
平成21年度　講演会

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

2594 1月10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 　「営業社員の健康教育」 渡辺　芳久

2595 1月13日 （火） 　木更津市立八幡台公民館 　木更津市立八幡台公民館 　「メタボリックシンドロームの予防・改善にむけて」 大久保幸子

2596 1月16日 （金） 　調布市立第二小学校 　調布市立第二小学校 　「食育講演会」 上原　道康

2597 1月16日 （金） 　シーサイドホテル舞子ビラ神戸 　日本メナード化粧品株式会社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

2598 1月18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
鈴木真由美

2599 1月17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」 森田　哲郎

2600 1月18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

2601 1月18日 （日） 　下松会館 　日本成人病予防協会 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

2602 1月21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 　「心とからだの健康管理」 佐野　吉弘

2603 1月23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

2604 1月24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」 佐野　虎

2605 1月24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」 森田　哲郎

2606 1月27日 （火） 　調布市立富士見台小学校 　調布市立富士見台小学校 　「子供を取り巻く食の問題」 山本有香理

2607 1月28日 （水） 　奈良佐保大学 　奈良佐保大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2608 1月28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 　「心とからだの健康管理」 大久保幸子

2609 1月29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

2610 1月29日 （木） 　財団法人いきいき埼玉　伊奈学園 　財団法人いきいき埼玉 　「心とからだの健康管理」 斉藤　常夫

2611 1月30日 （金） 　ホテル大和館 　全日本運輸産業労働組合連合会 　「健康管理」 森田　哲郎

2612 1月30日 （金） 　愛知県立尾張旭市立東中学校 　愛知県立尾張旭市立東中学校 　「朝・元気！Smil朝ごはん」 坂部恵美子
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2613 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」
森田　哲郎
森本　華世

2614 2月1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

2615 2月4日 （水） 　植草短期大学 　植草短期大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2616 2月4日 （水） 　千葉地方裁判所 　千葉地方裁判所 　「生活習慣病と食事対策について」 大久保幸子

2617 2月4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 　「心とからだの健康管理」 守屋　直幸

2618 2月5日 （木） 　経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 森田　哲郎

2619 2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

2620 2月8日 （日） 　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

2621 2月13日 （金）  梅若橋コミュニティ会館 　墨田区老人クラブ連合会 　「筋力トレーニング教室」 前山　雄次

2622 2月14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」 佐野　虎

2623 2月14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

2624 2月16日 （月） 　赤羽会館 　北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

2625 2月16日 （月） 　シーサイドホテル舞子ビラ神戸 　日本メナード化粧品株式会社 　「営業社員の健康教育」 森田　哲郎

2626 2月20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
山本有香理

2627 2月20日 （金）  すみだ福祉保健センター 　墨田区老人クラブ連合会 　「筋力トレーニング教室」 前山　雄次

2628 2月22日 （日） 　工学院大学 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
前山　雄次
山本有香理

2629 2月23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

2630 2月24日 （火） 　倉敷芸術科学大学 　倉敷芸術科学大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2631 2月25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
山本　千裕
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2632 2月25日 （水） 　千葉地方裁判所 　千葉地方裁判所 　「ビジネスパーソンのためのメンタルヘルスケアについて」 﨑山みゆき

2633 2月26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

2634 2月26日 （木） 　愛知県尾張旭市立旭小学校 　愛知県尾張旭市立旭小学校 　「けがを予防する体づくり」 坂部恵美子

2635 2月27日 （金） 　群馬社会福祉大学短期大学 　群馬社会福祉大学短期大学 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山本有香理

2636 3月5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

2637 3月7日 （土） 　広島市南区文化センター   日本医協学院 　「予防医学の重要性」
　森田　哲郎
山本　千裕

2638 3月8日 （日） 　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

2639 3月8日 （日）   朝日ビル   日本医協学院 　「予防医学の重要性」
　森田　哲郎
山本　千裕

2640 3月13日 （金）   墨田リバーサイドホール 　東京都老人クラブ連合会 　「筋力トレーニング教室」 前山　雄次

2641 3月13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

2642 3月17日 （火） 　東京都立八王子桑志高等学校 　東京都立八王子桑志高等学校 　「朝食の大切さ」 田中　満恵

2643 3月20日 （金）   日本直販総本社   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
高橋　沙織

2644 3月21日 （土） 　ホテルニューアルカイック 　協和発酵キリン株式会社 　「元気でスリムな身体を保ち、健康で長生きする方法」 山内　伸一

2645 3月29日 （日） 　名古屋栄東急イン   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2646 3月31日 （火） 　ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪 　社団法人　清交社 　「あなたの健康はあなたが守る」 中村　省三

2647 4月1日 （水） 　ホテルオークラ岡山   日本直販総本社 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2648 4月3日 （金） 　名古屋学院大学 　名古屋学院大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2649 4月11日 （土） 　広島市南区文化センター   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2650 4月11日 （土）   極理整体専門学校   極理整体専門学校 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
越川絵里子

2651 4月12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」 渡辺　芳久
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2652 4月16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

2653 4月18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

2654 4月19日 （日）  江戸川区総合文化センター 　東京都産業労働局 　「生活習慣病にならないために～高齢期における予防～」 上原　道康

2655 4月25日 （木）   小金井市公民館緑分館   小金井市みどり町第四町会 　「健康長寿のための食事について」 上原　道康

2656 4月26日 （木） 　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
山崎　美沙

2657 5月10日 （日）   極理整体専門学校   極理整体専門学校 　「予防医学の重要性」 前山　雄次

2658 5月13日 （水） 　南部公民館 　安城市明祥地区社会福祉協議会 　「元気に高齢期を迎えるためには」 坂部恵美子

2659 5月13日 （水） 　銚子税務署 　東京国税局 　「脱メタボ必勝法～内臓脂肪ダイエット」 大久保　幸子

2660 5月14日 （木） 　武蔵府中税務署 　東京国税局 　「脱メタボ必勝法～内臓脂肪ダイエット」 大久保　幸子

2661 5月16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

2662 5月17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

2663 5月19日 （火） 　練馬東税務署 　東京国税局 　「自分でできる！ストレス対策」 﨑山みゆき

2664 5月19日 （火） 　江東東税務署 　東京国税局 　「脱メタボ必勝法～内臓脂肪ダイエット」 上原　道康

2665 5月22日 （金） 　海上自衛隊 　海上自衛隊 　「健康管理」 安村　禮子

2666 5月23日 （土） 　宝山ホール 　タヒチアンノニインク鹿児島 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2667 5月24日 （日） 　まりりんぎのわん   日本医協学院 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2668 5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

2669 5月25日 （月） 　渋谷税務署 　東京国税局 　「脱メタボ必勝法～内臓脂肪ダイエット」 森田　哲郎

2670 5月25日 （月） 　戸塚税務署 　東京国税局 　「脱メタボ必勝法～内臓脂肪ダイエット」 大久保　幸子
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2671 5月27日 （水） 　厚木税務署 　東京国税局 　「脱メタボ必勝法～内臓脂肪ダイエット」 安村　禮子

2672 5月27日 （水） 　横須賀税務署 　東京国税局 　「自分でできる！ストレス対策」 﨑山みゆき

2673 5月27日 （水）
　千葉県生涯大学校東葛飾学園江戸川台
校舎

　千葉県生涯大学校東葛飾学園江戸川
台校舎

　「健康問題」 佐野　吉弘

2674 5月29日 （金） 　千葉南税務署 　千葉南税務署 　「自分でできる！ストレス対策」 安村　禮子

2675 5月29日 （金） 　プラザイースト 　さいたま市シニアユバーシティ 　「高齢者の健康管理」 上原　道康

2676 6月1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

2677 6月2日 （火） 　川崎西税務署 　東京国税局 　「脱メタボ必勝法～内臓脂肪ダイエット」 大久保　幸子

2678 6月5日 （金）
　春日部市総合福祉センター「あしすと春日
部」

　春日部市役所 　「高齢者の病気の予防」 斉藤　常夫

2679 6月6日 （土） 　東京グランドホテル 　日本梱包運輸倉庫労働組合 　「これからの健康管理について」 佐野　吉弘

2680 6月9日 （火） 　川崎北税務署 　東京国税局 　「自分でできる！ストレス対策」 﨑山みゆき

2681 6月10日 （水）
　千葉県生涯大学校東葛飾学園浅間台校
舎

　千葉県生涯大学校東葛飾学園浅間台
校舎

　「健康問題」 斉藤　常夫

2682 6月10日 （水）
　春日部市総合福祉センター「あしすと春日
部」

　春日部市役所 　「高齢者の病気の予防」 上原　道康

2683 6月12日 （金）
　春日部市総合福祉センター「あしすと春日
部」

　春日部市役所 　「高齢者の病気の予防」 斉藤　常夫

2684 6月14日 （日） 　国民宿舎　桂浜荘 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2685 6月15日 （月） 　岩槻駅東口コミュニティセンター 　さいたま市シニアユバーシティ 　「高齢者の健康管理」 斉藤　常夫

2686 6月17日 （水） 　青梅税務署 　青梅税務署 　「脱メタボ必勝法～内臓脂肪ダイエット」 安村　禮子

2687 6月17日 （水） 　大宮駅西口宇宙劇場 　さいたま市シニアユバーシティ 　「高齢者の健康管理」 佐野　吉弘

2688 6月18日 （木） 　大宮ふれあい福祉センター 　さいたま市シニアユバーシティ 　「高齢者の健康管理」 田中　満恵

2689 6月19日 （金） 　損保ジャパン 　損保ジャパン   「生活習慣病の恐ろしさを知ろう」 安村　禮子

2690 6月20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
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2691 6月20日 （土）  北区立稲田小学校  北区立稲田小学校ＰＴＡ 　「手軽にできる朝ごはん」 山本有香理

2692 6月21日 （日） 　愛知県産業貿易館   日本医協学院 　「予防医学の重要性」
前山　雄次
大久保　幸子

2693 6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
渡辺　芳久
井澤　功司
山本有香理

2694 6月22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

2695 6月23日 （火） 　千葉市女性センターイベントホール 　千葉市ことぶき大学校 　「高齢者の健康管理～健康でイキイキと暮らすために～」 安村　禮子

2696 6月23日 （火） 　蕨市立北小学校 　蕨市立北小学校 　「良い子・選ぶ子・元気な子」 大久保　幸子

2697 6月23日 （火） 　北浦和ふれあい館 　さいたま市シニアユバーシティ 　「高齢者の健康管理」 青木　功夫

2698 6月23日 （火） 　箱根ホテル小涌園 　勝俣組 　「あなたに迫るメタボリックシンドローム」 森田　哲郎

2699 6月26日 （金） 　経済産業省 　社団法人日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2700 6月27日 （土） 　調布市教育会館 　調布市教育委員会 　「食事と体の仕組みの関係」 山崎　美沙

2701 6月28日 （日） 　まりりんぎのわん 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2702 6月30日 （火） 　川口駅前市民ホール「フレンディア」 　川口市学校保健会 　「こどもの食育について」 安村　禮子

2703 7月1日 （水） 　冨士ビル 　一般社団法人日本創造経営協会 　「健康管理と正しいストレッチ」 森田　哲郎

2704 7月1日 （水）
　千葉県生涯大学校東葛飾学園浅間台校
舎

　千葉県生涯大学校東葛飾学園浅間台
校舎

　「健康問題」 佐野　吉弘

2705 7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

2706 7月6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

2707 7月8日 （水） 　日産ディーゼル労働組合事務所 　日産ディーゼル労働組合 　「健康管理・健康診断の結果をもとに」 前山　雄次

2708 7月12日 （日） 　大阪国民会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 安村　禮子

2709 7月26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
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2710 7月26日 （日） 　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

2711 7月27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

2712 7月28日 （火） 　わくわくプラザ町田 　町田市老人クラブ連合会 　「腰痛・膝痛はなぜ起きる？」 榊原あつ子

2713 7月29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

2714 7月29日 （水） 　平塚市総合体育館 　平塚市教育委員会 　「働き盛りの体の働きと生活習慣病の知識」 森田　哲郎

2715 7月31日 （木）   経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2716 8月1日 （土） 　平塚市教育会館 　平塚市教育委員会 　「スポーツ栄養学」 江花　香織

2717 8月2日 （日） 　長野県教育会館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2718 8月2日 （日） 　全理連ビル 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
前山　雄次
大久保　幸子

2719 8月7日 （金） 　経済産業省 　社団法人日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2720 8月19日 （水） 　砧区民会館成城ホール 　世田谷区教育委員会学校健康推進課 　「働き盛りの体の働きと生活習慣病の知識」 安村　禮子

2721 8月19日 （水） 　千葉市ことぶき大学校 　千葉市ことぶき大学校
　「人生楽しく長生きしよう　～脳梗塞・心筋梗塞予防生活につ
いて～」

大久保　幸子

2722 8月19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
　「新型インフルエンザについて/健康寿命を伸ばす原動力～
消化吸収の中心地　胃と小腸～」

安村　禮子

2723 8月23日 （日） 　豊島区立勤労福祉会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2724 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」 渡辺　芳久

2725 8月28日 （金） 　町田市南市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「腰痛・膝痛はなぜ起きる？」 榊原あつ子

2726 9月1日 （火） 　財団法人いきいき埼玉　入間学園 　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

2727 9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」 渡辺　芳久

2728 9月6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
前山　雄次

2729 9月6日 （日） 　長野県教育会館 　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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2730 9月6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」
森田　哲郎
越川絵里子

2731 9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

2732 9月9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 　「インフルエンザ」 安村　禮子

2733 9月14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

2734 9月14日 （月） 　愛知学院大学 　愛知学院大学 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2735 9月15日 （火） 　すみだ中小企業センター 　墨田区老人クラブ連合会 　「筋力トレーニング教室」 前山　雄次

2736 9月16日 （水） 　小金井市総合体育館 　小金井市悠友クラブ連合会 　「筋力トレーニング講習会」 前山　雄次

2737 9月16日 （水） 　渋谷東急イン 　労務管理研究会 　「食・さらに食べるを考える」 安村　禮子

2738 9月18日 （金） 　墨田区みどりコミュニティセンター 　小金井市悠友クラブ連合会 　「筋力トレーニング教室」 前山　雄次

2739 9月18日 （金） 　名古屋学院大学 　名古屋学院大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2740 9月20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」 佐野　虎

2741 9月21日 （月） 　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」 森田　哲郎

2742 9月27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
森本　華世

2743 9月28日 （月） 　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」 渡辺　芳久

2744 9月29日 （火） 　町田市鶴川市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「腰痛・膝痛はなぜ起きる？」 榊原あつ子

2745 9月30日 （水） 　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」 前山　雄次

2746 10月3日 （土）   宜野湾マリン支援センター 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2747 10月4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」 森田　哲郎

2748 10月13日 （火） 　梅若スポーツプラザ 　墨田区老人クラブ連合会 　「筋力トレーニング教室」 前山　雄次
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2749 10月13日 （火） 　渋谷税務署 　東京国税局 　「自分でできる！ストレス対策」 崎山みゆき

2750 10月14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」 上原　道康

2751 10月16日 （金）   経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2752 10月16日 （金） 　豊島税務署 　東京国税局 　「脱メタボ必勝法～内臓脂肪ダイエット」 森田　哲郎

2753 10月19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

2754 10月20日 （火） 　財団法人いきいき埼玉　入間学園 　財団法人いきいき埼玉 　「心とからだの健康管理」 安村　禮子

2755 10月23日 （金）   経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2756 10月24日 （土） 　岡山商工会議所 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」 前山　雄次

2757 10月24日 （土） 　兵庫ヤクルト販売株式会社 　兵庫ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 佐野　虎

2758 10月25日 （日） 　大阪国民会館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
前山　雄次

2759 10月25日 （日） 　日本教育会館 　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

2760 10月26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

2761 10月27日 （火） 　北川辺町役場 　北川辺町コミュニティ協議会 　「メタボ予防のための食事と運動」 大久保幸子

2762 10月27日 （火） 　町田市忠生市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「腰痛・膝痛はなぜ起きる？」 田中 満恵

2763 10月31日 （土） 　広島工業大学 　広島工業大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2764 11月1日 （日）   宜野湾マリン支援センター 　タヒチアンノニインク　沖縄 　「予防医学の重要性」 井澤　功司

2765 11月2日 （月） 　千葉市ことぶき大学校 　千葉市ことぶき大学校 　「加齢ｔのつき合い方　～味覚の変化と食事～」 山本有香理

2766 11月7日 （土） 　北海道自治労会館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
前山　雄次
森本　華世

2767 11月7日 （土） 　金沢流通会館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山崎　美沙

2768 11月14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
山本有香理
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2769 11月24日 （火） 　新都市ホール 　株式会社しろくまブレーン 　「生き生き元気80歳への生活設計」 安村　禮子

2770 11月27日 （金） 　堺市民ホール 　町田市老人クラブ連合会 　「腰痛・膝痛はなぜ起きる？」 斉藤　常夫

2771 11月28日 （土） 　岡山商工会議所 　岡山商工会議所 　「営業社員の健康教育」 渡辺　芳久

2772 11月28日 （土） 　兵庫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」 森田　哲郎

2773 11月29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

2774 12月1日 （火） 　文京シビックセンター 　東京都老人クラブ連合会 　「楽しく食べて健康ライフ」 大久保幸子

2775 12月5日 （土） 　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」 森田　哲郎

2776 12月5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」 佐野　虎

2777 12月6日 （日） 　金沢流通会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2778 12月10日 （木） 　川口市立上青木南小学校 　川口市立上青木南小学校 　「子どもの心と食育」 安村　禮子

2779 12月11日 （金）   経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2780 12月12日 （土） 　中京短期大学 　中京短期大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2781 12月13日 （日） 　桜華会館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
大久保幸子
井澤　功司

2782 12月14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

2783 12月15日 （火） 　東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2784 12月16日 （水） 　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 　「健康管理」 斉藤　常夫

2785 12月18日 （金） 　千葉家庭裁判所 　千葉家庭裁判所 　「周りの職員が心の病気になったとき」 崎山みゆき

2786 12月18日 （金） 　神戸医療福祉専門学校 　神戸医療福祉専門学校 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2787 12月19日 （土） 　大阪国際大学 　大阪国際大学 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2788 12月28日 （月） 　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
山本有香理


