
平成16年度　講演会

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

1460 1月6日 （火） 　仙台 　ＪＡ仙台 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1461 1月7日 （水） 　彩の国生きがい大学　伊奈学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「自然治癒力を高めるために」 　安村　禮子

1462 1月14日 （水） 　彩の国生きがい大学　伊奈学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「高齢期の食生活」 大久保幸子

1463 1月17日 （土） 　東海学園大学短期大学部 　東海学園大学短期大学部 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1464 1月17日 （土） 　国際学院短期大学 　国際学院短期大学 　「予防医学の重要性」
大久保　幸子
傳川　雄一

1465 1月21日 （水） 　社団法人日本経営協会
埼玉県市議会第１区議長会議員研修
会

　「議員活動と健康管理」 　安村　禮子

1466 1月21日 （水） 　ホテル小暮　研修室 　川越市役所 　「退職後の身体の特徴と日頃の健康管理について」 大久保幸子

1467 1月21日 （水） 　日本成人病予防協会会議室 　松下電器産業株式会社 　「予防医学の重要性」
　　傳川　雄一
山本有香理

1468 1月24日 （土） 　株式会社ヤクルト本社 　株式会社ヤクルト本社 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1469 1月25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
山本有香理

1470 1月28日 （水） 　ポーラ本社 　ポーラ本社 　「栄養学の基礎」 安村　禮子

1471 1月30日 （金） 　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」 傳川　雄一

1472 1月31日 （土） 　昭和学院短期大学 　昭和学院短期大学 　「予防医学の重要性」 傳川　雄一

1473 2月2日 （月） 　植草学園短期大学   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1474 2月5日 （木） 　仙台 　ＪＡ仙台 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 安村　禮子

1475 2月14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」
傳川　雄一
山本有香理

1476 2月21日 （土） 　郡山市男女共同参画センター   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

1477 2月22日 （日） 　大阪社会福祉指導センター   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

1478 2月24日 （火） 　坂戸市立文化施設オルモ 　坂戸市社会福祉協議会 　「高齢期の身体の特徴と日頃の健康管理について」 　安村　禮子

1479 2月25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

1480 2月26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

1481 2月26日 （木） 　川口市消署体育館 　川口市消防本部 　「消防職員さんのための心身の健康管理」 　安村　禮子

1482 2月27日 （金） 　川口市消署体育館 　川口市消防本部 　「消防職員さんのための心身の健康管理」 　安村　禮子

開催日
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1483 2月28日 （土） 　株式会社ヤクルト本社 　株式会社ヤクルト本社 　「予防医学の重要性」 傳川　雄一

1484 3月1日 （月） 　福島 　ＪＡ福島 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 安村　禮子

1485 3月3日 （水） 　山形 　ＪＡ山形 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　安村　禮子

1486 3月5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」 傳川　雄一

1487 3月6日 （土） 　株式会社やまとや   日本成人病予防協会 　「これからの健康管理のあり方」 安村　禮子

1488 3月7日 （日） 　郡山市男女共同参画センター   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

1489 3月8日 （月） 　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

1490 2月25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

1491 3月14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
山本有香理

1492 3月19日 （金） 　真鶴町民センター機能回復訓練室 　真鶴市 　「健康でいられる人・いられない人の生活習慣」 　安村　禮子

1493 3月20日 （土） 　科学技術館   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　山本有香理
野村　幸司

1494 3月20日 （土） 　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」
森田　哲郎
大久保幸子

1495 3月21日 （日） 　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
大久保幸子

1496 3月21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」
安村　禮子
佐野　虎

1497 3月23日 （火）  ホテルサンバリー 　大分　ヤクルト 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
佐野　虎

1498 4月5日 （月）  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

1499 4月6日 （火）  伊勢崎市民プラザ 　関越ポーラ   ｢女性の健康と気血水｣ 安村　禮子

1500 4月6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」 　

1501 4月7日 （水） 　ハイブ長岡 　関越ポーラ   ｢女性の健康と気血水｣ 安村　禮子

1502 4月8日 （木） 　宇都宮教育会館 　関越ポーラ   ｢女性の健康と気血水｣ 安村　禮子

1503 4月8日 （木） 　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」 　

1504 4月10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」 傳川　雄一

1505 4月18日 （日） 　大阪國民會館 　日本成人病予防協会 　「ストレスの正体」 中川　晶
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1506 4月21日 （水） 　セントラルホテルフクオカ 　北九州ポーラ   ｢女性の健康と気血水｣ 安村　禮子

1507 4月25日 （日） 　高松市市民文化センター 　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

1508 5月8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

1509 5月11日 （火）  和歌山ビッグ愛 　大阪ポーラ   「成人病予防について」 　安村　禮子

1510 5月12日 （水） 　奈良商工会議所 　大阪ポーラ   「成人病予防について」 　安村　禮子

1511 5月13日 （木）  かずさアカデミアパーク   千葉ポーラ   「成人病予防と気血水」 　安村　禮子

1512 5月14日 （金）  ホテルサンガーデンららぽーと   千葉ポーラ   「未病と気血水」 　安村　禮子

1513 5月16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」
大久保　幸子
傳川　雄一

1514 5月17日 （月） 　福島 　ＪＡ福島 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1515 5月19日 （水） 　福島 　ＪＡ福島 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1516 5月20日 （木）  メルパルク大阪 　大阪ポーラ   「成人病予防について」 　安村　禮子

1517 5月23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

1518 5月23日 （日）  科学技術館  日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1519 5月24日 （月）  京都社会福祉会館 　大阪ポーラ   「成人病予防について」 　安村　禮子

1520 5月25日 （火）  赤羽会館  北区赤羽保健センター 　「大腸がんの予防と早期発見」 　安村　禮子

1521 5月26日 （水）  群馬ヤクルト  群馬ヤクルト 　「生活習慣病とは」 　安村　禮子

1522 5月30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」
大久保　幸子
野村　幸司

1523 5月30日 （日）  エルおおさか  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

1524 6月2日 （水） 　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」
  金子　貴之
大久保幸子

1525 6月4日 （金） 　静岡商工会議所 　静岡ポーラ 　「生活習慣病と女性の病気」 　安村　禮子

1526 6月5日 （木） 　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
大久保幸子

1527 6月8日 （火） 　農林水産省 　農林水産省　生産統計課 　「オフィス内でできる簡単な体操」 　安村　禮子

1528 6月9日 （水） 　東浦和プラザイースト 　シニアユニバーシティー 　「高齢者の健康」 　安村　禮子

1529 6月13日 （日） 　大阪社会福祉指導センター 　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
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1530 6月15日 （火）   北浦和ふれあい館 　シニアユニバーシティー 　「高齢者の健康」 　安村　禮子

1531 6月18日 （金）   鎌ヶ谷市北部公民館   鎌ヶ谷市北部公民館 　「こころとからだの不思議な関係」 　安村　禮子

1532 6月19日 （土）   北日本ポーラ   北日本ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1533 6月20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
森田哲郎
山本有香理
野村幸司

1534 7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」
山本有香理
野村　幸司

1535 7月4日 （日） 　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」
佐野　虎
大久保　幸子

1536 7月10日 （土） 　浦添市社会福祉センター 　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

1537 7月11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
山本有香理

1538 7月12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 　「食事と健康」 大久保幸子

1539 7月15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

1540 7月22日 （木） 　小田原市社会福祉センター 　（財）神奈川県老人クラブ連合会 　「生活習慣病と健康」 大久保幸子

1541 7月24日 （土） 　福岡プラザ 　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

1542 7月25日 （日） 　浦添市社会福祉センター 　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

1543 7月26日 （月） 　純真女子短期大学   純真女子短期大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1544 7月28日 （水） 　東日本整体学院 　東日本整体学院   「予防医学の重要性」
金子　貴之
山本有香理

1545 8月1日 （日） 　石川県白峰村森林館 　石川県白峰村社会福祉協議会 　「心身の健康づくりと生きがいづくり」 　安村　禮子

1546 8月20日 （金） 　船橋塚田公民館 　船橋塚田生活学校   「私達の健康と薬について」 　安村　禮子

1547 8月22日 （日） 　福岡県中小企業振興センター 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
佐野　虎

1548 8月25日 （水） 　社団法人　日本経営協会 　社団法人　日本経営協会 　「健康でいられる人、いられない人の生活習慣とは？」 　安村　禮子

1549 8月26日 （木） 　社団法人　日本経営協会　東久留米市 　社団法人　日本経営協会 　「働き盛りの体の動きと生活習慣病の知識」 　安村　禮子

1550 8月29日 （日） 　宮城県民会館 　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

1551 9月4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
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1552 9月5日 （日） 　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
山本有香理

1553 9月9日 （木） 　千葉ポーラ 　ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1554 9月9日 （木）   群馬ヤクルト 　群馬ヤクルト 　「食品添加物　知って安心！4つのキーワード」 山本有香理

1555 9月9日 （木）   群馬ヤクルト   群馬ヤクルト 　「倹約遺伝子とダイエット」 　大久保幸子

1556 9月11日 （土）   日本成人病予防協会 　株式会社　クラリス 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

1557 9月12日 （日）   雄物川コミュニティーセンター   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　山本有香理
野村　幸司

1558 9月13日 （月） 　彩の国生きがい大学　鷲の宮学園 　財団法人　いきいき埼玉   「心と身体の健康管理」 　安村　禮子

1559 9月16日 （木） 　ヤクルト　東京中央 　ヤクルト　東京中央 　「生活習慣総点検」 　安村　禮子

1560 9月17日 （金） 　ヤクルト　東京中央 　ヤクルト　東京中央 　「生活習慣総点検」 　安村　禮子

1561 9月18日 （土） 　ヤクルト　東京中央 　ヤクルト　東京中央 　「生活習慣総点検」 　安村　禮子

1562 9月19日 （日） 　彩の国生きがい大学　所沢学園 　財団法人　いきいき埼玉   「心と身体の健康管理」 　安村　禮子

1563 9月19日 （日） 　月島区民館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡部　哲郎

1564 9月19日 （日） 　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
山本有香理

1565 9月20日 （月） 　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

1566 9月20日 （月） 　みやこめっせ 　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

1567 9月26日 （日） 　日本青年館 　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

1568 9月28日 （火） 　ヤクルト　東京中央 　ヤクルト　東京中央 　「生活習慣総点検」 　安村　禮子

1569 10月1日 （金） 　神奈川県民センター 　（社）神奈川県専修学校各種学校協会 　「7つの健康改革について」 　安村　禮子

1570 10月3日 （日） 　長野県男女共同参画センター 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

1571 10月8日 （金） 　ホテル　グリーンタワー幕張 　千葉ポーラ   「成人病予防と気血水」 　安村　禮子

1572 10月12日 （火） 　山形 　ＪＡ山形 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1573 10月13日 （水） 　福島 　ＪＡ福島 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1574 10月16日 （土） 　いわき消防センター 　福島県健康管理士会 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子
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1575 10月27日 （水）   群馬ヤクルト 　群馬ヤクルト 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1576 10月28日 （木）   町田市みどりクラブ連合会   町田市みどりクラブ連合会 　「正しい薬の使い方と健康管理について」 　安村　禮子

1577 10月29日 （金） 　郡山市男女共同参画センター 　福島県健康管理士会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
橋本　あゆみ

1578 10月31日 （日） 　総合学習センター   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

1579 10月31日 （日） 　石岡市　府中地区公民館   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　佐野　虎
渡辺　芳久

1580 11月3日 （水） 　㈱鳳友産業 　㈱鳳友産業 　「健康でいられる人・いられない人の生活習慣」 安村　禮子

1581 11月6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 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
佐野　虎

1582 11月7日 （日） 　工学院大学 　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

1583 11月7日 （日） 　機械振興会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 野村　幸司

1584 11月7日 （日） 　予防協会会議室 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　佐野　虎
橋本あゆみ

1585 11月7日 （日） 　㈱鳳友産業 　㈱鳳友産業 　「健康でいられる人・いられない人の生活習慣」 安村　禮子

1586 11月8日 （月） 　グリーンホテル 　千葉ポーラ   「成人病予防と気血水」 　安村　禮子

1587 11月8日 （月） 　町田市忠生市民センター 　町田市みどりクラブ連合会 　「骨粗鬆症の予防と対策」 山本有香理

1588 11月9日 （火） 　柏市民ホール 　千葉ポーラ   「成人病予防と気血水」 　安村　禮子

1589 11月10日 （水） 　成田市民ホール 　成田ポーラ   「成人病予防と気血水」 　安村　禮子

1590 11月11日 （木） 　ニューフジヤホテル 　ポーラ本社 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1591 11月12日 （金） 　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 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

1592 11月13日 （土） 　鹿児島東部ヤクルト販売株式会社 　鹿児島東部ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

1593 11月13日 （土） 　安芸ヤクルト販売株式会社 　安芸ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」
　大久保幸子
野村　幸司

1594 11月14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
大久保　幸子

1595 11月14日 （日） 　足立区勤労福祉会館 　東京都産業労働局 　「高齢期に適した食生活」 山本有香理

1596 11月15日 （月） 　エクシブ初島 　福島県健康管理士会 　「女性の体のなりたち」 　安村　禮子

1597 11月17日 （水） 　白岡町コミュニティーセンター 　白岡町老人クラブ連合会 　「今すぐできる健康法」 山本有香理
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1598 11月20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 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保　幸子

1599 11月20日 （土） 　岡山ヤクルト販売株式会社 　岡山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

1600 11月21日 （日） 　日本青年館ホテル 　日本成人病予防協会 　「ストレス正体」 　中川　晶

1601 11月22日 （月） 　仙台 　ＪＡ仙台 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1602 11月26日 （金） 　田浦海上自衛隊 　田浦海上自衛隊 　「健康管理」 　安村　禮子

1603 11月26日 （金） 　岩手ヤクルト販売株式会社 　岩手ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保　幸子

1604 11月27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 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
佐野　虎

1605 11月28日 （日） 　桜華会館 　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

1606 11月22日 （月） 　夏井川防災センター 　福島県健康管理士会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1607 11月22日 （月） 　郡山市男女共同参画センター 　福島県健康管理士会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
大久保幸子

1608 12月1日 （水） 　ポーラ（成田） 　千葉ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1609 12月2日 （木） 　ポーラ（館山） 　千葉ポーラ 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1610 12月2日 （木） 　町田市なるせ駅前市民センター 　町田市みどりクラブ連合会 　「骨粗鬆症の予防と対策」 山本有香理

1611 12月3日 （金） 　郡山市男女共同参画センター 　福島県健康管理士会 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1612 12月4日 （土） 　三多摩労働会館 　全労済東京都本部 　「健康でいられる人・いられない人の生活習慣」 　安村　禮子

1613 12月4日 （土） 　株式会社ヤクルト本社福岡支店 　株式会社ヤクルト本社福岡支店 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保　幸子

1614 12月4日 （土） 　釧路ヤクルト販売株式会社 　釧路ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
橋本あゆみ

1615 12月4日 （土） 　岡山ヤクルト販売株式会社 　岡山ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」
　山本有香理
野村　幸司

1616 12月5日 （日）   道特会館   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

1617 12月5日 （日） 　札幌ヤクルト販売株式会社 　札幌ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保　幸子

1618 12月5日 （日） 　カザマホール   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　山本有香理
野村　幸司

1619 12月7日 （火） 　郡山市男女共同参画センター 　福島県健康管理士会 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子
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1620 12月8日 （水） 　さいたま新都心合同庁舎 　人事院関東事務局 　「高齢者の健康管理」 　安村　禮子

1621 12月8日 （水） 　岩手ヤクルト販売株式会社 　岩手ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
橋本あゆみ

1622 12月9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 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
橋本あゆみ

1623 12月10日 （金） 　郡山市男女共同参画センター 　福島県健康管理士会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
森田　哲郎

1624 12月10日 （金） 　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 　「予防医学の重要性」
　山本有香理
渡辺　芳久

1625 12月11日 （土） 　鹿児島東部ヤクルト販売株式会社 　鹿児島東部ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」
　山本有香理
渡辺　芳久

1626 12月11日 （土） 　夏井川防災センター 　福島県健康管理士会 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

1627 12月11日 （土） 　安芸ヤクルト販売株式会社 　安芸ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保　幸子

1628 12月12日 （日） 　桜華会館   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

1629 12月15日 （水） 　仙台 　ＪＡ仙台 　「予防医学の重要性」 　安村　禮子

1630 12月24日 （金） 　株式会社　日本セーラ   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
森田　哲郎

1631 12月18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 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
山本有香理

1632 12月24日 （金） 　明和学園短期大学   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

1633 12月25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 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
佐野　虎

1634 12月27日 （月） 　株式会社ヤクルト本社 　株式会社ヤクルト本社 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
佐野　虎


