
平成22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

2789 1月17日 （日） 　桜華会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2790 1月22日 （金） 　崎陽軒ヨコハマジャスト1号館8階 　神奈川県情報産業保健組合 　「平成21年度生活習慣病予防講習会」 安村　禮子

2791 1月23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」 大久保幸子

2792 1月24日 （日） 　明治大学 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
鈴木真由美

2793 1月25日 （月）   国立市立老人クラブ連合会 　くにたち福祉会館 　「転倒予防のための筋力トレーニング」 前山　雄次

2794 1月25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」
森田　哲郎
山本有香理

2795 1月29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

2796 1月30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
山本有香理

2797 2月3日 （水） 　岐阜聖徳学園大学短期大学部 　岐阜聖徳学園大学短期大学部 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2798 2月3日 （水） 　東京都北区立稲田小学校 　東京都北区立稲田小学校 　「良い子選ぶ子元気な子」 大久保幸子

2799 2月4日 （木） 　東京都稲城市立第六小学校 　東京都稲城市立第六小学校 　「良い子選ぶ子元気な子」 大久保幸子

2800 2月5日 （金） 　経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2801 2月6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

2802 2月7日 （日） 　國民會館   日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
井澤　功司

2803 2月8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

2804 2月8日 （月） 　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
山本有香理

2805 2月10日 （水） 　北区赤羽会館 　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

2806 2月10日 （水） 　東京都世田谷区立三宿小学校 　東京都世田谷区立三宿小学校 　「良い子選ぶ子元気な子」 大久保幸子

2807 2月10日 （水） 　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

2808 2月12日 （金） 　福生市さくら会館 　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



平成22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

2809 2月12日 （金） 　東京都江東区立元加賀小学校 　東京都江東区立元加賀小学校 　「良い子選ぶ子元気な子」 大久保幸子

2810 2月12日 （金） 　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」
安村　禮子
山本有香理

2811 2月13日 （土） 　東海学園大学 　東海学園大学 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
山本有香理

2812 2月15日 （月） 　東京都文京区誠之小学校 　東京都文京区誠之小学校 　「良い子選ぶ子元気な子」 大久保幸子

2813 2月16日 （火） 　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

2814 2月17日 （水） 　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

2815 2月17日 （水）   八戸大学   八戸大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2816 2月19日 （金） 　勤労福祉会館 　人事院 　「健康管理」 安村　禮子

2817 2月19日 （金） 　豊島区民センター 　豊島区高齢者クラブ連合会 　「楽しく食べて健康ライフ」 大久保幸子

2818 2月21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
森本　華世

2819 2月21日 （日） 　下松会館 　山口療術師会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2820 2月22日 （月） 　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」 前山　雄次

2821 2月22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」 前山　雄次

2822 2月23日 （火） 　さいたま市立南浦和中学校 　さいたま市立南浦和中学校 　「成長期に必要な栄養素の選び方」 鈴木真由美

2823 2月23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

2824 2月24日 （水） 　聖母女学院短期大学 　聖母女学院短期大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2825 2月25日 （木） 　昭島市立武蔵野会館 　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

2826 2月25日 （木） 　群馬社会福祉大学 　群馬社会福祉大学 　「予防医学の重要性」 前山　雄次

2827 3月4日 （木） 　ホテル椿館 　運輸労連四国地方連合会 　「生活習慣病予防と健康管理」 　森田　哲郎

2828 3月6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」 佐野　虎
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2829 3月7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

2830 3月7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

2831 3月12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

2832 3月12日 （金） 　檜原村やすらぎの里 　檜原村高齢者クラブ連合会 　「転倒予防のための筋力トレーニング」 前山　雄次

2833 3月13日 （土） 　北京浜ヤクルト販売株式会社 　北京浜ヤクルト販売株式会社 　「予防医学の重要性」 　森田　哲郎

2834 3月13日 （土）   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
越川絵里子

2835 3月14日 （日）   都久志会館   日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
前山　雄次

2836 3月19日 （金） 　墨田区中之郷信用組合 　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

2837 3月20日 （土）   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

2838 4月11日 （日）   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

2839 4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」 佐野　虎

2840 4月18日 （日） 　金沢流通会館 　タヒチアンノニインク　金沢 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2841 4月18日 （日）   江戸川区総合文化センター 　東京都産業労働局 　「高齢者のための健康講座」 青木　功夫

2842 4月19日 （月） 　小金井市公民館緑分館 　小金井市公民館 　「高齢者の食育」 大久保幸子

2843 4月21日 （水） 　ガイアートＴ・Ｋ本社ビル 　ガイアートＴ・Ｋ 　「生活習慣病の付き合い方」 大久保幸子

2844 4月22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

2845 4月23日 （金） 　総合スポーツセンター   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 渡辺　芳久

2846 4月24日 （土） 　市川市立第八中学校 　市川市立第八中学校 　「朝食の大切さ」 大久保幸子

2847 4月25日 （日） 　愛知県産業労働センター   日本医協学院 　「予防医学の重要性」
山本有香理
井澤　功司

2848 4月26日 （月） 　小金井市公民館緑分館 　小金井市公民館 　「健康ウォーキング」 前山　雄次
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2849 4月28日 （水） 　東葛飾学園江戸川台校舎 　千葉県生涯大学校 　「健康問題」 佐野　吉弘

2850 5月12日 （水） 　東村山税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 上原　道康

2851 5月15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」 山崎　美沙

2852 5月16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
森田　哲郎
森本　華世

2853 5月17日 （月） 　山梨税務署 　東京国税局 　「健康的な体づくりのための基礎代謝ＵＰ運動」 榊原あつ子

2854 5月17日 （月） 　佐原税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 上原　道康

2855 5月18日 （火） 　芝税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 大久保幸子

2856 5月19日 （水） 　荏原税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 大久保幸子

2857 5月20日 （木） 　鎌倉税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 大久保幸子

2858 5月21日 （金） 　八王子税務署 　東京国税局 　「健康的な体づくりのための基礎代謝ＵＰ運動」 榊原あつ子

2859 5月21日 （金） 　横浜中税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 上原　道康

2860 5月24日 （月） 　千葉西税務署 　東京国税局 　「自分でできる！上手なストレスコントロール法」 﨑山みゆき

2861 5月25日 （火） 　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

2862 5月25日 （火） 　いきいき埼玉熊谷学園 　いきいき埼玉熊谷学園 　「食事と健康管理」 大久保幸子

2863 5月25日 （火） 　中野税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 上原　道康

2864 5月26日 （水） 　日野税務署 　東京国税局 　「健康的な体づくりのための基礎代謝ＵＰ運動」 鈴木真由美

2865 5月27日 （木） 　北沢税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 大久保幸子

2866 5月27日 （木） 　玉川税務署 　東京国税局 　「自分でできる！上手なストレスコントロール法」 﨑山みゆき

2867 5月28日 （金） 　緑税務署 　東京国税局 　「健康的な体づくりのための基礎代謝ＵＰ運動」 鈴木真由美
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2868 5月28日 （金） 　川崎西税務署 　東京国税局 　「自分でできる！上手なストレスコントロール法」 﨑山みゆき

2869 5月29日 （土） 　愛知県産業労働センター 　カーブス 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2870 5月30日 （日） 　愛知県産業労働センター   日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2871 5月31日 （月） 　品川税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 大久保幸子

2872 6月2日 （水） 　東葛飾学園浅間台校舎 　千葉県生涯大学校 　「健康問題」 上原　道康

2873 6月7日 （月） 　新宿税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 大久保　幸子

2874 6月8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

2875 6月9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」 斉藤　常夫

2876 6月10日 （木）
　春日部市総合福祉センター「あしすと春日
部」

　春日部市役所 　「高齢者の病気の予防」 斉藤　常夫

2877 6月10日 （木） 　大月税務署 　東京国税局 　「元気にやせるヘルシーダイエット」 上原　道康

2878 6月11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

2879 6月14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」 佐野　吉弘

2880 6月15日 （火） 　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

2881 6月16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」 上原　道康

2882 6月17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」 斉藤　常夫

2883 6月18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

2884 6月18日 （金） 　武蔵村山市民会館 　武蔵村山西部地域包括支援センター 　「おいしく食べて介護予防！」 佐野　吉弘

2885 6月20日 （日） 　エル・おおさか 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
前山　雄次

2886 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」
渡辺　芳久
大久保幸子

2887 6月23日 （水） 　東葛飾学園浅間台校舎 　千葉県生涯大学校 　「健康問題」 佐野　吉弘
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2888 6月25日 （金） 　くまもと県民交流館パレア 　総務省 　「健康寿命を伸ばすために」 安村　禮子

2889 6月25日 （金） 　埼玉県県民健康センター 　彩の国コミュニティ協議会事務局
　「認知症になりやすい生活、なりにくい生活及び介護の世話
にならない食事と健康」

大久保　幸子

2890 6月26日 （土） 　九段会館 　一般財団法人　リラクゼーション業協会 　「ボケる生き方、ボケない生き方」 鈴木　清英

2891 6月29日 （火） 　鶴川市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「上手な薬とのつき合い方」 上原　道康

2892 7月2日 （金） 　財団法人石川地場産業振興センター 　総務省 　「健康寿命を伸ばすために」 安村　禮子

2893 7月3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」 前山　雄次

2894 7月6日 （火） 　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

2895 7月6日 （火） 　小平市立仲町公民館 　小平市立仲町公民館 　「シングルライフの食事」 斉藤　常夫

2896 7月10日 （土） 　城北ヤクルト販売株式会社 　城北ヤクルト販売株式会社 　「営業社員の健康教育」 前山　雄次

2897 7月11日 （日） 　東京療術学院 　東京療術学院 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2898 7月16日 （金）   経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2899 7月22日 （木） 　川口市芝市民ホール 　川口市教育委員会 　「健康管理とストレッチ」 榊原あつ子

2900 7月24日 （土） 　日本成人病予防協会　会議室 　カーブスジャパン 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2901 7月25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」 安村　禮子

2902 7月25日 （日） 　ショーケービル 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
前山　雄次
大久保幸子

2903 7月27日 （火） 　千葉県青少年女性会館 　株式会社　ポーラ 　「予防医学の重要性」 山本有香理

2904 7月30日 （金） 　忠生市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「上手な薬とのつき合い方」 本間　香

2905 7月31日 （土） 　城北ヤクルト販売株式会社 　城北ヤクルト販売株式会社 　「心と身体の健康管理」 渡辺　芳久

2906 8月1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

2907 8月6日 （金） 　純真短期大学 　純真短期大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎
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2908 8月7日 （土） 　東京療術学院 　東京療術学院 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2909 8月8日 （日） 　大阪経済大学 　大阪経済大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2910 8月10日 （火） 　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

2911 8月25日 （水） 　千葉市ことぶき大学校 　千葉市ことぶき大学校 　「老い知らず介護いらずの生き方くらし方」 安村　禮子

2912 8月27日 （金） 　堺市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「上手な薬とのつき合い方」 本間　香

2913 8月28日 （土） 　日本医協第一ビル 　カーブスジャパン 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2914 8月29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

2915 9月1日 （水） 　東葛飾学園江戸川台校舎 　千葉県生涯大学校 　「健康問題」 上原　道康

2916 9月3日 （金） 　きゅりあん 　総務省 　「健康寿命を伸ばすために」 安村　禮子

2917 9月4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」 森本　華世

2918 9月4日 （土）   柳川総合保健福祉センター 　株式会社　DNAジャパン 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2919 9月5日 （日） 　福岡朝日ビル 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
井澤　功司

2920 9月5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」 大久保幸子

2921 9月7日 （火） 　千葉市ことぶき大学校 　千葉市ことぶき大学校 　「アンチエイジング　脳と体のイキイキ講座」 安村　禮子

2922 9月7日 （火） 　入間市産業文化センター 　財団法人いきいき埼玉 　「食の知識と健康管理」 大久保幸子

2923 9月11日 （土） 　株式会社　ボディワーク 　一般財団法人　リラクゼーション業協会 　「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

2924 9月12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」 森本　華世

2925 9月13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

2926 9月14日 （火） 　愛知学院大学 　愛知学院大学 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2927 9月16日 （木）   小金井市総合体育館 　北区シニアクラブ連合会 　「しっかり貯筋体操」 前山　雄次
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2928 9月19日 （日） 　愛知県産業労働センター 　株式会社　日本直販総本社 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2929 9月21日 （火） 　大森西区民センター 　大田区老人クラブ連合会 　「しっかり貯筋体操」 榊原あつ子

2930 9月23日 （木） 　エル・おおさか 　株式会社　日本直販総本社 　「予防医学の重要性」 佐野　虎

2931 9月26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

2932 9月28日 （火） 　わくわくプラザ町田 　町田市老人クラブ連合会 　「上手な薬とのつき合い方」 上原　道康

2933 9月28日 （火）  月岡ホテル 　株式会社　日本直販総本社 　「予防医学の重要性」 前山　雄次

2934 9月30日 （木） 　仙台商工会議所 　総務省 　「健康寿命を伸ばすために」 安村　禮子

2935 10月1日 （金）   経済産業省 　日本経営協会 　「健康管理」 安村　禮子

2936 10月3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」 前山　雄次

2937 10月4日 （月） 　宮城県立大崎市立古川南中学校 　宮城県立大崎市立古川南中学校 　「早寝・早起き・朝ごはん　排便」 大久保幸子

2938 10月5日 （火） 　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

2939 10月5日 （火） 　市原青少年会館 　市原市教育委員会 　「認知症になりやすい生活・なりにくい生活」 大久保幸子

2940 10月7日 （木）
　社会福祉法人カタバミ会　ふきのとう保育
園

　公益社団法人　日本フィランソロピー協
会

　「バナナうんちで元気な子！」
大久保幸子
越川絵里子

2941 10月7日 （木） 　社会福祉法人厚生館　厚生館保育園
　公益社団法人　日本フィランソロピー協
会

　「バナナうんちで元気な子！」 柳生百々子

2942 10月7日 （木） 　つくるところ
　公益社団法人　日本フィランソロピー協
会

　「バナナうんちで元気な子！」
渡辺美佐子
吉田浩平

2943 10月7日 （木） 　つどいの広場【ゆう】
　公益社団法人　日本フィランソロピー協
会

　「バナナうんちで元気な子！」
芳本由美子
佐藤京子

2944 10月7日 （木） 　さいたま市宇宙劇場 　さいたま市ヌ税貯蓄組合連合会 　「高齢者の健康管理」 安村　禮子

2945 10月8日 （金） 　アステラス製薬 　アステラス健康保険組合 　「メタボ予防のための食事と運動」
大久保幸子
鈴木真由美

2946 10月15日 （金） 　香川県県民ホール 　総務省 　「健康寿命を伸ばすために」 安村　禮子
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2947 10月17日 （日） 　エル・おおさか 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
井澤　功司

2948 10月22日 （金） 　春日部市民文化会館 　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

2949 10月24日 （日） 　明治大学 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」
渡辺　芳久
山本有香理

2950 10月24日 （日） 　桜華会館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
佐野　虎
前山　雄次

2951 10月26日 （火） 　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

2952 10月29日 （金） 　道特会館 　総務省 　「健康寿命を伸ばすために」 安村　禮子

2953 10月29日 （金） 　南市民センター 　町田市老人クラブ連合会 　「上手な薬とのつき合い方」 本間　香

2954 10月30日 （土） 　多摩市立東愛宕小学校 　多摩市立東愛宕小学校 　「朝ご飯を食べて学校へ行こう」 山本有香理

2955 11月1日 （月） 　千葉市ことぶき大学校 　千葉市ことぶき大学校 　「加齢とのつき合い方　～味覚の変化と食事～」 山本有香理

2956 11月9日 （火） 　北区立赤羽会館 　東京都老人クラブ連合会 　「しっかり貯筋体操」 榊原あつ子

2957 11月10日 （水） 　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」 前山　雄次

2958 11月12日 （金） 　家庭センター 　墨田区老人クラブ連合会 　「しっかり貯筋体操」 榊原あつ子

2959 11月14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」 渡辺　芳久

2960 11月14日 （日） 　道特会館 　日本医協学院 　「予防医学の重要性」
森田　哲郎
山崎　美沙

2961 11月15日 （月） 　岡崎市福祉会館
　岡崎市学区社会教育委員長連絡協議
会

　「元気に高齢期を迎えるために」 坂部恵美子

2962 11月20日 （土） 　かたくりの湯 　シンコースポーツ株式会社 　「心と身体の健康管理」 鈴木　清英

2963 11月20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

2964 11月21日 （日） 　桜華会館 　日本成人病予防協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2965 11月25日 （木） 　小金井市福祉会館 　東京都老人クラブ連合会 　「楽しく食べて健康ライフ」 田中　満恵

2966 11月26日 （金） 　天神クリスタルビル 　総務省 　「健康寿命を延ばすために」 上原　道康
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2967 11月26日 （金） 　東大和市奈良橋センター 　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」 内田　英利

2968 12月4日 （土） 　北海道自治労会館 　タヒチアンノニインク札幌 　「予防医学の重要性」 前山　雄次

2969 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」 前山　雄次

2970 12月9日 （木）  　くにたち福祉会館 　国立市老人クラブ連合会 　「転倒予防のための筋力トレーニング」 前山　雄次

2971 12月10日 （金） 　RCC文化センター 　総務省 　「健康寿命を延ばすために」 安村　禮子

2972 12月10日 （金）   経済産業省 　日本経営協会 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2973 12月11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

2974 12月14日 （火） 　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

2975 12月14日 （火） 　多摩市総合福祉センター 　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」 榊原あつ子

2976 12月15日 （水） 　福生市福祉センター 　東京都老人クラブ連合会 　「楽しく食べて健康ライフ」 田中　満恵

2977 12月16日 （木） 　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

2978 12月17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 　「高齢者の健康管理」 佐野　吉弘

2979 12月20日 （月） 　神戸医療福祉専門学校中央校 　神戸医療福祉専門学校中央校 　「予防医学の重要性」 森田　哲郎

2980 12月21日 （火） 　千葉県立袖ヶ浦高等学校 　君津健康福祉センター 　「食べたものが、あなたを作る」 山本有香理

2981 12月24日 （金） 　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


