
都道府県 イベント名 開催日 開催場所 主催 協賛 実施内容

薬に関する街頭相談
薬と健康の週間期間中
(10月17日～23日）

全道市町村
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－
薬の正しい知識等に関するパネル・ＤＶＤ等啓発資材の貸し出し
と、関係する小冊子、リーフレット等の送付

街頭献血 9月13日 コープ札幌 Lucy店
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－ 血液事業に関するリーフレットの配布と移動献血による献血

薬に関するパネル展 10月18日 札幌駅前地下歩行空間
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－ 薬に関するパネル展示、リーフレットの配布、相談受付

薬に関する消費者懇談会 10月20日 旭川トーヨーホテル
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－ 未定

薬事功労者知事表彰式 10月22日
ホテル札幌ガーデン
パレス

薬と健康の週間
北海道実行委員会

－ 表彰式

薬に関するパネル展 10月22～23日 北海道庁１階ロビー
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－ 薬に関するパネル展示、リーフレットの配布、相談受付

青森県 青森県薬事功労者知事表彰式 １０月下旬 青森県庁 青森県 － 薬事衛生の普及等に貢献のあった方に知事表彰状を授与する。

お薬の相談会
（健康フェスタ2015）

9月16日 盛岡市保健所 盛岡市、薬剤師会 － 医薬品・食品、健康食品についての相談

お薬の相談会
（花巻市健康福祉まつり）

10月19日 花巻保健センター 花巻市、薬剤師会 － 薬の相談、危険ドラッグパネル掲示

お薬の相談会
（日高見健康祭り）

11月8日 日高見中央クリニック 北上市、薬剤師会 － お薬相談

お薬の相談会
（一関市健康まつり）

未定
未定
（一関市内を予定）

一関市、薬剤師会 －

未定 未定
未定
（大船渡市内を予定）

薬剤師会、その他未定 － 子どもを対象とした薬剤師体験

お薬の相談会
（釜石市健康まつり）

未定
未定
（釜石市内を予定）

釜石市、薬剤師会 －

公開研修会 未定
未定
（宮古市内を予定）

薬剤師会 － 出前講座

お薬の相談会
（久慈市産業まつり）

10月17日、18日 久慈市アンバーホール 久慈市、薬剤師会 － お薬相談会

お薬の相談会
（にのへ健康フェスティバル）

未定
未定
（二戸市内を予定）

二戸市、薬剤師会 － 薬の相談

第10回大崎市健康と福祉の
つどい

10月17～18日 大崎市保健福祉プラザ 大崎市 － 大崎薬剤師会と啓発相談コーナーを設置

薬と健康啓発普及 10月中 保健福祉センター 色麻町 －
薬の正しい飲み方のポスター掲示
パンフレットを窓口に設置

各種健康教室・講演会等 10月17～23日 福祉センター等 加美町 －
啓発資材を使用しての啓発
啓発ポスター掲示

健やかな地域づくり活動 10月15日 ９の２区集会所 ９の２区健康推進員 涌谷町 高齢者の服薬についての講話

薬と健康啓発普及 10月中 大崎保健所 大崎保健所 －
薬の正しい飲み方のポスター掲示
パンフレットを窓口に設置

ダメ。ゼッタイ。 6月～

登米地区薬物乱用防止指導員
担当地域内、登米保健所、登
米市役所、登米市薬剤師会員
薬局、登米市内警察署、登米
市内高等学校、
医薬品登録販売者協会登米栗
原支部、登米市内ライオンズ
クラブ

薬物乱用対策推進会議 厚生労働省他 薬物乱用防止普及活動、国連支援募金

秋田県 薬と健康の週間」健康展 11月22日（日）
秋田県鹿角市花輪字八正寺13
鹿角市文化の杜交流館
「コモッセ」

一般社団法人秋田県薬剤師会
一般社団法人秋田県医薬品登録
販売者協会
一般社団法人秋田県医薬品配置
協会
秋田県医薬品卸業協会
秋田県

落語　「桂三若」　パネル展　　健康測定　健康相談　等

山形県 薬と健康のつどい 10月10日 せんだいメディアテーク 宮城県，宮城県薬剤師会 － 公開講演会，健康チェックコーナー，子供薬剤師体験コーナー等

ジェネリック医薬品
製造工場見学会

10月22日（予定） 東和薬品㈱ 山形県 －
医療従事者及び一般住民のジェネリック医薬品に対する理解を深め
るため、ジェネリック医薬品の工場を見学する。

ジェネリック医薬品周知に
係るラジオＣＭ放送

10月17日～23日
（予定）

山形県 －
県民にジェネリック医薬品を周知し使用を呼びかけるラジオＣＭを
制作・放送する。

街頭啓発事業 10月中 県内各地 山形県薬剤師会 － 市町村等と連携し、イベント等において啓発資材等の配布を行う。

街頭啓発事業 10月中 県内 山形県医薬品配置協議会 － スーパー店頭等で啓発資材の配布を行う。

街頭啓発事業 10月中 県内 山形県医薬品登録販売者協会 － スーパー店頭等で啓発資材の配布を行う。

福島県 福島市健康フェスタ2015 9月27日 A・O・Z 福島市 福島県薬剤師会 血糖測定及び薬の相談等

薬事功労者知事表彰
10月17日（土）

水戸市内原商工会 茨城県 － 薬事功労者に対する表彰

「薬と健康の週間」ポスター
表彰式

10月17日（土）
水戸市内原商工会

茨城県，（公社）茨城県薬剤師
会，茨城県学校薬剤師会，茨城
県医薬工業会

－ 「薬と健康の週間」ポスターコンクール優秀作品に対する表彰

いばらきのくすり展
10月17日（土）～
18日（日）

イオンモール水戸内原
「いばらきのくすり展」運営委
員会

－
県内製造医薬品等の展示，くすりの相談所の開設，こども理科教
室・調剤体験コーナーの開催，その他啓発活動

くすりの相談所 9月～11月頃 県内各地 薬剤師会各支部 各保健所 薬に関する相談の受付

栃木県 お薬相談・展示会 10月25日～26日
ベルモール１階
カリヨンプラザ

栃木県
（一社）栃木県薬剤師会
（一社）栃木県病院薬剤師会
（一社）宇都宮市薬剤師会
栃木県薬事工業会

宇都宮市
（一社）栃木県医薬品
登録販売者協会
栃木県配置薬協議会
栃木県麻薬協会

薬及び薬剤師に関する正しい知識及びかかりつけ薬剤師（薬局）の
普及啓発等を目的とした次の事項
・薬に関する相談
・ちびっ子調剤体験
・上手に使おう「かかりつけ薬局・薬剤師」「お薬手帳」
・かかりつけ薬局普及啓発及びアンケート
・「買わない！使わない！かかわらない！」危険ドラッグ　等

各都道府県で行われる啓発イベント（平成27年度　薬と健康の週間）（10月13日時点）

北海道

岩手県

宮城県

茨城県



太田市消費生活展 11月15日 新田文化会館　総合体育館 太田市 － お薬相談コーナーを設けて薬剤師が対応する。

館林市健康まつり 10月12日 館林市役所 館林市役所 － 啓発資材配布

10月17日～23日
館林保健福祉事務所管内事業
所

館林保健福祉事務所 － 啓発資材配布

中之条保健環境まつり
（お薬相談会）

11月1日 中之条町　ツインプラザ 中之条町 －
「お薬相談会」を開催し、医薬品の安全使用普及のため来場者の医
薬品等に関する相談に応じる。併せて薬物乱用防止の啓発活動を実
施する。

富岡市消費生活展 11月15日 富岡公民館 富岡市 富岡市くらしの会 分包機を使い実際に粉を分包するのを見せる

渋川健康祭 10月25日 渋川市第２庁舎 渋川保健福祉事務所 － 啓発資材配布

10月20日(火)または
22日(木)

ビバタウン内フレッセイ前 利根沼田保健福祉事務所
沼田利根薬剤師会
利根沼田薬業会

ポスター及びのぼり旗の掲示
キャンペーン用ティッシュの配布

薬と健康の週間 10月21日 桐生マーケットプレイス 桐生保健福祉事務所
桐生薬剤師会
桐生登録販売者協会

市民約１，０００人に対し啓発資材を配布する。

介護予防フェスタ 11月29日 伊勢崎市役所 伊勢崎市・市医師会 伊勢崎市薬剤師会 薬の正しい使い方等の啓発活動

藤岡市健康福祉祭　お薬相談会 10月31日 藤岡市民ホール 藤岡保健福祉事務所 藤岡薬剤師会 健康福祉祭来場者に、医薬品等に関する相談応需を行う。

事務所内ポスター掲示 10月17日～23日 藤岡保健福祉事務所内 藤岡保健福祉事務所 － 薬と健康の週間ポスター掲示

健康フェア 10月4日 高崎市総合保健センター2階
一般社団法人
高崎市薬剤師会

高崎市（後援）
血圧・血行測定、血管年齢測定、各種おくすり相談等、薬の持つ特
性及び使用・取扱い並びに薬剤師の専門性の役割に関する正しい知
識を浸透させる

健康フェスタ（お薬クイズ）
（お薬のなんでも相談コー
ナー）

11月1日 前橋プラザ元気21 前橋市保健所 前橋市薬剤師会
身近にある医薬品等について、正しい知識を知ってもらうために、
前橋市薬剤師会の協力を得て、お薬の相談コーナーを設置、併せて
知識普及のためのクイズを実施する。

川口市健康フェスティバル 9月27日
川口総合文化センターリリア
（川口市）

川口市 パンフレット配布、パネル設置

戸田市健康まつり 11月8日
戸田市福祉保健センター
（戸田市）

戸田市 パンフレット配布、パネル設置

蕨市健康まつり 11月1日 蕨市保健センター（蕨市） 蕨市 パンフレット配布、パネル設置

川口市産生フェスティバル(仮称） 10月23日～25日 ＳＫＩＰシティ（川口市） 川口市 パンフレット配布、パネル設置

薬物乱用防止研修会 通年 学校等 管内学校 薬物乱用防止教室

薬物乱用防止・
薬と健康キャンペーン

11月3日
中山道歩行者天国
（桶川市）

桶川市薬剤師会
おくすり・健康相談、薬物乱用防止活動（リーフレット・ポケット
ティッシュ・キズ絆創膏配布）アルコールパッチテスト、体重・体
組成・血圧測定

鴻巣市健康まつり 11月8日
鴻巣市保健センター
（鴻巣市）

鴻巣市、鴻巣市薬剤師会
くすりの相談応需、薬物乱用防止活動（リーフレット・ポケット
ティッシュ等配布）

ときがわ祭り 11月 ときがわ町 ときがわ町他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

日本スリーデーマーチ 11月1、2、3日 東松山市 東松山市他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

ふるさと商工祭 11月 東秩父村 東秩父村他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

嵐山祭り 11月8日 嵐山町 嵐山町他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

川島農業商工祭 11月 川島町 川島町他 未定 薬物乱用防止啓発資材の配布

越生町健康まつり 10月 越生町 越生町
越生町健康まつり（ポケットティッシュ500個配布薬物乱用防止パネ
ル貸出

鳩山町健康まつり 10月 鳩山町 鳩山町 鳩山町健康まつり（ポケットティッシュ500個配布）

はんのう健康まつり 10月18日
飯能市総合福祉センター
（飯能市）

飯能市 飯能地区薬剤師会 薬剤師会が「薬剤師による薬の相談」を行う。

所沢市健康まつり 11月8日（予定）
所沢市保健センター
（所沢市）

所沢市 所沢市薬剤師会 薬剤師会が「薬剤師による薬の相談」を行う。

久喜市民まつり 10月18日 久喜駅周辺（久喜市）
久喜白岡薬剤師会・
久喜ライオンズクラブ

来場者へ薬物乱用防止啓発資材の配布

幸手市民まつり 11月8日 幸手駅周辺（幸手市） 久喜幸手地区保護司会幸手支部 来場者へ薬物乱用防止啓発資材の配布

幸手市吉田地区民祭 10月11日 幸手市吉田（幸手市） 幸手食品衛生協会 来場者へ薬物乱用防止啓発資材の配布

ふれあいサロン 10月13日 鷲宮団地集会所（鷲宮町） 上内地区コミュニティ協議会 鷲宮団地在住の高齢者を対象に薬の使い方について講義

広報誌へ啓発記事掲載 10月号又は11月号
幸手保健所管内市町の
広報誌（幸手市）

管内市町が発行する広報誌に、薬物乱用防止啓発記事を掲載

薬物乱用防止　指導員研修会 10月8日
秩父ミューズパーク音楽堂
（秩父市）

保健所、薬物乱用防止指導員
協議会、青少年健全育成推進秩
父地域会議

指導員、学校関係者、学校薬剤師等に対して、薬物乱用に関する講
演会を実施予定

献血の実施 10月23日 秩父市立病院 秩父郡市薬剤師会 秩父市立病院において献血を実施予定

各区健康まつり
（名称はそれぞれ）

10月17、18、31日
11月1、7、8、14日

各区
さいたま市各区
一般社団法人さいたま市薬剤師
会

薬事相談、薬物乱用防止啓発、キッズ調剤、血圧測定、アルコール
測定（各区の実情に合わせて対応）

第68回伊奈町文化祭 11月8日 伊奈町総合センター 伊奈町、伊奈町教育委員会
伊奈町商工会
JAあだち野伊奈支店
伊奈町文化協会

薬の知識普及事業、こども調剤模擬体験、健骨度、血管年齢チェッ
ク、体組成計による
健康チェック

各市（４市）広報へ「お薬手
帳」
「ピクトグラムｼｰﾙ」のコラム掲
載

7月～10月

一般社団法人化した薬剤師会としてはじめて四市（朝霞・新座・志
木・和光）の公報に朝霞地区発祥の「お薬手帳」と表紙に貼付用の
地区三師会で作りあげた「血のシール」「骨のシール」(ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑｼｰ
ﾙ）を知っていただくために、三ヶ月間継続して小さなコラムを掲載
した。

新座市健康まつり 10月18日 新座市保健センター 新座市 お薬相談、薬草茶試飲、ＢＭＩ計算

志木市健康まつり 10月18日 志木市保健センター 志木市 血管年齢測定、お薬相談　など

和光市健康フェアー 11月15日 和光市保健センター 和光市保健センター
お薬相談、お薬手帳とビクトグラムｼｰﾙの啓蒙、”清涼飲料水の糖質
の量”について

朝霞市健康まつり 11月23日 朝霞市わくわくドーム 朝霞市健康作り推進協議会 お薬相談、血流測定

第40回桶川市民まつり 11月3日 桶川市中仙道歩行者天国 桶川市薬剤師会
薬物乱用防止キャンペーン、薬何でも相談、血圧測定、体脂肪測
定、
アルコールパッチテスト、ジェネリック医薬品とおくすり手帳の説

加須地域市民まつり 10月18日 加須市民運動公園 市民まつり実行委員会 薬物乱用防止啓発キャンペーン、薬の相談コーナー

川口健康フェスティバル 9月27日 川口総合文化センターリリア
川口市、川口健康フェスティバ
ル実行委員会

薬の相談

行田市ふれあい福祉健康まつり 10月17日 産業文化会館南側芝生広場
行田市ふれあい福祉健康
まつり実行委員会

糖尿病に関するアンケート＆検体測定室のＰＲ、健康の相談、ジェ
ネリック医薬品に関する説明、薬物乱用防止の啓発、来場者記念品

久喜市民祭り 10月18日 久喜駅前大通り 久喜市 薬物乱用防止パンフ配布

久喜市民祭り 10月23日 久喜市文化会館小ホール 老人クラブ 「薬の正しい使い方、OTC薬の思わぬ落とし穴」について講演

熊谷市産業祭 11月22日 熊谷スポーツ文化公園 熊谷市産業祭実行委員会
お薬相談、骨密度測定、肌年齢測定、啓発資材の配布(薬物乱用防
止・ジェネリック普及・献血推進）

鴻巣市健康まつり 11月8日 クレア鴻巣 鴻巣市 薬の相談

美里町健康まつり 10月25日 美里町保健センター 美里町
健康茶の試飲（イチョウ、カキ葉、ハトムギ　等）、薬の相談、薬
物乱用防止啓発

献血 12月23日 秩父市立病院駐車場 秩父市薬剤師会 秩父市献血推進協議会
秩父市報により献血実施のお知らせ掲載　実施日に献血ご協力者に
お手帳、在宅などの啓発パンフレット配布

所沢市健康まつり 11月8日 所沢市保健センター 所沢市 各団体
お薬の何でも相談、分包機を使っての調剤体験、薬草茶の試飲、漢
方生薬の展示、
薬物乱用防止のＰＲ

戸田市健康福祉まつり 11月8日
福祉センター、戸田市薬剤師
会

保健所、健康食品メーカー
健康相談、薬物乱用防止啓発、健康食品コーナー、環境衛生検査、
パネル展示

蓮田市健康まつり　イキイキ
フェスティバル

10月18日 パルシー（市体育館） 蓮田市 薬の相談、薬物乱用防止啓発

羽生市民福祉健康まつり 10月25日 羽生市民プラザ
羽生市
(福祉健康まつり実行委員会)

羽生市福祉関連法人 お薬相談コーナー、薬物乱用防止PR、ストレス度チェック

富士見市健康まつり 10月25日 富士見市健康増進センター 富士見市
薬の相談、薬膳しるこ、アルコールパッチテスト、ハーブティー試
飲

寄居町健康まつり 10月25日
寄居町ユウネス
（健康福祉センター）

寄居町、寄居薬剤師会
役立つ健康ミニ講座、健康茶試飲コーナー、ダメゼッタイキャン
ペーン、何でもお薬相談
セルフ健康チェックコーナー（血圧、体脂肪、血流測定など）

ところざわまつり 10月11日 所沢駅周辺 所沢商工会議所 薬の正しい飲み方のチラシとマスクを配布

農業祭 11月21・22日 見沼グリーンセンター さいたま市広報課 薬の正しい飲み方のチラシとマスクを配布

毛呂山町産業祭り 11月14・15日 毛呂山総合公園 毛呂山町産業振興課 薬の正しい飲み方のチラシとマスクを配布

全国統一献血 10月24日 大宮献血ルーム (一社)埼配協 薬の正しい飲み方のﾁﾗｼとマスク・カロリーメイトを配布

街頭献血 11月14日 越谷レイクタウン (一社)埼配協 薬の正しい飲み方のﾁﾗｼとマスク・カロリーメイトを配布

薬の日 10月17日～23日 配置先の各ご家庭 (一社)埼配協 薬の正しい飲み方のチラシを配布

群馬県

埼玉県



第46回薬と健康の週間ちば県民
の集い

10月18日(日)
千葉市ハーモニープラザ　イ
ベントホール

千葉県
千葉県薬業連絡協議会

－ 表彰式、公演、お薬相談

第19回市民公開講座 10月3日(土) 千葉県教育会館 千葉県病院薬剤師会 － 講演

事業所見学会 10月14日(水) ミズホ株式会社　千葉工場 千葉県薬業連絡協議会 － 工場見学

県内高等学校へ記念図書贈呈 10月下旬 －
千葉県
千葉県薬業連絡協議会

－ 図書贈呈

薬と健康の集い
（おくすり講座）

10月21日 都民ホール 東京都 －
「薬の正しい知識～薬との付き合い方を考える～」をテーマにおく
すり講座(一般向け講演会）を開催。

薬草教室 10月22日 東京都薬用植物園 東京都 － 身近な薬の原料植物をテーマに講演会を開催。

薬と健康の集い
（知事感謝状贈呈式）

10月27日
福祉保健局・病院経営本部研
修センター　講堂

東京都 － 薬事関係及び薬物乱用防止関係功労者に対する知事感謝状贈呈式

漢方理解促進講習会 9月7日
藤沢商工会館
ミナパーク

神奈川県 － 漢方薬を広く理解する為の講習会

健康づくりフェスタ
（磯子まつり）

9月27日 磯子区役所周辺 実行委員会 磯子区 薬について

2015健康・福祉フェスティバル 9月30日 総合保健福祉センター
箱根町
福祉部
健康福祉課

－
・薬の相談
・リーフレット配布
・パネル展示　　　　等

薬物乱用防止キャンペーン 10月1日
藤沢駅北口サンパール広場・
同南口自由通路

藤沢地区薬物乱用防止推進地域
連絡会

－ 薬物乱用防止について通行者に対し啓発する

薬物乱用防止キャンペーン 10月4日 大岡健康プラザ
いきいきふれあい南なんデー実
行委員会

－
規制薬物等のパネル展示、パンフレット、カットバンの配布、各種
質問に応じる。

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 10月4日 大磯運動公園 平塚保健福祉事務所
神奈川県薬物乱用防止
指導員協議会平塚支部

薬物乱用防止啓発リーフレット等の配布、薬物見本・ポスターの展
示

やまきた健康スポーツ大会 10月4日 山北中学校
やまきき健康スポーツ大会実行
委員会

－ 薬に関するパンフレットの配布

くすりと健康フェア２０１５ 10月4日
かわさきルフロン
イベントスペース

川崎市、
川崎市薬剤師会

ソニー㈱、㈱大塚製薬工
場

薬物乱用防止コーナー、献血推進コーナー、こども調剤体験コー
ナー、くすりの相談、健康チェックコーナー等

献血 10月8日 役場本庁舎
箱根町
福祉部
健康福祉課

箱根ライオンズクラブ 献血

薬物乱用防止講演会 10月15日
神奈川県立秦野曽屋高等
学校

平塚保健福祉事務所
秦野センター

－ 青少年に対する薬物乱用防止の啓発活動

旭区健康フェア2015 10月18日 旭区役所新館 旭区健康フェア実行委員会 － 未定（薬草茶試飲、お薬相談等）

第48回伊勢原観光道灌まつり 10月17日
第48回伊勢原観光道灌
まつり会場

平塚保健福祉事務所
秦野センター

神奈川県薬物乱用防止
指導員協議会
秦野伊勢原支部

薬物乱用防止パネルの展示、リーフレットの配布等

薬と健康フェアかまくら 10月18日
鎌倉生涯学習センター
玄関前

鎌倉市薬剤師会
鎌倉市市民健康課
鎌倉保健福祉事務所

啓発ポスター展示、薬物標本展示、リーフレット及び啓発資材の配
布

2015くすりと健康すこやかフェ
ア

10月22日 横浜駅東口新都市プラザ
くすりと健康すこやかフェア
実行委員会

神奈川県
横浜市健康福祉局

薬のパネル展示、パンフレットの配布、薬物乱用防止啓発、測定
コーナー他

えびな安全安心フェスティバル 10月25日 海老名市役所 海老名市 －
お薬相談、危険ドラッグ・危険薬物情報、お薬手帳無料配布、禁煙
相談

第30回津久井やまびこ祭り 10月25日 中野中学校校庭 津久井やまびこ祭り実行委員会 － リーフレット等の配布、薬物見本展示、のぼり掲揚、ポスター掲示

平成２７年度茅ヶ崎・寒川地区
薬物乱用防止推進地域連絡会
合同キャンペーン

10月27日 寒川駅前公園
茅ヶ崎・寒川地区薬物乱用防止
推進地域連絡会

－ 啓発資材配布、パネル展示等

健康まつり 11月1日 座間中学校
座間市健康まつり実行委員会、
座間市

－ 薬の健康相談

薬の講演会 11月1日 藤沢商工会館ミナパーク 藤沢市薬剤師会 藤沢市保健医療財団 未定

暮らしのパネル展 11月9日～11月13日 磯子区総合庁舎1階 磯子区生活衛生課 － 薬物乱用防止

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 11月3日 相模大野駅周辺 相模原市 － リーフレット等の配布、薬物見本展示、のぼり掲揚、ポスター掲示

エイズデー 11月29日 相模大野駅周辺 相模原市 － 啓発物品等の配布

千葉県

東京都

神奈川県



薬事功労者表彰 10月21日（水）
新潟県自治会館別館
901会議室

新潟県 新潟県薬事功労者・薬物乱用防止推進功労者に対し感謝状を贈呈

くすりと健康フェア2015
in にいがた

9月6日  (日) 新潟日報メディアシップ (公社)新潟県薬剤師会
講演「アルコールとうつ・自殺～「死のトライアングル」を防ぐた
めに」の他、お薬相談・ストレスチェックのブースを出展

県央地域くらしとこころの総合
相談会

9月15日（火） 三条地域
新潟県弁護士会
三条地域振興局健康福祉環境部
三条市福祉保健部

薬の適正使用、かかりつけ薬局、在宅訪問、ジェネリック医薬品、
薬物乱用防止等の普及啓発資材を配布する。

すこやか・ともしびまつり2015
9月19（土）～9月20
（日）

アオーレ長岡 長岡市
薬の適正使用、かかりつけ薬局、在宅訪問、ジェネリック医薬品、
薬物乱用防止等の普及啓発資材を配布する。

薬と健康展（すこやか・ともし
びまつり2015にて）

9月19（土）～9月20
（日）

アオーレ長岡 新潟県薬事団体連絡協議会
薬の適正使用、かかりつけ薬局、在宅訪問、ジェネリック医薬品、
薬物乱用防止等の普及啓発資材の配布、他調整中。

がん征圧新潟県大会
併設　生活習慣病予防展

10月2日（金） 長岡リリックホール
公益財団法人新潟県健康づくり
財団

薬の適正使用、かかりつけ薬局、在宅訪問、ジェネリック医薬品、
薬物乱用防止等の普及啓発資材を配布する。

おぢや健康福祉まつり 10月11日  (日) 小千谷市総合体育館 小千谷市
薬の適正使用、かかりつけ薬局、在宅訪問、ジェネリック医薬品、
薬物乱用防止等の普及啓発資材を配布する。

医療・福祉・健康フェスタ2015 10月17（土） 柏崎市元気館 柏崎市

後援：新潟県柏崎地域振
興局健康福祉部・柏崎市
刈羽郡医師会・柏崎市歯
科医師会・柏崎薬剤師
会・柏崎市社会福祉協議
会

薬の適正使用、かかりつけ薬局、在宅訪問、ジェネリック医薬品、
薬物乱用防止等の普及啓発資材を配布する。

新潟はっぴー乳ライフ
ピンクリボンホリデー2015

10月18日（日） 新潟日報メディアシップ
新潟はっぴー乳ライフ、
あけぼの会新潟支部

(公社)新潟県薬剤師会、
新潟県看護協会、新潟県
病院薬剤師会、新潟県放
射線技師会、新潟県臨床
検査技師会、新潟マンモ
グラフィ研究会

薬の適正使用、かかりつけ薬局、在宅訪問、ジェネリック医薬品、
薬物乱用防止等の普及啓発資材を配布する。

新潟市民健康福祉まつり 10月18日  (日) 万代シティパーク
新潟市民健康福祉まつり
実行委員会

新潟交通㈱、万代シティ
商工連合会商店街振興組
合

薬の適正使用、かかりつけ薬局、在宅訪問、ジェネリック医薬品、
薬物乱用防止等の普及啓発資材を配布する。

新発田市健康づくり
フェスティバル

11月7日  (土) 新発田市生涯学習センター 新発田市 （一社）下越薬剤師会
薬の適正使用、かかりつけ薬局、在宅訪問、ジェネリック医薬品、
薬物乱用防止等の普及啓発資材を配布する。

健康寿命延伸フォーラム（仮
称）

11月15日  (日) 新潟ユニゾンプラザ

県医師会・県歯科医師会・県薬
剤師会・県看護協会・県歯科衛
生士会・県歯科技工士会・県栄
養士会・県理学療法士会・県作
業療法士会・県診療放射線技師
会・県接骨師会・県鍼灸マッ
サージ師会・県鍼灸師会・県介
護福祉士会・県介護老人保健施
設協会・県言語聴覚士会・県小
規模多機能型居宅介護事業者協
議会・県認知症高齢者グループ
ホーム協議会

検討中

消費者のための薬のセミナー 9月5日  (土) 大通地域生活センター 大通地区保健会 -

消費者のための薬のセミナー 9月9日  (水)
長場ふれあいセンター
（長場公民館）

ピーチサロンながば -

消費者のための薬のセミナー 9月16日  (水) 石瀬集落開発センター 多宝会 -

消費者のための薬のセミナー 9月17日  (木) さんぽく会館 山北高嶺大学 -

消費者のための薬のセミナー 9月21日  (月)
長岡市高齢者センター
ふそき

ひまわりの会 -

消費者のための薬のセミナー 9月27日  (日) 新潟市総合福祉会館 新潟県中途視覚障害者連絡会 -

消費者のための薬のセミナー 10月14日  (水)
川﨑コミュニティセンター分
館

川﨑コミュニティセンター分館 -

消費者のための薬のセミナー 10月20日  (火) タニタカフェ 長岡市福祉保健部健康課 -

消費者のための薬のセミナー 10月22日  (木) 西山いきいき館
柏崎市健康推進員協議会
西山支部

-

消費者のための薬のセミナー 10月25日  (日) 新潟ふれあいプラザ体育館
社会福祉法人新潟県身体障害者
団体連合会

-

消費者のための薬のセミナー 11月10日  (火) 新潟市社会福祉協議会 新潟市社会福祉協議会 -

消費者のための薬のセミナー 11月25日  (水) 南大山自治会館 老人クラブ「大山南山会」 -

山梨県薬事衛生大会 10月19日（月） ホテルクラウンパレス甲府

＜山梨県＞
＜山梨県薬と健康の週間実行委
員会＞
　(一社)山梨県薬剤師会
　(一社)山梨県医薬品登録販売
者協会
　山梨県医薬品配置協議会
　山梨県医薬品卸協同組合

－

＜表彰式典＞
・ 薬事功労者（厚生労働大臣表彰：披露）
・ 薬事功労者及び優良薬局（知事表彰）
・ 優良従業員（実行委員会会長表彰）

＜記念講演＞
 ・「健康に生きる笑いの力」
   　 講師：桂　花團治　氏

健康を守るくすり展 10月17日（土）
イオンモール甲府昭和さくら
広場

＜山梨県＞
＜山梨県薬と健康の週間実行委
員会＞
　(一社)山梨県薬剤師会
　(一社)山梨県医薬品登録販売
者協会
　山梨県医薬品配置協議会
　山梨県医薬品卸協同組合

－

・ 薬相談コーナーの開設
・ 薬の紙芝居
・ 薬草の展示
・ 薬に係るアンケートの実施
・ 薬物乱用防止、献血推進に係る啓発活動
・ 甲府市内しらゆり幼稚園キンダー鼓隊の演奏

松本市健康フェスティバル 9月27日（日） 松本市総合体育館 松本市 － 相談コーナー、調剤体験コーナー、ハーブティー試飲

下諏訪町健康生活展 9月27日（日） 下諏訪町健康センター 下諏訪町 － お薬相談

地域奉仕プロジェクト 10月4日（日） 小諸相生会館 小諸ロータリークラブ － 相談コーナー

諏訪市健康まつり 10月4日（日） 諏訪市文化センター 諏訪市 － 薬と健康の週間啓発活動

岡谷市民健康づくりのつどい 10月18日（日） 岡谷市イルフプラザ 岡谷市民健康づくり推進協議会 － お薬相談、薬の使い方パネル展示、ハーブティー試飲

健康を守る大会 10月21日（水） 松本市音楽文化ホール 松本地区健康管理推進協議会 － パネル展示、ハーブティー試飲

市民公開講座 10月25日（日）
かんてんぱぱ「くぬぎの杜」
大ホール

一般社団法人上伊那薬剤師会 － 講演会

市民公開講座 10月25日（日） 飯田文化会館ホール
一般社団法人飯田下伊那薬剤師
会

－ 鳥越俊太郎講演会

木曽病院祭 10月31日（土） 県立木曽病院 県立木曽病院 － お薬相談会

富山県
「薬と健康の週間」薬事功労者
等表彰及び記念講演

10月17日 富山電気ビルディング
富山県
公益社団法人富山県薬剤師会

（後援）
富山県教育委員会
一般社団法人富山県薬業
連合会
一般社団法人富山県医薬
品登録販売者協会
富山県医薬品小売商業組
合

・富山県厚生部門薬事功労者等表彰式
・記念講演

新潟県

山梨県

長野県



薬と健康の週間
製薬工場見学会

10月20日
参天製薬株式会社
能登工場

石川県 薬事振興会 製薬工場見学

薬と健康の週間
薬草観察ハイキング

10月17日 夕日寺健民自然園 石川県 薬事振興会 薬草観察ハイキング

薬事功労者県知事感謝状贈呈式 未定 石川県庁 石川県 －

薬と健康の週間
街頭キャンペーン

10月19日（月）
JR福井駅西口および
東口周辺

福井県医薬品登録販売者協会
福井県薬物乱用防止指導
員福井地区協議会
福井健康福祉センター

通勤・通学する者に対し、セルフメディケーションハンドブック、
傷絆創膏を配布し、医薬品の適正使用を呼びかける。

薬と健康の週間
街頭キャンペーン

10月20日（火） アルプラザアミ 福井県医薬品登録販売者協会 坂井健康福祉センター 啓発物等の配布

薬と健康の週間
街頭キャンペーン

10月18日（日） たけふ菊人形
福井県医薬品登録販売者協会鯖
江・越前支部

丹南健康福祉センター たけふ菊人形入口付近にてチラシ配布

薬と健康フェア 10月18日（日）
ラブリーパートナー・　エル
パ

福井県薬剤師会 福井県薬業団体連合会 ブース展示、ＤＶＤの上映等

第26回市民健康まつり 10月4日（日）
高山市役所、高山市保健セン
ター

高山市
各種検査などの体験や、健康や介護、からだに
関する相談、バランス食や乳製品の試食等

第4１回　健康を守る市民の集い 10月1８日（日） セラトピア土岐
土岐市及び
土岐市地域医療協議会

土岐ライオンズクラブ
土岐織部ライオンズクラ
ブ
土岐中央ロータリークラ

薬物乱用防止啓発のパネル展示や
資材配布

薬物乱用防止教育
認定講師養成講座

１０月２６日（月） 岐阜県中濃総合庁舎
岐阜県薬物乱用防止指導員中濃
地区協議会

薬と健康のつどい2015 11月3日(火)
大垣市スイトピアセンター
文化会館

一般社団法人岐阜県薬剤師会、
岐阜県病院薬剤師会

健康フェア・講演会

第4１回　瑞浪市健康まつり 11月２3日(月)
高山市保健センター(上平
町)、総合文化センター(土岐
町)

瑞浪市健康まつり実行委員会・
瑞浪市健康づくり推進協議会・
瑞浪市

相談や展示、測定、健康チェック等、
健康講演会

理容組合講習会 9月28日 牧之原市静波防災センター
理容生活衛生同業組合
榛南支部

－ 薬とくらしの教室

薬草講座 10月17日
静岡県立中央図書館講堂、静
岡県立大学薬草園

静岡県、静岡県立中央図書館、
静岡県立大学、（一社）静岡県
薬事振興会

－ 薬草についての講座、薬草園の見学

第３５回市民福祉まつり 10月18日 中央公園 富士市
静岡県富士地区薬物乱用
防止協議会

薬物乱用防止啓発活動

〃 〃 〃 〃
静岡県富士保健所、
静岡県赤十字血液セン
ター

アボちゃんサポーターによる献血の啓発活動

薬事功労者表彰式 10月22日 クーポール会館
静岡県、（一社）静岡県薬事振
興会

－ 薬事功労者表彰式

献血啓発事業 10月25日 イオン焼津店 静岡県中部保健所 － アボちゃんサポーターによる献血啓発活動

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 10月25日 イオン焼津店 静岡県中部保健所 － 薬物乱用防止指導員による薬物乱用防止啓発活動

献血啓発事業 11月8日 アピタ島田店 静岡県中部保健所 － アボちゃんサポーターによる献血啓発活動

理容組合講習会 11月9日
ウェルシップ焼津（総合福祉
会館）

理容生活衛生同業組合焼津支
部・藤枝支部

－ 保健所職員による講習会

第28回熱海市健康まつり 10月25日 熱海市いきいきプラザ 熱海市 －

地域イベントにおける健康相談会の実施
・健康相談コーナー
・肺機能測定
・薬局「健康相談窓口」の啓発

第3回ふじのくに健康長寿サミッ
ト

9月12日 小山町総合文化会館 静岡県 － （同上）

しずおか元気健康フェア2015 10月10日～10月11日 ツインメッセ静岡 静岡新聞社・静岡放送 － （同上）

2015かけがわ健康フェア 10月18日 徳育保健センター 掛川市 － （同上）

薬事功労者愛知県知事表彰 10月16日（金）
日本郵政グループ名古屋ビル
南特設会場

愛知県 － 薬事関係業務のため献身的な活動を続けている個人を表彰

愛知県薬剤師会
薬と健康の週間
メイン行事

１０月４日（日） 稲沢市保健センター 稲沢市薬剤師会 なし
公開講座
こども向け参加型調剤体験、紙芝居
お薬相談会

愛知県薬剤師会
ナナちゃん人形装飾と啓発活動

１０月１４日（水）
～２０日（火）

（名古屋駅前）
名鉄百貨店メンズ館前
ナナちゃん人形

一般社団法人
愛知県薬剤師会

なし

ナナちゃん人形を薬剤師装飾して「かかりつけ薬局を持ちましょ
う」の看板を手に持たせて啓発。１０月１８日（日）はナナちゃん
人形の下でリーフレットやティッシュ等を配布して「かかりつけ薬
局」をアピールする。

愛知県薬剤師会
薬と健康の週間
表彰式

１０月１７日（土）
愛知県薬剤師会館
５階講堂

一般社団法人
愛知県薬剤師会

なし 愛知県薬剤師会が定める表彰規程に該当する会員を表彰

愛知県薬剤師会
福祉医療公開講座

１１月８日（日） ウインクあいち
一般社団法人
愛知県薬剤師会

なし
三遊亭好楽師匠をメイン講師として公開講座
愛知県薬剤師会常務理事による食育に関する公開講座

工場見学と散策（仮題） 10月19日 名古屋又は京都方面 三重県薬業団体連合会 －
県民80名程度を募集し、見学会を実施する。車中で薬と健康に関す
る資料を配布し、説明等を行う。

危険ドラッグ条例制定に伴う啓
発

10月中旬 県内各地 三重県 －
危険ドラッグ条例制定に伴い、県民に周知を行うために街頭啓発等
を行う。

薬事功労者表彰
（健康福祉関係功労者感謝のつ
どいにて）

11月16日 ホテルグリーンパーク津 三重県 －
健康福祉各分野で貢献されている方々の功績を称え、表彰式を行
う。

出前トーク（薬の正しい使い
方）

通年 県内各地 三重県 －
薬の正しい使い方について、スライド等を用いて対象者に応じて分
かりやすく説明する。

危険ドラッグ等薬物乱用防止
啓発キャンペーン

10月3日(土)
イオンモール草津
（イオンホール・セントラル
コート）

危険ドラッグ等薬物乱用防止啓
発キャンペーン実行委員会
（（一社）滋賀県薬剤師会、滋
賀県、びわこ成蹊スポーツ大学
スポーツ学部、立命館大学薬学
部、びわ湖放送(株)、(株)エフ
エム滋賀））

【セントラルコート】
びわこ成蹊スポーツ大学「フレンディーズ」ダンスチームオープニ
ングステージ、薬物乱用防止ポスターコンテスト、びわこ成蹊ス
ポーツ大学薬物乱用防止サークルによるＰＲ、e-radio公開収録、立
命館大学ライフサイエンスサークルによるライフサイエンスステー
ジ、びわ湖放送アミンチュショー・写真撮影会、子ども向け科学教
室、電子おくすり手帳、おくすり相談など
【イオンホール】
薬物乱用防止講演会

滋賀のくすりと健康フェア2015
～健康寿命日本一をめざして～

10月17日(土)、
18日(日)

アル・プラザ草津
（セントラルコート）

一般社団法人滋賀県薬業協会

一般社団法人滋賀県薬剤
師会
一般社団法人医薬品登録
販売者協会
滋賀県医薬品配置協議会

【展示コーナー】
セルフメディケーション、くすりの知識と正しい使い方、薬物乱用
防止、滋賀のくすりの歴史、製薬業など
【体験コーナー】
おくすり相談（薬剤師）、模擬調剤体験、電子おくすり手帳、健康
測定器（血流、体成分等）、栄養相談、健康体操（実演）、ゲーム
など

薬事功労者知事表彰式 10月23日(金) 滋賀県庁 滋賀県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

石川県

福井県



出前語らい 9月8日 菟道ふれあいセンター 菟道学区福祉委員会 － 高齢者を対象として、医薬品等の適正使用について啓発を行う

あそびのはくぶつ館 9月13日 鴻ノ巣山運動公園 城陽市青少年健全育成市民会議 － 薬物乱用防止及び京都e-お薬手帳に係る啓発活動

出前語らい 9月18日 亀岡市役所
亀岡市市民課
南丹広域振興局商工労働観光室

－ 健康食品と医薬品についての講演

SKYふれあいフェスティバル 9月19日、20日 パルスプラザ 京都府薬剤師会 － お薬相談

SKYふれあいフェスティバル 9月19日、20日 パルスプラザ 京都府薬剤師会、京都府 － お薬手帳の啓発

SKYふれあいフェスティバル 9月19日、20日 パルスプラザ
京都府薬物乱用防止指導員協議
会

－ 薬物濫用防止啓発

丹後はぐくみフェスティバル 10月3日 野田川体育館
京都府丹後教育局
京都府丹後保健所

－ 電子お薬手帳の紹介（展示ブース）

薬草に楽しむ会 10月4日
京の食文化ミュージアム
あじわい館

京都府医薬品登録販売者協会 － 薬膳インストラクター養成初級講座

市民・府民公開講座 10月4日 メルパルク京都 京都府薬剤師会 － お薬と機能性表示食品などとの飲み合わせについての講演会

学生祭典 10月11日 平安神宮、岡崎公園一帯 京都学生祭典実行委員会 － 薬物乱用防止啓発

薬物乱用防止街頭啓発 10月15日
宮津シーサイドマートミップ
ル

京都府丹後保健所 － 薬物乱用防止を呼び掛ける街頭啓発を行う

薬物乱用防止啓発活動 10月中旬 管内のスーパー
京都府薬物乱用防止指導員相楽
地区協議会

－ 啓発資材配布

薬物乱用防止教室 10月16日 舞鶴市立城北中学校 中丹東保健所 － 医薬品の正しい使い方等の講習

薬事監視 10月17日～23日 舞鶴市・綾部市一円 中丹東保健所 － 薬局・ドラッグストアに対する啓発・監視指導

伏見区薬物乱用防止パレード 10月18日 大手筋商店街
伏見区薬物乱用防止指導員
協議会

－ 薬物濫用防止啓発

農薬取扱講習会 10月21日 綾部中央公民館 中丹広域振興局 － 京都 e-お薬手帳の普及啓発

右京区民フェスティバル 10月24日 太秦安井公園
右京区薬物乱用防止指導員
協議会

－ 薬物濫用防止啓発

薬事功労者知事感謝状贈呈式 10月27日
京都府公館
（レセプションホール）

京都府 －

ジビエ講習会 10月31日 市民交流プラザふくちやま 中丹広域振興局 － 京都 e-お薬手帳の普及啓発

保健所だより 10月下旬 中丹西保健所 中丹西保健所 － お薬手帳等の啓発

おおやまざき産業まつり 11月1日 大山崎町立中央公民館 乙訓薬物乱用防止指導員協議会 － 薬物濫用防止啓発

久御山町民文化祭 11月8日 久御山町中央公民館 久御山町 － 薬物乱用防止及び京都e-お薬手帳に係る啓発活動

長岡京ガラシャ祭 11月8日 長岡京市中央公民館 乙訓薬物乱用防止指導員協議会 － 薬物濫用防止啓発

薬物乱用防止街頭啓発 11月11日
同志社大学前
（烏丸今出川）

上京区薬物乱用防止指導員
協議会

－ 薬物濫用防止啓発

向日市まつり 11月14日、15日 向日町競輪場 乙訓薬物乱用防止指導員協議会 － 薬物濫用防止啓発

薬物乱用防止啓発活動 11月15日
けいはんな記念公園及びけい
はんなプラザ

京都府薬物乱用防止指導員相楽
地区協議会

－ 啓発資材配布

おもろいやんか木幡 11月15日 宇治市立木幡中学校
木幡中学校区青少年健全育成協
議会

－ 薬物乱用防止及び京都e-お薬手帳に係る啓発活動

出前語らい 11月17日 こむぎ山健康学園
公益財団法人
南丹福祉シルバー人材センター

－ 薬の適正使用についての講義

きょうと薬物乱用防止行動府民
会議総会

11月23日
京都産業会館
（シルクホール）

きょうと薬物乱用防止行動府民
会議

－

平成２７年度薬と健康の週間
「府民のつどい」

10月18日（日）
なんばウォーク広場
（クジラパーク）

大阪府「薬と健康の週間」実行
委員会

薬業関係団体

啓発用ポスター原画・川柳入賞
者表彰

10月18日（日）
なんばウォーク広場
（クジラパーク）

大阪府「薬と健康の週間」実行
委員会

薬業関係団体

大阪府薬事関係功労者知事表彰 10月29日（木） 大阪府薬剤師会館 大阪府 －

京都府

大阪府



健康づくりの集い 9月6日（日） 三木市総合保健福祉センター 健康増進課 三木市薬剤師会等 薬剤師会コーナー、薬物乱用防止の啓発、薬剤師による薬の相談

養父市高血圧教室 9月11日（金） 大屋保健センター 養父市 養父市医師会 医師による講演

第13回市民講演会 9月12日（土）
明石市立市民会館
中ホール

一般社団法人
明石市薬剤師会

明石市
兵庫県明石健康福祉事務
所
明石市医師会
明石市歯科医師会

講演会：演題「元気で長生きは、歌声から」
講師：ばんば　ひろふみ　氏
13：00～13：50　お薬なんでも相談
パンフレットの配布　等

神戸薬科大学
第69回リカレントセミナー
テーマ「睡眠障害」

9月27日（日）
神戸薬科大学
エクステンションセンター

神戸薬科大学

【講演】
1 「睡眠障害治療の最前線」
　　日本大学医学部精神医学系教授　内山　真　氏
2 「睡眠薬の適正使用を考える～減量・中止をどうするか～」
　　東邦大学薬学部臨床薬学研究室教授　吉尾　隆　氏

西区健康・福祉フェア 10月3日（土）
西神中央プレンティ広場およ
びアトリウムコート

神戸市西区社会福祉協議会
神戸市西区共同募金委員会

薬剤師体験実習、お薬・健康相談、ママサポート講座、禁煙相談

こうべ福祉・健康フェア 10月4日（日） しあわせの村

神戸市
(財)こうべ市民福祉振興協会
(社福）神戸市社会福祉協議会
神戸市教育委員会
ふれあいのまちKOBE・愛の輪運
動推進委員会
(財)神戸在宅ケア研究所

薬の相談
健康測定とアドバイス
パンフレット、サンプル配布　　　　　　　　　　　　　　　　薬
剤師の仕事体験
薬物標本の展示

区民健康講座と健康相談 10月9日（金） 東灘区医師会館3階ホール
東灘区医師会
東灘区保健福祉部

「漢方の生薬」～見て、さわって、匂いを楽しみましょう～
生薬を手に取りながら、生薬について説明

第19回灘ふれあい秋まつり 10月10日（土） 灘区民ホール1階ロビー 灘ふれあい秋まつり実行委員会 三師会合同による健康相談

薬と健康の週間
「かがくって不思議」

10月11日（日）
イーグレひめじ
3F・4F

一般社団法人
姫路薬剤師会

【後援】
姫路教育委員会
姫路獨協大学薬学部
兵庫県立姫路工業高校
徳島文理大学薬学部

健康相談、こども薬局、科学実験、オリジナルハーブティー作成

薬と健康フェア 10月11日（日） 阪神尼駅周辺 一般社団法人尼崎市薬剤師会
お薬・在宅介護相談、薬物乱用防止活動、
ママサポート相談、アンケート収集　等

三木市　成人保健相談
10月14日（水）（予
定）

三木市総合保健福祉センター
等

三木市健康増進課 三木市医師会 医師による健康相談

薬と健康の週間イベント 10月15日（木） 宝塚市立西公民館ホール 宝塚市薬剤師会
【後援】
宝塚市

特別講演会：「認知症－学んで実践！－」
講師：宝塚市立病院　認知症看護認定看護師　安部万里　先生
薬物乱用防止パネル展示、お薬相談

区民健康のつどい
第18回ふれあい兵庫　福祉・健
康フェア

10月17日（土）
兵庫公会堂
湊川公園

兵庫区四師会
【共催】
兵庫区社会福祉協議会

兵庫区四師会による健康講演会
こども調剤体験

ポーポキ・ピース・ネットワー
ク健康は、安全・安心と同じ
色？～ねこのポーポキと一緒に
健康を考えましょう！～

10月17日（土）
14：00～16：00

兵庫医療大学
地域推進室

兵庫医療大学
【協力】
ポーポキ・ピース・プロ
ジェクト

健康や安心・安全、平和について、五感で考える

たるみ生き活き保健福祉フェア 10月18日（日） レバンテ垂水2番館
垂水区
【共催】垂水区三師会

薬の相談、こども薬剤師さん
電子お薬手帳ハルモの紹介コーナー
医療機器の体験コーナー
健康食品の展示・サンプル配布
災害時持ち出し用セットの配布

薬と健康の週間 10月18日（日） イオン洲本店 兵庫県薬剤師会淡路支部
淡路地区薬物乱用防止指
導員協議会

キッズファーマシー、薬剤師によるお薬相談、禁煙相談、健康測定
と生活習慣病改善のアドバイス、薬物乱用防止、薬物乱用防止啓発
物資の配布、薬草茶

２０１５西宮市民健康フェア 10月18日（日） 西宮市北口保健福祉センター 西宮市健康づくり活動推進協議
会

（一般社団法人西宮市薬
剤師会で実施予定）

お薬と健康なんでも相談　等

（西宮市保健所及び西宮
地区薬物乱用防止指導員
協議会で実施予定）

薬物乱用防止啓発活動
○×クイズ実施

神戸薬科大学第70回リカレント
セミナー テーマ
「薬剤師のためのコーチング」

10月18日（日）
神戸薬科大学
エクステンションセンター

神戸薬科大学

【講演と実習】
薬剤師のためのコーチング
～コーチングスキルを用いて患者さんとのコミュニケーション力を
アップしよう～
　　神戸薬科大学講師　中島　園美　氏

赤穂市食育フェア 10月19日（月） 赤穂市総合福祉会館 赤穂市保健センター 赤穂市いずみ会 リーフレットの配布

薬の相談コーナーを設置

三木市　成人保健相談
10月20日（火）（予
定）

三木市総合保健福祉センター
等

三木市健康増進課 三木市医師会 医師による健康相談

篠山市民講演会 10月24日（土） 篠山市民センター

篠山市薬剤師会
【共催】
兵庫県薬剤師会摂丹支部
篠山市医師会
篠山市

篠山市民講演会：「健康食品で“不健康”にならないために～機能
性表示食品を賢く使う～」
講師：神戸大学医学部付属病院　薬剤部長　平井みどり　先生
お薬相談

街頭啓発 10月24日（土） JR神戸駅 兵庫県医薬品小売商業組合
医薬品卸業者
医薬品メーカー

「おくすりの相談」コーナー（薬剤師による無料相談）
啓発資材配布

平成27年度第2回但馬地区薬物乱
用防止キャンペーン

10月24日（土）

朝来市和田山町玉置　和田山
中央文化公園
但馬食文化まつり会場内

但馬地区薬物乱用防止指導員協
議会
兵庫県但馬県民局

ライオンズクラブ国際協
会335－D地区４リジョン
豊岡ライオンズクラブ
豊岡亀城ライオンズ
クラブ
豊岡こうのとりライオン
ズクラブ
豊岡ロータリークラブ
豊岡円山川ロータリー
クラブ
兵庫県薬剤師会但馬支部

薬物乱用防止啓発資材の配布

第40回にしのみや市民祭り 10月24日（土）
西宮市役所周辺
ふるさとブース会場

にしのみや市民祭り協議会
（西宮市保健所及び西宮
地区薬物乱用防止指導員
協議会で実施予定）

薬物乱用防止啓発活動

薬と健康フェア 10月25日（日）
西宮市医師会看護専門学校
西宮医療会館

西宮市薬剤師会
【共催】
西宮医療連盟

講演、お薬なんでも相談、キッズファーマシー
糖尿病が心配な方の簡易測定、子育て中の方の薬と健康相談
学校薬剤師・禁煙相談

（西宮市保健所及び西宮
地区薬物乱用防止指導員
協議会で実施予定）

薬物乱用防止啓発活動

長田区三師会医療フォーラム 10月29日（木）
長田区役所
7階大ホール

長田区医師会
長田区歯科医師会
長田区薬剤師会
長田区役所（健康福祉課）

テーマ「肺炎～高齢者の死因トップ　その予防～」
三師会、各々に20分程度講演の後、質疑応答等

市民講演会 11月1日（日）
ゆめタウン
ポップアップホール

丹波市薬剤師会
【共催】丹波市　他

健康講演会

ひがしなだふれあいフェスタ
2015

11月3日（火）
東灘区
住吉公園特設会場

社会福祉法人神戸市東灘区
社会福祉協議会、東灘区役所

お薬相談、薬剤師体験コーナー、ママサポート、
会場ステージにおいて東灘区薬剤師会の活動についてスピーチ
各種パンフレットの配布

川西まつり 11月7日（土）
川西市総合体育館周辺
（川西まつり会場）

川西市
【共催】川西市商工会

薬の相談、健康相談、体脂肪測定と健康のアドバイス、薬物乱用防
止の啓発、薬剤師会に関するDVD上映、スライム作り（子供対象）、
白衣着用の記念写真撮影（子供対象）

これからの「薬剤師活用術」
～かかりつけ薬剤師の見つけ方
～

11月8日（土）
14：00～15：30

兵庫医療大学
オクタホール

兵庫医療大学
【協力】
神戸大学病院
毎日放送

知っているようで知らない、薬のこと、薬剤師のこと、かかりつけ
薬局のことを分かりやすく紹介

第18回灘区民健康特別講座 11月14日（土）
灘区民ホール
5階マリーホール

【共催】
灘区三師会
灘区保健福祉部
株式会社エーザイ

「認知症」をテーマに三師会合同によるシンポジウム

健康福祉まつり 11月21日（土） 健康福祉会館 加西市 リーフレット等啓発資材を配布、掲示

まちの文化祭 11月22日（日） 神戸地域人材支援センター
神戸地域人材支援センター
まちの文化祭2015実行委員会

大塚製薬工場 お薬相談「脱水と経口補水液」

若い夢フェスティバル 11月29日（日）
加古川市役所前広場
市民会館小ホール前スペース

【共催】
加古川市青少年団体連絡協議会
加古川健康福祉事務所
他

薬物乱用防止活動、こども薬局模擬体験、HbA1c測定

養父市糖尿病教室 12月7日（月） やぶ保健センター 養父市 養父市医師会 医師による講演

養父市高血圧教室 1月14日（木） 八鹿文化会館 養父市 養父市医師会 医師による講演

北区健康講座 2月20日（土）
北神区民センター
ありまホール

北区薬剤師会
北区医師会
北区歯科医師会
北区役所
北区社会福祉協議会

（調整中）

三木市　母子手帳交付 随時 三木市総合保健福祉センター 三木市健康増進課 なし 事故予防（誤飲等）について冊子を配布

三木市　1歳6か月児健診 月に1回実施 三木市総合保健福祉センター 三木市健康増進課 なし 誤飲についてリーフレットを配布

兵庫県



NaRaくすりと健康２０１５ 10月24日 奈良県文化会館
奈良県医療政策部薬務課
奈良県薬事団体連合会

－

　・くすりに関するパネル展示。
（正倉院の薬物、くすりの歴史など）
　・健康茶試飲。
  ・おくすり相談。
　・禁煙相談。
  ・薬草コーナー他。

薬事功労者の奈良県知事表彰 10月14日 奈良県庁 奈良県 － 表彰

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 随時 県内各地 奈良県 － 県内各地での薬物乱用防止教室、ふれあい祭り等の啓発活動

薬物乱用防止街頭キャンペーン 10月24日 奈良県文化会館 奈良県 － 表彰、薬物乱用防止について街頭での啓発活動

第13回和歌山市薬剤師会市民講
座　健康サポート2015

10月25日 プラザホープ
（一社）和歌山市薬剤師会
和歌山県薬局協同組合和歌山支
部

和歌山市
(一社)和歌山市医師会
(一社)和歌山市歯科医師
会
(一社)和歌山県薬剤師会
和歌山県製薬協会

市民講座・特別講座・相談・測定・体験・啓発コーナー

第11回海南市民健康まつり 10月18日 海南市保健福祉センター 海南市
海南薬剤師会　海南保健
所

薬の相談、家庭内の薬チェック、血圧測定、飲料水と温泉水検査の
相談、残薬回収の相談、薬物乱用防止活動

青洲まつり 11月1日 青州の里 紀の川市
那賀薬剤師会　岩出保健
所

血圧測定、お薬相談のコーナー、モバイルファーマシーの展示、薬
物乱用防止啓発

有田市消防フェスティバル 10月25日 有田市有田川河川敷 有田市 有田薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発

湯浅町あいあい祭り 11月1日 有田郡民体育館 湯浅町 有田薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発

梧稜まつり 11月1日 広川町役場保健センター 広川町 有田薬剤師会 薬事相談、薬物乱用防止啓発

第15回御坊市健康福祉祭り 9月21日 御坊市民文化会館 御坊市 御坊薬剤師会 薬クイズの実施、薬相談、薬物乱用防止啓発

鳥取県

薬と健康の週間
イベント
「業界ウォッチ　薬剤師の仕事
を体験するんだニャン」

10月25日
ホープタウン
（米子市米原２丁目１－１）

鳥取県・一般社団法人鳥取県薬
剤師会

米子市
境港市
（公社）鳥取県西部医師
会
（一社）鳥取県西部歯科
医師会
県内報道機関

（１）イベント
○Dr.YUBIの『薬と健康』（講演）
○AEDと心肺蘇生法
○お薬・健康相談コーナー（薬剤師・栄養士相談受付）
○進路相談コーナー（薬剤師・医師・看護師になるには？）
○健康測定コーナー（HbA1c測定、骨密度測定、体組成測定など）
○ビューティーコーナー（子どもネイル、ハンドマッサージ、お肌
のトラブル相談）

（２）体験・展示
○職業体験コーナー（薬剤師・医師・看護師職業体験）
○化学実験コーナー（スライム作り、アロマ入浴剤作り等）
○パネル等展示コーナー

お薬相談会
平成27年11月～
平成28年3月

無薬局地区を含む県下全域
一般社団法人島根県薬剤師会
（本県による委託事業）

－
公民館や老人会等に薬剤師が出向いて、医薬品の働き等について説
明し、相談を受ける機会を設ける。

健康づくり支援プロジェクト
未定
「薬と健康の週間」中
のいずれかの日

大型ショッピングセンター等
一般社団法人島根県薬剤師会
（本県による委託事業）

－
休日の大型ショッピングセンター等に会場を設けて日ごろ薬局を利
用する者以外の住民に対してかかりつけ薬局の必要性等を周知す
る。

薬と健康の週間事業 10月24日（土） 岡山ふれあいセンター
岡山県
(一社)岡山県薬剤師会

岡山県教育委員会
岡山県市長会
岡山県町村会
（公社）岡山県医師会

お薬健康相談、血圧・骨量測定コーナー、薬物乱用防止の啓蒙 他、
かかりつけ薬局について、おくすり手帳について、他のパネル展
示、こども調剤体験コーナー

薬と健康の週間事業 10月18日（日） 水島緑地福田公園 お薬相談、パネル展示、骨密度測定

薬と健康の週間事業 10月25日（日） 玉野市深山公園内薬草園 薬草教室「よもぎとモグサの文化史」

薬と健康の週間事業 11月29日（日） 玉野市すこやかセンター お薬クイズ、お薬相談、パネル展示　他

薬と健康の週間事業 10月18日（日） 児島競艇場 ＨｂＡ１ｃ測定、パネル展示　他

薬と健康の週間事業 10月4日（日） 天満屋ハピータウン鴨方店
血圧・血管年齢・体脂肪・骨量測定・体成分分析・肺年齢・身長・
体重、パネル展示、こども調剤 他

薬と健康の週間事業 10月18日（日） 玉島市民交流センター
講演会「正しく動けるカラダ作り～普段の生活をより楽に！より快
適に！～」

薬と健康の週間事業 10月18日（日） 井原市勤労者体育センター 血管年齢・骨量測定、健康相談　他

薬と健康の週間事業 11月1日（日） ハピータウンリブ総社 お薬相談、各種測定、薬物乱用防止コーナー　他

薬と健康の週間事業 10月18日（日） ポルカ天満屋ハピータウン
お薬相談会、薬の正しい使い方、薬物乱用防止啓蒙等のパネル展
示、血圧測定　他

薬と健康の週間事業 11月1日（日） おおさ総合センター周辺 こども調剤、お薬相談　他

薬と健康の週間事業 11月15日（日） ゆめトピア長船 こども調剤体験

薬と健康の週間事業 10月8日（木） 久世エスパス 講演会「病気とのつきあい」

薬と健康の週間事業 10月18日（日） 宮本武蔵顕彰武蔵武道館
薬剤師による健康相談、入浴剤作り体験、エコバッグ配布、サンプ
ル提供、ＨｂＡ１ｃ測定

薬立つフォーラム 11月3日（火） イオンモール岡山
お薬相談、各種測定、ＡＥＤ講習会、子ども調剤、街の科学者、
ジェネリック医薬品のパネル展示　他

薬草に親しむ会 9月23日（水・祝日）
国民宿舎みやじま杜の宿
周辺（広島県廿日市市宮島町
大元公園内）

広島県及び公益社団法人広島県
薬剤師会

－
薬用植物の専門家とともに，野山に自生している薬用植物を観察
し，薬効，薬用部位，使用方法及び栽培方法並びに漢方薬の正しい
知識を修得する。

別紙のとおり（※最終ページ参
照）

公益社団法人広島県薬剤師会 －
・医薬品に関する相談窓口の設置
・医薬品の適正使用及び薬物乱用防止に関する啓発活動

島根県

岡山県

広島県

奈良県

和歌山県



田辺市生涯学習フェスティバル 11月29日 田辺市民総合センター 田辺市 田辺薬剤師会 お薬相談、子供調剤体験、ポスター展示

高校文化祭「保健所出前教室」 11月21日 県立新翔高校 新宮保健所
保健所出前教室におけるパネルの展示、リーフレット配布、薬物乱
用防止啓発

ぶち元気がいいねフェスタ 10月18日（日）
キリンビバレッジ周南総合ス
ポーツセンター内

徳山薬剤師会 － お薬相談、アルコールパッチテスト

市民公開講座
「ほうふ健康フォーラム2015」

11月1日（日）
防府市地域交流センター
（ｱｽﾋﾟﾗｰﾄ）

防府薬剤師会 －

①講演
・「一般用医薬品とサプリメントの上手な使い方」
・「ロコモ予防でいつまでも若々しく」
・及び演題未定1題
②催し物コーナー
・血圧計や体脂肪計等の体験コーナー
・小中学生の歯科関連作品展示コーナー
・ピンクリボンコーナー
・健康相談コーナー

おごおり健康まつり 11月3日（火・祝） 山口市小郡保健福祉センター 吉南薬剤師会 －
①薬の相談会
②催し物コーナー（具体的な内容については未定）

くすりのひみつ探検講座 11月18日（水）
協和発酵キリン株式会社　宇
部工場

山口県 － 工場見学、医薬品に関する講習

SOS健康フェスタ 11月15日（日） 山陽小野田市民館
山陽小野田
薬剤師会

－
薬の相談、クイズ形式による介護用品、服薬補助具の説明、講演
会、禁煙活動等

第３０回「福祉の市」 10月4日（日） 美祢市民会館駐車場 美祢薬剤師会 － 薬・健康食品に関する相談コーナー

くすりと健康フェア
10月17日（土）
～18日（日）

徳島県文化の森総合公園 徳島県

一般社団法人徳島県薬剤
師会，徳島県製薬協会，
一般社団法人徳島県医薬
品登録販売者協会，徳島
県医薬品配置協議会，徳
島県赤十字血液セン
ター，徳島県薬草協会

子ども薬局，薬のなんでも相談窓口，展示（薬に関するパネル・薬
草・生薬見本・献血推進ポスター入選作品），薬に関する講演会，
ヘモグロビンA1c自己測定

薬事功労者表彰式 10月20日（火） 薬学会館 徳島県 － 薬事功労者の知事表彰と保健福祉部長表彰

薬剤師による健康教育
(福祉保健推進員研修会）

7月28日
7月30日
8月27日

各地区公民館 各地区福祉保健推進員会 国保連
「間違っていない？あなたの薬知識」と題し、かかりつけ薬局やお
薬手帳、薬の副作用等について、薬剤師より健康教育を実施する。

薬剤師によるお薬相談会 10月4日
イオン高松ショッピングセン
ター

香川県薬剤師会
香川県病院薬剤師会
香川県

病院薬剤師、開局薬剤師が県民の薬や介護に関する相談を受けた
り、血圧測定、骨密度測定を実施する。

みとよ健康福祉まつり’15 10月17日
三豊市高瀬町緑ヶ丘総合運動
公園体育館(三豊市総合体育
館）

三豊市 －
観音寺・三豊薬剤師会によるお薬相談会、薬物乱用防止啓発資材の
配布

健康フェスタ
2015inたどつ

10月25日 町民健康センター 多度津町健康づくり推進協議会 多度津町
まちかど相談薬局のＰＲ
ポケットティッシュ等啓発資材の配布
丸亀市薬剤師会多度津支部によるお薬相談

神農祭 10月23日 香川県薬剤師会館 香川県薬剤師会
香川県医薬品登録販売者
協会　香川県医薬品小売
商業組合

薬祖「神農」を敬慕する神農祭の行事を挙行し、併せて薬事功労者
を表彰する。

（未定） 10月31日～11月1日
徳島文理大学
香川キャンパス内

香川県東讃保健所 －
大学祭会場において、医薬品適正使用、薬物乱用防止等についての
啓発資材を配布する。

小豆島ふるさと商工まつり 11月3日(火） 小豆島ふるさと村 香川県薬剤師会小豆支部 － お薬相談、パンフレットの配布等

香川県小豆保健所 － 健康相談、パンフレットの配布等

土庄町大商業祭
11月7日(土)又は
8日(日）

土庄町総合会館 香川県小豆保健所 － 健康相談、パンフレットの配布等

坂出市健康まつり 11月8日 坂出市民ふれあい会館 坂出市 －
坂出市薬剤師会によるお薬相談会
国保係による後発医薬品の普及啓発

ポスター等掲示
リーフレット等配布

10月17日～10月23日を
含めた随時

各保健所
市町役場
保健センター
公民館　等

香川県保健所
各市町

－

薬と健康の週間、後発医薬品、薬物乱用防止に関するポスター、懸
垂幕掲示
及び「知っておきたい薬の知識」等のリーフレット配布
薬の飲み方、保管について周知

広報誌による啓発 10月号広報
広報誌
配布数12,000部

善通寺市 － 薬の上手な使い方

10月号広報
広報誌
ホームページ
福祉保健推進員だより

多度津町
多度津町福祉保健推進員会

－ 「薬と健康の週間」及び「薬の上手な使い方」等

10月号広報
広報誌
配布数約8,500部

宇多津町 －
薬と健康の週間PR、
くすりの上手な使い方

10月、11月号広報 広報誌 綾川町 －
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」～10月、11月は麻薬・覚醒剤乱用
防止運動期間です～

10月号広報 広報誌 琴平町 － 薬の上手な使い方

第40回「くすりと薬草展」 10月4日（日） 松山大学
愛媛県薬事振興会
愛媛県

松山大学薬学部

薬事関係団体による展示コーナー
薬剤師によるおくすり相談コーナー
健康度測定コーナー
薬物乱用防止ポスターコンクール入賞作品展示
松山大学薬学部の薬用植物園の一般公開　　など

市民公開講座
第13回　薬剤師会お薬セミナー

10月4日（日） 松山大学
（一社）愛媛県薬剤師会
愛媛県病院薬剤師会

愛媛県
（公社）日本薬剤師会
（一社）日本病院薬剤師
会
愛媛県薬事振興会
松山大学薬学部

講師を招いて、講演会を行う。

第９回香美市健康まつり 平成27年10月4日 プラザ八王子 香美市

大学祭 平成27年10月17日 高知工科大学 高知工科大学大学祭実行委員会

いの町健康まつり 平成27年10月18日 すこやかセンター伊野 いの町健康づくり推進協議会
健康祭り
今回のテーマ：「食」や「健康なからだのための食事」

ほんがわ産業・文化・福祉まつ
り

平成27年11月14日 本川プラチナ交流センター
本川地区文化協会、本川教育事
務所、いの町社会福祉協議会本
川支所

活力あふれる豊かな郷土と生きがいのある生活を実現するために、
生涯を通じ日常生活の中で美を追求し、創作していく喜びの向上を
図り、文化の活動を醸成する

健康まつり 平成27年11月22日 のいちふれあいセンター 香南市

薬と健康の週間イベント 未定 高知市内（予定）
高知県
高知県薬剤師会

薬事功労者表彰式 未定 高知県庁
高知県

香川県

高知県

愛媛県

山口県

徳島県



福岡県 くすりと健康フェア２０１５ 10月17日 電気ビルみらいホール
福岡県
福岡県薬業団体連合会

（後援団体）
福岡市
公益社団法人　福岡県医
師会
一般社団法人　福岡県歯
科医師会
公益社団法人　福岡県看
護協会
公益社団法人　福岡県老
人クラブ連合会
公益社団法人　福岡市老
人クラブ連合会
健康保険組合連合会福岡
連合会
日本赤十字社福岡県支部
ライオンズクラブ国際協
会３３７－Ａ地区
福岡県保護司会連合会
福岡県麻薬協会
福岡県地域婦人会連絡協
議会
特定非営利活動法人福岡
県レクリエーション協会
福岡県シンナー等取扱業
者連絡協議会
福岡県藤楓協会

・福岡県薬事功労者知事表彰式
・講演（秋川リサさん「見守る介護」）
・ヘルスギフト券抽選会　　等

自然と薬草に親しむ集い 10月4日（日） 唐津市呼子町

・佐賀県
・一般社団法人佐賀県薬剤師会
・一般社団法人佐賀県医薬品登
録販売者協会
・佐賀県製薬協会
・佐賀県医薬品卸業協会
・佐賀県医薬品配置協議会

－
・薬草観察
・薬草に関する講話

くすりのふるさと佐賀 10月18日（日） 佐賀県薬剤師会館

・佐賀県
・一般社団法人佐賀県薬剤師会
・一般社団法人佐賀県医薬品登
録販売者協会
・佐賀県製薬協会
・佐賀県医薬品卸業協会
・佐賀県医薬品配置協議会

－

・薬や健康に関する講演会
・キッズ薬局（子供向け薬局の体験）
・薬に関する相談受付
・医薬品や在宅介護、危険ドラッグ等に関する展示
・健康測定（血圧等）
・ロコモ予防体操
・献血

薬事功労者知事感謝状贈呈式 10月22日（木） 佐賀県庁 佐賀県 － ・薬事功労者知事感謝状の贈呈

薬事功労者表彰式 10月22日（木）
平安閣サンプリエール
（長崎市）

長崎県、長崎県薬事協議会 － 薬事功労者（県知事、関係団体長）の表彰等

「薬と健康の週間」街頭キャン
ペーン

10月18日（日）
ベルナード観光通り
（長崎市）

長崎県、長崎県薬事協議会 － お薬相談コーナー等各種啓発活動を繁華街で実施

薬と健康県民セミナー 10月25日（日） 島原文化会館（島原市）
長崎県、（一社）長崎県薬剤師
会

長崎県薬事協議会 医薬品と健康についての講話の実施

宇城健康フェア 未定 ウイング松橋 宇城市 － 健康フェア（コ・メディカルのスタッフによる健康情報提供等）

薬の相談フェア
未定（健康フェアと
同時開催）

同上 宇城薬剤師会 －
薬剤師によるお薬の相談受付。又、GE医薬品の推進、薬物乱用防止
等

菊池市健康づくり大会
平成28年2月20（土）
または21日（日）

菊池市泗水ホール
(菊池市泗水町福本283番地1)

菊池市健康づくり推進協議会 菊池市
菊池郡市薬剤師会によるお薬相談コーナーの設置や会場における啓
発資材の配布等

山鹿市健康まつり 未定 未定 山鹿市 未定
山鹿市が開催する左記イベントにおいて、啓発資料を配布し、薬の
正しい使用方法、医薬分業等を啓発し、本週間の趣旨の周知徹底を
図る

お薬手帳の適正使用のための
啓発活動強化期間

10月17日～23日 天草保健所　管内薬局
天草郡市
薬剤師会

天草保健所（共催）
来局した患者を対象にお薬手帳の正しい使用法を伝え、かかりつけ
薬局や薬剤師の役割の重要性を啓発

健康と福祉の集い 11月27日（金） 南の関　うから館 南関町 南関町社会福祉協議会 福祉功労者の表彰、福祉講演会の開催

広報・啓発活動 8月～10月 － 県 － 各保健所でリーフレットの配布等を実施。

薬と健康の週間
街頭啓発活動

10月17日（土） マルショク国東店
国東市薬剤師会、
東部保健所国東保健部

－ 相談コーナー、 啓発物品の配布

薬と健康の週間
街頭啓発活動

未定（10月中） コープうすき 臼津薬剤師会、中部保健所 － パンフレット、啓発物品の配布

薬と健康の週間
街頭啓発活動

10月22日（木）
イオン九州（株）挾間店

大分市薬剤師会、
中部保健所由布保健部 － リーフレット及び啓発物品の配布

健康フェア 10月18日（日）
佐伯市保健福祉総合センター
和楽

佐伯市薬剤師会、南部保健所 － 健康相談コーナー、調剤体験教室、市民セミナーの開催

親子お薬セミナー 10月12日（月） 豊後大野市大原総合体育館
豊後大野市薬剤師会、豊肥保健
所

－ 調剤体験、薬に対する相談等

日田市健康福祉
まつり

10月11日（日） パトリア日田 日田市薬剤師会、西部保健所 － ちびっ子調剤体験コーナー

中津地区街中おくすり相談会 10月17日（土） ゆめタウン中津店 中津薬剤師会、北部保健所 －
おくすり健康相談コーナーの設置、
各種パンフレット、啓発物品等の配布

宇佐地区「薬と健康の週間」街
頭啓発

10月23日（金） メルクス宇佐 宇佐市薬剤師会、北部保健所 － パンフレット、啓発物品の配布

薬に関する懇談会 10月21日（水） 田辺三菱製薬(株)吉富工場 北部保健所、大分県薬業団体 － 製薬工場見学及び薬に関する意見交換会

豊後高田市花
いろ健康講座

未定（10月中） 健康交流センター花いろ
豊後高田市薬剤師会、北部保健
所豊後高田保健部

－ 健康講話

薬と健康の週間
街頭啓発活動

10月19日（月） 大分駅府内中央口

大分県、大分市、公益社団法人
大分県薬剤師会、公益社団法人
大分県医薬品登録販売者協会、
大分県医薬品卸業協会、大分県
医薬品配置協議会、大分県製薬
協会及び大分県医療機器協会

－ パンフレット、啓発物品の配布

熊本県

大分県

佐賀県

長崎県



乳児検診 10月6日（火） 高原町総合保健福祉センター 高原町 － 医薬品の誤飲事故について保護者への説明、パンフレットの配布

槵觸（くしふる）神社例大祭 10月12日（月） 高千穂町三田井 高千穂祭典奉賀会 －
槵觸神社例大祭の余興隊パレードに参加し、薬物乱用防止に関する
啓発パンフレットを入れたエコバッグ約200枚を配布

飫肥城下まつり
薬物乱用防止キャンペーン

10月18日（日） 飫肥城下まつり会場
薬物乱用防止指導員
日南地区協議会

－
地域住民等に対して、薬物乱用防止の啓発資材の配布及び「ダメ。
ゼッタイ。」国連支援募金活動等の啓発活動を行う。

第10回都城市環境まつり 10月24日（土）
都城市リサイクルプラザ
「さいせい館」

都城市 － 薬物乱用防止に関する啓発資材の展示及び配布

健康フェスタ 10月25日（日） 高原町総合保健福祉センター 高原町 － 医薬品についての正しい知識を普及、パンフレット配布

のぼりざるフェスタ 10月下旬 延岡市役所前
のぼりざるフェスタTogether
2015
実行委員会

一般社団法人延岡市西臼
杵郡薬剤師会、
延岡保健所

薬物乱用防止等のパンフレットの配布

第34回日向市産業
合同フェスタ

11月14日（土） 日向市駅西口交流広場 宮崎県日向保健所
薬物乱用防止指導員
日向地区協議会,
宮崎県医薬品配置協議会

薬物乱用防止パネル､薬物標本展示、のぼり旗、パンフレット（薬の
使い方、ジェネリック）､啓発品の配布

小林秋まつり 11月23日（月）
薬物乱用防止小林地区協議会 小林保健所、小林地区薬

団連

薬乱防止パレード 小林市街地
パレードをしながら薬物乱用防止に関するリーフレット、啓発資材
の配布を行う。

薬乱防止啓発ブース
小林秋まつり会場内
（未定）

まつり会場内にキャラバンカー、啓発ブースを設置し、薬物乱用防
止、薬の適正使用を啓発

薬剤師体験イベント 未定 高鍋保健所
高鍋地区薬剤師会
高鍋保健所

－ 薬剤師業務体験

お薬相談会
各市町村「健康まつ
り」等開催日

各市町村「健康まつり」等開
催会場

鹿児島県薬剤師会地域薬剤師会 鹿児島県（各保健所）
各市町村が実施する「健康まつり」等にて「薬に関する相談コー
ナー」を設置し，住民の方の薬に関する相談に応じる。

「薬草の集い」オータム 10月18日（予定） 自然薬草の森 鹿児島県・鹿児島県薬剤師会 －
薬草教室や自然薬草の森の園内案内を実施し，自然，健康，薬に対
する興味と理解を深めてもらう。

薬事功労者知事表彰式 10月19日 鹿児島県庁 鹿児島県 －
薬事関係の業務に従事し，その功績が特に顕著な者に対し，知事が
表彰を行う。

街頭キャンペーン 未定 未定 鹿児島県（各保健所） －
駅や各市町村が実施する「健康まつり」等にて，パンフレット等を
配布し，医薬品や薬剤師等の専門家の役割に関する正しい知識等に
ついて普及・啓発を図る。

「薬と健康の週間」街頭キャン
ペーン

10月17日（土） イオン名護店前

北部地区薬剤師会
沖縄県薬物乱用防止協会北部支
部
沖縄県

‐ 街頭にて、薬の正しい知識等の啓発資材を配布。

「薬と健康の週間」街頭キャン
ペーン

10月18日（日）
サンエーショッピングタウン
宮古前

宮古地区薬剤師会
沖縄県

‐ 街頭にて、薬の正しい知識等の啓発資材を配布。

「薬と健康の週間」街頭キャン
ペーン

10月18日（日） サンエー石垣シティ店
八重山地区薬剤師会
沖縄県

‐ 街頭にて、薬の正しい知識等の啓発資材を配布。

パネル展示
10月19日（月）～23日
（金）

那覇市役所1階ロビー
沖縄県
那覇市
沖縄県薬剤師会

‐
市役所ロビーにて、薬の正しい知識や薬剤師の役割などをパネルに
て展示。

キャリア学習会「薬剤師職につ
いて」

10月21日（水） 南風原町立南風原小学校
沖縄県薬剤師会
南風原町教育委員会

‐ 小学生を対象に、薬剤師のお仕事や薬について説明。

くすりと健康フェア　お薬と健
康相談会

10月22日（木） パレット市民劇場　ロビー 南部地区薬剤師会 ‐ 健康相談コーナー

くすりと健康フェア　県民公開
講演会

10月22日（木） パレット市民劇場
沖縄県
那覇市
沖縄県薬剤師会

‐ 健康講話

認可外保育園マスク寄贈式 10月23日（金）
沖縄県庁子ども生活福祉部長
室

沖縄県医薬品卸業協会 ‐
沖縄県医薬品卸業協会が認可外保育園にマスクなどの衛生用品等を
寄贈する。

薬事功労者知事表彰式 10月23日（金） 沖縄県庁保健医療部長室 沖縄県 ‐
薬事関係の業務に従事し、その功績が特に顕著な者に対して、知事
が表彰を行う。

「麻薬・覚せい剤乱用防止」街
頭キャンペーン

10月23日（金） イオン北谷店前 沖縄県医薬品登録販売者協会 ‐ 街頭にて、薬物乱用防止についての啓発資材を配布。

宮崎県

鹿児島県

沖縄県



平成２７年度 くすりと健康に関する啓発事業実施一覧表
公益社団法人 広島県薬剤師会

月 日 支 部 名 場 所 備 考

６月28日(日) 東区総合福祉センター 第10回東区女性会まつり
７月５日(日) 東区総合福祉センター 東区おやこフェスタ｢ぽっぽひがし｣8周年記念イベン

広 島 ト＆ねこの手まつり

９月27日(日) 東区総合福祉センター 平成27年度スポーツ･芸能･医療相談会
10月４日(日) 広島市中区地域保健センター 中区健康よろず相談会
10月４日(日) 南区地域福祉センター 第16回南区ボランティアフェスティバル
11月１日(日) 広島サンプラザ、近隣公園 第31回西区民まつり

11月８日(日) 安芸区民文化センター 安芸区民まつり・健康フェスティバツ
11月29日(日) 安 芸 ひまわりぷらざ･海田西小･海田西中周辺 スマイルフェスタinかいた・海田保健祭り(ワッショ

イ！かいた)
２月28日(日) 熊野町民会館 くまの町健康まつり

10月17日(土) 呉 二河公園多目的グラウンド・呉中央公園 呉市健康の日ウォーキング大会

９月27日(日) 神辺文化会館 神辺ふくしまつり
10月17日(土) 福 山 ローズアリーナ 健康ふくやま21フェスティバル2015

～18日(日)

11月８日(日) 尾 道 尾道市総合福祉センター おのみち市民健康まつり
因 島

５月30日(土) さつき祭りイベント会場ポポロ 慢性閉塞性肺疾患(COPD)講習会
10月24日(土) 三 原 三原サンシープラザ 三原市民保健・福祉まつり

～25日(日)

未 定 三 次 未 定 みよし健康福祉まつり

５月21日(木) 安佐北区総合福祉センター スマイルあさきた「育児講座」
６月７日(日) 安佐北区総合福祉センター あさきた2015歯の祭典&健康展
９月17日(木) 安佐南区総合福祉センター オアシスあさみなみ
10月12日(月) 安 佐 安佐北区スポーツセンター 健康相談
10月24日(土) 安佐医師会館(予定) 安佐地区地域ケアフォーラム2015
11月１日(日) 安佐南区民文化センター 安佐南区民まつり
11月19日(木) 安佐北区総合福祉センター スマイルあさきた「育児講座」
３月17日(木) 安佐南区総合福祉センター オアシスあさみなみ

10月25日(日) 大 竹 サントピア大竹 大竹ふれあい健康・福祉まつり

11月８日(日) 広島佐伯 佐伯区民文化センター及び五日市中央公園 佐伯区民まつり

11月予定 廿 日 市 廿日市健康福祉センター 廿日市市あいプラザ祭り

11月８日(日) 東 広 島 東広島運動公園体育会(ｱｸｱﾊﾟｰｸ) 東広島健康福祉まつり・東広島市生涯学習フェスティバル

10月４日(日) 竹 原 竹原市保健センター・ふくしの駅周辺 竹原市ふくし健康まつり


