヤクルト販売会社　城南支社 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子

1404 10月4日 （土） 　中央東京ヤクルト販売会社　世田谷支社
　中央東京ヤクルト販売会社　世田谷支
社

　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子

1405 10月4日 （土） 　大手町サンケイプラザ 　東京都臨床整形外科医会 　「転ばぬ先の杖、転んだ後の知恵」 　今井喜久子

1406 10月6日 （月） 　農林水産省　大臣官房厚生課 　農林水産省　大臣官房厚生課
　「スリムになって健康に　～やせたい人のためのダイエット講
座」

　安村　禮子
大久保幸子
今井喜久子

1407 10月7日 （火） 　北浦和ふれあい館 　さいたま市シニアユニバーシティ 　「まっとうしませんか！ピンコロ人生」 金岡　健二

1408 10月14日 （火） 　彩の国生きがい大学　大宮学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「食事と健康」 大久保幸子

1409 10月15日 （水） 　上三川町中央公民館 　上三川町中央公民館 　「食事とバランス　今、人はなぜキレル　」 大久保幸子

1410 10月15日 （水） 　大宮ジャック 　さいたま市シニアユニバーシティ 　「まっとうしませんか！ピンコロ人生」 金岡　健二

1411 10月16日 （木） 　彩の国生きがい大学　川越学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「食事と健康」 大久保幸子

1412 10月16日 （木） 　大宮ふれあい福祉センター 　さいたま市シニアユニバーシティ 　「まっとうしませんか！ピンコロ人生」 金岡　健二

1413 10月16日 （木） 　彩の国生きがい大学　伊奈学園 　財団法人　神奈川県老人クラブ連合会 　「生活習慣病と健康②」 　安村　禮子

1414 10月17日 （金） 　大和市保健福祉センター 　財団法人　神奈川県老人クラブ連合会 　「生活習慣病と健康②」 　安村　禮子

1415 10月17日 （金） 　彩の国生きがい大学　春日部学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「食事と健康」 山本有香理

1416 10月17日 （金） 　松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」
　大久保幸子
高橋　友紀

1417 10月18日 （土） 　中央東京ヤクルト販売会社　西部支社
　中央東京ヤクルト販売会社　東・西部支
社

　「予防医学の重要性」
安村　禮子
山本有香理

1418 10月19日 （日） 　日本成人病予防協会 　長野県男女共同参画センター 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1419 10月19日 （日） 　日本成人病予防協会 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
山本有香理

1420 10月19日 （日） 　日本成人病予防協会 　長野県男女共同参画センター 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
大久保幸子

1421 10月22日 （水） 　北本市老人クラブ連合会 　北本市文化センター 　「ボケる生き方、ボケない生き方」 　安村　禮子

1422 10月22日 （水）   日本成人病予防協会 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」 傳川　雄一

1423 10月23日 （木）   日本成人病予防協会 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子
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回 数 開　 催 　場 　所 団　　体　　名 講   話   の   内   容 講　師　名開催日

1424 10月25日 （土）   日本成人病予防協会 　大阪社会福祉指導センター 　「ストレスコントロール法」 高橋　友紀

1425 10月25日 （土） 　群馬ヤクルト 　群馬ヤクルト 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1426 10月26日 （日）   日本成人病予防協会 　國民會館 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子

1427 10月26日 （日）   日本成人病予防協会 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

1428 11月1日 （土） 　中央東京ヤクルト販売会社　世田谷支社
　中央東京ヤクルト販売会社　世田谷支
社

　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
山本有香理

1429 11月1日 （土） 　山本整体医院 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1430 11月2日 （日） 　札幌ヤクルト販売株式会社 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
佐野　虎

1431 11月3日 （月） 　ＴＯＣホール 　日本配置薬株式会社 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1432 11月5日 （水） 　パシフィコ横浜 　ＪＵＫＩ株式会社 　「生活習慣病の予防と健康管理」 　安村　禮子

1433 11月5日 （水） 　ホテルニュー神田 　東京都下水道サービス株式会社 　「60歳代からの健康管理」
　大久保幸子
高橋　友紀

1434 11月5日 （水） 　中央東京ヤクルト販売会社　城南支社 　中央東京ヤクルト販売会社　城南支社 　「予防医学の重要性」
　傳川　雄一
山本有香理

1435 11月9日 （日）   福岡アスクビル   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1436 11月9日 （日） 　石川県女性センター   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

1437 11月10日 （月） 　仙台 　ＪＡ仙台 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1438 11月14日 （金） 　北海道ポーラ 　北海道ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1439 11月16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
山本有香理

1440 11月16日 （日）   桜華会館   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子

1441 11月17日 （月） 　ホテルニュー神田 　東京都下水道サービス株式会社 　「60歳代からの健康管理」
　大久保幸子
高橋　友紀

1442 11月20日 （木） 　三八教育会館 　北日本ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1443 11月20日 （木） 　ホテル東陽 　東京都下水道サービス株式会社 　「60歳代からの健康管理」
　大久保幸子
高橋　友紀

1444 11月21日 （金） 　はまなす会館 　北日本ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1445 11月21日 （金） 　ホテルニュー神田 　東京都下水道サービス株式会社 　「60歳代からの健康管理」
　大久保幸子
高橋　友紀



平成15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

1446 11月22日 （土） 　曳舟文化センター 　全労災東部支所 　「あなたの内臓年齢は何歳ですか？？」 　安村　禮子

1447 11月29日 （土） 　広島東急イン 　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

1448 11月30日 （日） 　秋田県生涯学習センター 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　傳川　雄一
山本有香理

1449 12月2日 （火） 　彩の国生きがい大学　大宮学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「心と身体の健康管理」 　安村　禮子

1450 12月4日 （木） 　彩の国生きがい大学　川越学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「心と身体の健康管理」 　安村　禮子

1451 12月5日 （金） 　彩の国生きがい大学　春日部学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「心と身体の健康管理」 　安村　禮子

1452 12月7日 （日） 　ＴＯＣホール 　日本配置薬株式会社 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子

1453 12月7日 （日） 　東京都人権プラザ 　産業労働局 　「高齢期における食生活」 上原　道康

1454 12月8日 （月） 　彩の国生きがい大学　鷲宮学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「心と身体の健康管理」 　安村　禮子

1455 12月12日 （金） 　松下電器産業株式会社 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」
大久保幸子
傳川　雄一

1456 12月13日 （土） 　パルメイト出雲 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1457 12月13日 （土）   アップルスポーツカレッジ   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
大久保幸子
傳川　雄一

1458 12月13日 （土） 　鎌ヶ谷市東部学習センター 　鎌ヶ谷市東部学習センター 　「アルツハイマー型痴呆症について」 金岡　健二

1459 12月14日 （日） 　全逓会館   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
大久保幸子


