
平成20年度　講演会

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

2375 1月5日 （土） 　東海学園大学 　東海学園大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2376 1月12日 （土） 　東京海洋大学 　ヤクルト本社東京支店 　「心と身体の健康管理」
森田哲郎
鈴木真由美

2377 1月12日 （土） 　西静岡ヤクルト 　西静岡ヤクルト 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

2378 1月12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 　「営業社員の健康教育」 大久保幸子

2379 1月12日 （土） 　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」 渡辺　芳久

2380 1月16日 （水） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」
安村　禮子
前山　雄次

2381 1月17日 （木） 　日本医協ビル 　日本成人病予防協会 　「子どもイキイキ食育指導講習会」 手塚　幸子

2382 1月18日 （金） 　大阪国際大学 　大阪国際大学 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
森本華世

2383 1月19日 （土）   愛媛東部ヤクルト販売株式会社   愛媛東部ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

2384 1月19日 （土） 　和歌山ヤクルト販売株式会社 　和歌山ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 森田　哲郎

2385 1月19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」 渡辺　芳久

2386 1月19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

2387 1月20日 （日） 　明治大学 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」

　　安村　禮子
佐野　虎
大久保幸子
鈴木真由美

2388 1月20日 （日） 　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」 渡辺　芳久

2389 1月20日 （日） 　下松会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2390 1月22日 （火） 　株式会社ヤクルト本社 　株式会社ヤクルト本社 　「営業社員の健康教育」 安村　禮子

2391 1月23日 （水） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」
安村　禮子
前山　雄次

2392 1月24日 （木） 　日本医協ビル 　日本成人病予防協会 　「子どもイキイキ食育指導講習会」 手塚　幸子

2393 1月26日 （土） 　長岡ヤクルト販売株式会社 　長岡ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

開催日
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2394 1月26日 （土） 　山口県東部ヤクルト販売株式会社 　山口県東部ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 森田　哲郎

2395 1月26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」
渡辺　芳久
山本有香理

2396 1月27日 （日） 　南信ヤクルト販売株式会社 　南信ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」
大久保幸子
池北　淳

2397 1月27日 （日） 　つくばビジネスカレッジ専門学校 　つくばビジネスカレッジ専門学校 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2398 1月29日 （火） 　三鷹市西社会教育会館 　三鷹市西社会教育会館 　「病気を予防する食事の取り方」 大久保　幸子

2399 1月31日 （木） 　台東区立金竜小学校 　台東区立金竜小学校 　「子どもの生活リズムと生活習慣病予防」 田中　満恵

2400 1月31日 （木） 　墨田区 　墨田区老人クラブ連合会 　「高齢者の筋力トレーニング」 前山　雄次

2401 1月31日 （木） 　日本医協ビル 　日本成人病予防協会 　「子どもイキイキ食育指導講習会」 手塚　幸子

2402 2月1日 （金）  千代田区立お茶の水小学校 　千代田区立お茶の水小学校 　「食べ物と心」 上原　道康

2403 2月2日 （土）   愛媛東部ヤクルト販売株式会社   愛媛東部ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 渡辺　芳久

2404 2月3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

2405 2月6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
森本　華世

2406 2月7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」
安村　禮子
森本　華世

2407 2月7日 （木） 　日本医協第1ビル 　日本成人病予防協会 　「東京都食育推進事業　子どもイキイキ食育指導講習会」 手塚　幸子

2408 2月8日 （金） 　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
前山　雄次

2409 2月8日 （金） 　経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2410 2月9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 　「心と身体の健康管理」 安村　禮子

2411 2月9日 （土） 　西静岡ヤクルト販売株式会社 　西静岡ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 森田　哲郎

2412 2月9日 （土） 　東京海洋大学 　ヤクルト本社東京支店 　「営業社員の健康教育」
渡辺　芳久
前山　雄次

2413 2月10日 （日） 　四天王寺国際仏教大学短期大学部 　四天王寺国際仏教大学短期大学部 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎
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2414 2月12日 （火） 　長野女子短期大学 　長野女子短期大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2415 2月13日 （水） 　田浦海上自衛隊 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2416 2月14日 （木） 　日本医協第1ビル 　日本成人病予防協会 　「東京都食育推進事業　子どもイキイキ食育指導講習会」 手塚　幸子

2417 2月17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
渡辺　芳久

2418 2月19日 （火） 　サンロード津田沼 　習志野市市民経済部商工振興課 　「メタボリック症候群について」 青木　功夫

2419 2月20日 （水） 　航空自衛隊　府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」
安村　禮子
前山　雄次

2420 2月21日 （木） 　日本医協第1ビル 　日本成人病予防協会 　「東京都食育推進事業　子どもイキイキ食育指導講習会」 手塚　幸子

2421 2月22日 （金） 　江東区立元加賀小学校 　江東区立元加賀小学校 　「早寝早起き朝ごはん」 上原　道康

2422 2月23日 （土） 　長岡ヤクルト販売株式会社 　長岡ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 　　森田　哲郎

2423 2月23日 （土） 　東海学園大学 　東海学園大学 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

2424 2月24日 （日） 　下松会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2425 2月25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

2426 2月26日 （火） 　聖母女学院 　聖母女学院 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2427 2月27日 （水） 大阪ハイテクノロジー専門学校社会福祉専攻学科  大阪ハイテクノロジー専門学校社会福祉専攻学科 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2428 2月27日 （水） 　航空自衛隊　府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」
安村　禮子
前山　雄次

2429 2月28日 （木） 　群馬社会福祉大学短期大学部 　群馬社会福祉大学短期大学部 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
森本　華世

2430 2月28日 （木） 　日本医協第1ビル 　日本成人病予防協会 　「東京都食育推進事業　子どもイキイキ食育指導講習会」 手塚　幸子

2431 3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」 　森田　哲郎

2432 3月6日 （木） 　日本医協第一ビル 　日本成人病予防協会 　「東京都食育推進事業　子どもイキイキ食育指導講習会」 手塚　幸子

2433 3月9日 （日）   九州ビルディング   日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
前山　雄次
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2434 3月10日 （月）   株式会社フジ医療器 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2435 3月14日 （金） 　仙台保健福祉専門学校 　仙台保健福祉専門学校 　「予防医学の重要性」 　森田　哲郎

2436 3月14日 （金） 　墨田区体育館 　墨田区老人クラブ連合会 　「筋力トレーニング」 前山　雄次

2437 3月15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 　「営業社員の健康教育」 　森田　哲郎

2438 3月19日 （水） 　墨田区役所 　墨田区老人クラブ連合会 　「生活習慣病とガンの予防について」 前山　雄次

2439 3月20日 （木）   日本直販総本社 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
高橋　沙織

2440 3月20日 （木）   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

2441 3月31日 （月）   ススキノグリーンホテル2 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2442 4月10日 （木）
　ワールドビジネスガーデン　マリブイース
ト

　NPO法人日本情報技術取引所北関東
本部

　「そろそろ真剣に考えませんか？（メタボ編）」 青木　功夫

2443 4月12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」 前山　雄次

2444 4月13日 （日）   九州ビルディング   日本医協学院 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2445 4月14日 （月）   株式会社フジ医療器  日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2446 4月17日 （木） 　千葉市ハーモニープラザ 　千葉市ことぶき大学校 　「介護の世話にならない　食事と健康」 青木　功夫

2447 4月24日 （木） 　群馬ヤクルト販売株式会社 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「健康食品の基礎知識」 安村　禮子

2448 5月14日 （水）
 千葉県生涯大学校浅間台校舎園芸科教
室

　千葉県生涯大学校 　「健康問題」 佐野　吉弘

2449 5月16日 （金） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2450 5月17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

2451 5月18日 （日） 　明治大学  日本医協学院 　「予防医学の重要性」

　佐野　虎
森田　哲郎
大久保　幸子
鈴木真由美

2452 5月21日 （水） 　千葉県生涯大学校江戸川台校舎 　千葉県生涯大学校 　「健康問題」 佐野　吉弘
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2453 5月22日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2454 5月27日 （火） 　わくわくプラザ町田 　町田市老人クラブ連合会 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 田中　満恵

2455 5月27日 （火） 　守口市門真市消防組合 　守口市門真市消防組合
　「あなたの健康が市民を守る～健康の備えあれば憂いなし
～」

中村　省三

2456 5月28日 （水） 　守口市門真市消防組合 　守口市門真市消防組合
　「あなたの健康が市民を守る～健康の備えあれば憂いなし
～」

中村　省三

2457 5月28日 （水） 　吉井町産業文化会館 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「認知症予防最新情報」 安村　禮子

2458 6月4日 （水） 　群馬ヤクルト販売株式会社 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「楽しく学ぶ健康講座　認知症予防最新情報！」 安村　禮子

2459 6月6日 （金） 　テクノプラザかつしか 　社会福祉法人葛飾区社会福祉協議会 　「知って安心！薬の上手なつきあい方」 安村　禮子

2460 6月7日 （土）
　札幌ＹＭＣＡ国際ビジネス社会体育専門
学校

　札幌ＹＭＣＡ国際ビジネス社会体育専
門学校

　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2461 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」 渡辺　芳久

2462 6月8日 （日）   國民會館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
前山　雄次

2463 6月8日 （日） 　中野サンプラザ 　株式会社パラワン・ノニ・ジャパン 　「予防医学の重要性」 鈴木　清英

2464 6月8日 （日） 　グリーンドーム前橋 　第３回食育推進全国大会 　「食育活動事例発表」
橋本あゆみ
江花　香織

2465 6月8日 （日）   大阪府西区民センター 　大阪府健康管理士会 　「食育研修会」 大久保幸子

2466 6月8日 （日） 　調布市文化会館たづくり 　調布市教育委員会 　「朝食を食べて学校へ行こう！」 田中　満恵

2467 6月10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 　「高齢者の健康管理」 上原　道康

2468 6月11日 （水） 　群馬ヤクルト販売株式会社 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「メタボリック症候群の予防と対策」 安村　禮子

2469 6月12日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2470 6月12日 （木）
　春日部市総合福祉センター「あしすと春日
部」

　春日部市ふれあい大学 　「高齢者の病気の予防」 斉藤　常夫

2471 6月13日 （金）
　春日部市総合福祉センター「あしすと春日
部」

　春日部市ふれあい大学 　「高齢者の病気の予防」 斉藤　常夫

2472 6月13日 （金） 　群馬ヤクルト販売株式会社 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「メタボリック症候群の予防と対策」 安村　禮子
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2473 6月15日 （日） 　愛知県産業貿易館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
大久保幸子

2474 6月15日 （日） 　若里市民文化ホール 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2475 6月16日 （月） 　岩槻駅東口コミュニティーセンター 　さいたま市シニアユニバーシティ 　「高齢者の健康管理」 佐野　吉弘

2476 6月16日 （月） 　横須賀市商工会議所 　横須賀市商工会議所 　「知っとく？納得！メタボリックシンドローム」 青木　功夫

2477 6月17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 　「メタボリック症候群の予防と対策」 安村　禮子

2478 6月18日 （水） 　株式会社ザ・フォウルビ 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2479 6月18日 （水）
　春日部市総合福祉センター「あしすと春日
部」

　春日部市ふれあい大学 　「高齢者の病気の予防」 斉藤　常夫

2480 6月18日 （水）
　千葉県生涯大学校東葛飾学園園芸科教
室

　千葉県生涯大学校 　「健康問題」 青木　功夫

2481 6月19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 　「高齢者の健康管理」 上原　道康

2482 6月20日 （金） 　群馬ヤクルト販売株式会社 　群馬ヤクルト販売株式会社 　「メタボリック症候群の予防と対策」 安村　禮子

2483 6月21日 （土） 　調布市立多摩川小学校 　調布市立多摩川小学校 　「小学生の肥満防止について～食事の面から～」 田中　満恵

2484 6月21日 （土） 　江戸川区小岩区民会館 　東京都 　「メタボリック症候群の予防と対策」 青木　功夫

2485 6月22日 （土） 　東京海洋大学 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
　渡辺　芳久
前山　雄次

2486 6月26日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 田中　満恵

2487 6月26日 （木） 　経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2488 6月27日 （金） 　プラザイースト 　さいたま市シニアユニバーシティ 　「高齢者の健康管理」 田中　満恵

2489 6月28日 （土） 　経済産業省 　経済産業省民間活力機構 　「メタボリック症候群の予防と対策」 安村　禮子

2490 7月4日 （金） 　株式会社ザ・フォウルビ 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2491 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

2492 7月8日 （火） 　株式会社日本直販総本社 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久
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2493 7月9日 （水） 　大宮駅西口宇宙劇場 　さいたま市シニアユニバーシティ 　「高齢者の健康管理」 斉藤　常夫

2494 7月10日 （木） 　町田市堺市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 上原　道康

2495 7月10日 （木） 　福岡県遠賀町中央公民館 　遠賀町教育委員会 　「健康」 中山　かおり

2496 7月12日 （土） 　愛知県刈谷市北部生涯学習センター 　日本成人病予防協会 　「元気で楽しい人生を送ろう」 梅岡　昭生

2497 7月12日 （土） 　静岡県島田市プラザおおるり 　日本成人病予防協会 　「イキイキ元気の健康設計」 佐野　吉弘

2498 7月13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

2499 7月13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」 渡辺　芳久

2500 7月16日 （水） 　新宿区立落合第四小学校 　新宿区立落合第四小学校 　「子どもポキポキ　お母さんスカスカ　－骨が危ない－」 大久保幸子

2501 7月17日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2502 7月17日 （木） 　古河電気工業株式会社横浜事業所 　古河電気工業株式会社横浜事業所 　「これから人生　健康で生き生きと」
森田　哲郎
大久保幸子

2503 7月19日 （土）  大田区産業プラザ 　フジテック株式会社 　「メタボリック症候群の食事対策」 青木　功夫

2504 7月19日 （土） 　愛知県豊川市勤労福祉社会会館 　サカイ創建株式会社 　「健康で素敵に生きる～楽しく　自分らしく　心豊かに～」 渡辺美佐子

2505 7月23日 （水） 　大宮ソニックシティ
　NPO法人日本情報技術取引所北関東
本部

　「メタボリック症候群」 青木　功夫

2506 7月25日 （金） 　東京電力松田営業所 　東京電力株式会社 　「あなたに迫るメタボリックシンドローム」 安村　禮子

2507 7月26日 （土） 　ショーケービル 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
高橋　沙織

2508 7月27日 （日） 　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」 前山　雄次

2509 7月30日 （水） 　中央区立月島保健センター 　中央区立月島保健センター 　「夏休み子ども健康（小児肥満予防）教室」 大久保幸子

2510 7月31日 （木）   経済産業省   経済産業省 　「健康管理」 安村　禮子

2511 7月31日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 田中　満恵

2512 8月3日 （日）   日本青年館ホテル 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久
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2513 8月20日 （水） 　広島市教育センター 　広島市教育センター 　「栄養教諭・学校栄養職員研修講座」 大谷貴美子

2514 8月22日 （金） 　千葉市ことぶき大学校 　千葉市ことぶき大学校
　「福祉健康講座　これから人生　生活習慣病予防でイキイキ
と」

安村　禮子

2515 8月24日 （日） 　ショーケービル 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 前山　雄次

2516 8月29日 （金） 　町田市南市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 斉藤　常夫

2517 9月1日 （月） 　調布市立布田小学校 　調布市立布田小学校 　「早寝・早起き・朝ごはんと生活リズムの確立」 田中　満恵

2518 9月2日 （火） 　岡谷パークホテル 　長野県岡谷市倫理法人会 　「こころとからだの健康管理」 鈴木　清英

2519 9月4日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 　安村　禮子

2520 9月5日 （金） 　国家公務員研修センター 　人事院 　「健康管理」 　安村　禮子

2521 9月6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」 森田　哲郎

2522 9月7日 （日） 　福岡朝日ビル 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
鈴木真由美

2523 9月11日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 　安村　禮子

2524 9月11日 （木） 　町田市忠生市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 　上原　道康

2525 9月14日 （日） 　株式会社　日本直販総本社 　株式会社　日本直販総本社 　「予防医学の重要性」
　安村　禮子
山本　千裕

2526 9月18日 （木） 　文京区立第三中学校 　文京区立第三中学校 　「バランスのとれた食事をしよう」 大久保幸子

2527 9月19日 （金） 　墨田区みどりコミュニティセンター 　墨田区老人クラブ連合会 　「筋力とレーニング教室」 前山　雄次

2528 9月19日 （金） 　鎌ヶ谷市北部公民館 　鎌ヶ谷市北部公民館 　「健康を守る」～生き生き元気80歳への生活設計～ 佐野　吉弘

2529 9月19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

2530 9月20日 （土） 　東京電力株式会社　埼玉支店 　東京電力株式会社　埼玉支店 　「忙しい時代の健康食の摂り方」 　安村　禮子

2531 9月20日 （土） 　文京区シビックセンター 　文京区 　健康まちづくり活動「健康づくりの栄養・食生活の基本」 大久保幸子

2532 9月20日 （土） 　調布市教育委員会 　調布市教育委員会 　「食べて勝つ！！～体をつくる食事」 鈴木真由美
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2533 9月21日 （日） 　明治大学 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」

佐野　虎
森田　哲郎
大久保幸子
山本有香理

2534 9月23日 （火） 　新大阪丸ビル新館 　株式会社　日本直販総本社 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2535 9月24日 （水） 　小金井市公民館緑分館 　小金井市公民館緑分館 　「高齢者の健康管理について」 　上原　道康

2536 9月25日 （木） 　小金井市総合体育館 　小金井市悠々クラブ連合会 　「筋力とレーニング教室」 前山　雄次

2537 9月25日 （木） 　杉並区消費者センター 　杉並区消費者センター 　「病院の選び方・医者のかかり方」 羽田由利子

2538 9月26日 （金） 　調布市立飛田給小学校 　調布市立飛田給小学校 　「食から始まる家族の健康」 下野　延子

2539 9月30日 （火） 　ＮＰＯ法人　新現役ネット 　ＮＰＯ法人　新現役ネット 　「メタボリック症候群の予防と対策」 青木　功夫

2540 10月4日 （土） 　ＡＡホール　3番館 　株式会社キャッツドットコム 　「予防医学の重要性」 鈴木　清英

2541 10月4日 （土） 　大阪國民會館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
前山　雄次

2542 10月4日 （土） 　都久志会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2543 10月8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 　「高齢者の健康管理」 青木　功夫

2544 10月9日 （木）   経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2545 10月10日 （金） 　墨田区みどりコミュニティセンター 　墨田区老人クラブ連合会 　「筋力とレーニング教室」 前山　雄次

2546 10月15日 （水） 　小金井市公民館緑分館 　小金井市公民館緑分館 　「体操・脳トレーニング」 前山　雄次

2547 10月16日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2548 10月16日 （木） 　調布市立神代中学校 　調布市立神代中学校 　「成長期に必要な栄養について」 大久保　幸子

2549 10月18日 （土） 　文京区シビックセンター 　文京区 　健康まちづくり活動「メタボリックシンドローム予防の食生活」 安村　禮子

2550 10月19日 （日） 　総評会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
安村　禮子
渡辺　芳久

2551 10月19日 （日） 　総評会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 前山　雄次
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2552 10月21日 （火） 　町田市鶴川市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「ぼける生き方　ぼけない生き方」 佐野　吉弘

2553 10月22日 （水） 　朝霞市中央公民館 　朝霞市中央公民館 　「市って得するメタボ撃退法　あなたにも出来る健康管理」 佐野　吉弘

2554 10月23日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2555 10月24日 （金） 　府中市グリーンプラザ 　府中市老人クラブ連合会 　「転倒予防体操」 前山　雄次

2556 10月27日 （月） 　国立市くにたち福祉会館 　国立市老人クラブ連合会 　「筋力アップ・転倒防止体操講習会」 前山　雄次

2557 10月27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

2558 10月30日 （木） 　財団法人　三菱養和会 　財団法人　三菱養和会
　「～そのリスクは予想以上～あなたに迫るメタボリックシンド
ローム」

安村　禮子

2559 11月1日 （土） 　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
森本　華世

2560 11月3日 （月） 　八戸大学 　八戸大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2561 11月7日 （金） 　調布市立深大寺小学校 　調布市立深大寺小学校 　「朝食を食べて学校へ行こう！」 田中　満恵

2562 11月9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」 渡辺　芳久

2563 11月9日 （日） 　札幌コンベンションセンター 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
鈴木真由美

2564 11月10日 （月） 　調布市立神代中学校 　調布市立神代中学校 　「生活の基本　小中学生の食を考える」 青木　功夫

2565 11月11日 （火） 　東京電力健康保険組合水戸支社 　東京電力健康保険組合茨城支部 　「メタボ予防のための食事と運動」
大久保幸子
鈴木真由美

2566 11月12日 （水）   NTT北海道セミナーセンタ 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2567 11月13日 （木） 　埼玉県立幸手商業高等学校 　埼玉県立幸手商業高等学校 　「食生活と健康について」 安村　禮子

2568 11月15日 （土） 　文京区シビックセンター 　文京区 　健康まちづくり活動「メンタルヘルスと運動」
崎山みゆき
鈴木真由美

2569 11月15日 （土） 　武蔵丘短期大学 　武蔵丘短期大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2570 11月17日 （月） 　財団法人　いきいき埼玉　大宮学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「食の知識と健康づくり」 大久保幸子

2571 11月19日 （水） 　東京電力健康保険組合茨城支店 　東京電力健康保険組合茨城支部 　「メタボ予防のための食事と運動」
大久保幸子
鈴木真由美
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2572 11月21日 （金） 　財団法人　いきいき埼玉　浦和学園 　財団法人　いきいき埼玉 　「食の知識と健康づくり」 大久保幸子

2573 11月24日 （月） 　グランドホテル浜松 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2574 11月26日 （水） 　マリアージュホテルビアントス 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2575 11月27日 （木） 　ホテルオークラ岡山 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2576 11月25日 （火） 　新宿コズミックセンター 　東京老人クラブ連合会  「転倒予防のための筋力トレーニング」 前山　雄次

2577 11月25日 （火） 　調布市立上ノ原小学校 　調布市立上ノ原小学校 　「朝食を食べて学校へ行こう！」 田中　満恵

2578 11月27日 （木） 　調布市立第三小学校 　調布市立第三小学校 　「元気の源！朝ごはん」 大久保幸子

2579 12月4日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2580 12月5日 （金） 　府中市市民会館ルミエール 　東京都老人クラブ連合会 　「転倒予防のための筋力トレーニング」 前山　雄次

2581 12月6日 （土） 　つながれっとＮＡＧＯＹＡ 　愛知県健康管理士会 　「健康志向への時代がメタボに勝つ」 森田　哲郎

2582 12月7日 （日） 　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」
森田　哲郎
森本　華世

2583 12月7日 （日） 　北海道自治労会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2584 12月7日 （日） 　インテシオ   キャッツドットコム 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2585 12月11日 （木） 　航空自衛隊府中基地 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2586 12月11日 （木） 　経済産業省　久米川研修所 　経済産業省 　「健康管理について」 森田　哲郎

2587 12月11日 （木） 　サン町田旭体育館 　東京都老人クラブ連合会 　「転倒予防のための筋力トレーニング」 前山　雄次

2588 12月11日 （木） 　三輪緑山自治会集会所 　町田市老人クラブ連合会　緑寿会 　「ぼけない生き方」 佐野　吉弘

2589 12月18日 （木） 　墨田区家庭センター 　墨田区老人クラブ連合会 　「転倒予防のための筋力トレーニング」 前山　雄次

2590 12月19日 （金） 　さいたま市立岩槻北部公民館 　さいたま市立岩槻北部公民館 　「元気の秘訣」 佐野　吉弘

2591 12月20日 （土） 　中央東京ヤクルト販売株式会社 　中央東京ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎
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2592 12月20日 （土） 　大阪国際大学 　大阪国際大学 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
森本　華世

2593 12月24日 （水） 　明和学園短期大学 　明和学園短期大学 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
森本　華世


