
各都道府県で行われる啓発イベント（平成26年度　薬と健康の週間） (2014/9/17時点)

都道府県 催し物 開催日 開催場所 主催 協賛

薬に関する消費懇談会 １０月２２日（水） 苫小牧市
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－

薬事功労者知事表彰式・祝賀会 １０月２３日（木）
ホテル札幌ガーデンパレス
（札幌市）

薬と健康の週間
北海道実行委員会

－

街頭献血 ９月２０日（土） 札幌市手稲区
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－

薬に関する街頭相談
１０月１７日（金）～１０月２３日
（木）

全道市町村
薬と健康の週間
北海道実行委員会

－

薬に関するパネル展
１０月２３日（木）～１０月２４日
（金）

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 １０月５日（日）
札幌駅地下歩行空間、北
見市民会館

薬と健康の週間
北海道実行委員会

－

セルフメディケーション推進と薬局薬剤師の
健康情報発信力

１０月２６日（日） アピオ青森 青森県薬剤師会 －

青森県薬事功労者知事表彰式 １０月下旬 青森県庁 青森県 －
お薬の相談会
（健康フェスタ2014）

9月2日 盛岡市保健所 盛岡市、薬剤師会 －

お薬の相談会
（花巻市健康福祉まつり）

10月19日 なはんプラザ 花巻市、薬剤師会 －

お薬の相談会
（日高見健康祭り）

（未定） （未定） 北上市、薬剤師会 －

お薬の相談会
（いちのせき健康まつり）

（未定） （未定） 一関市、薬剤師会 －

お薬の相談会
（釜石市健康まつり）

（未定） （未定） 釜石市、薬剤師会 －

宮古地域薬学薬事シンポジウム 10月15日 宮古ホテル沢田屋 薬剤師会 －
お薬の相談会
（久慈市産業まつり）

10月18日、19日 久慈市アンバーホール 久慈市、薬剤師会 －

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、薬剤師会 －

宮城県 薬と健康のつどい ９月７日（日）
せんだいメディアテーク
オープンスクエア

宮城県
(一社）宮城県薬剤師会

－

秋田県 薬と健康の週間・健康展 １１月３０日（日）
イオンモール秋田
セントラルコート

秋田県、秋田県薬剤師会、
秋田県医薬品登録販売者協
会、秋田県医薬品配置協
会、秋田県医薬品卸業協会

－

該当啓発事業 １０月中 県内数か所 山形県 山形県薬剤師会
ジェネリック医薬品に係るラジオCM放映 １０月17日（金）～23日（木） 山形県 －
薬事功労者知事感謝状贈呈式 １０月中 山形県庁 山形県 －

福島県 健康フェスタ2014 9月28日（日） Ａ・Ｏ・Ｚ 福島市 福島薬剤師会

茨城県 いばらきのくすり展
１０月１８日（土）～１０月１９日
（日）

イオンモール水戸内原 茨城県
公益社団法人茨城県薬
剤師会

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、栃木県工業会

宇都宮市、（公社）日本薬
剤師会、（一社）日本病院
薬剤師会

健康フェア 10月5日（日）
高崎市総合保健センター
もてなし広場

高崎市薬剤師会 －

お薬の何でも相談コーナー（仮） 平成26年11月2日 前橋プラザ元気21
前橋市保健所
保健総務課医事薬事係

前橋市薬剤師会

藤岡市健康福祉祭で、お薬何でも相談会 １０月１８日(土） 予定 藤岡市民ホール 藤岡保健福祉事務所 群馬県藤岡薬剤師会
渋川市健康祭 １０月２６日（日） 渋川市役所第２庁舎 渋川薬剤師会 渋川保健福祉事務所
太田市消費生活展(お薬相談コーナーを設け
て実施)

１１月９日（日） 新田文化会館・総合体育館 太田市 －

中之条環境・健康まつり
（お薬相談会）

11月3日 中之条町ツインプラザ 中之条町 －

館林健康まつりにおいて啓発資材
（ちらし、ティッシュペーパー等）配布

10月13日 館林市役所 館林市 －

啓発資材（ちらし、ティッシュペーパー等）配 10月17日～10月23日 食品工場等 館林保健福祉事務所 －
育児学級講話
（くすりの正しい使い方）

10月6日 板倉町保健センター 板倉町 －

薬物乱用防止キャンペーン
（Ｊリーグキャンペーン）

１０月　５日（日） 埼玉スタジアム２○○２
埼玉県鴻巣保健所管内
薬物乱用防止指導員協議会

－

薬物乱用防止キャンペーン １０月１７日（金） ＪＲ浦和駅西口
埼玉県医薬品登録販売者協
会

埼玉県

第４３回埼玉県薬事衛生大会 １０月２８日（火） 埼玉会館小ホール
埼玉県
埼玉県薬事団体連合会

－

北海道

青森県

岩手県

山形県

群馬県

埼玉県
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第45回薬と健康の週間ちば県民の集い
(表彰式、記念講演）

10月26日(日)
千葉市蘇我勤労市民プラ
ザ

千葉県
千葉県薬業団体連絡協議会

－

第１８回市民公開講座 １０月４日（土） 千葉市生涯学習センター 千葉県病院薬剤師会
千葉県
千葉県薬剤師会

工場見学会 １０月１０日（金）
株式会社ファンケル美健
千葉工場

千葉県
千葉県薬業団体連絡協議会

－

県内高等学校へ記念図書贈呈 １０月下旬 －
千葉県
千葉県薬業団体連絡協議会

－

薬と健康のつどい 10月21日(火）
東京都庁都議会議事堂
１階都民ホール

東京都 －

薬草教室「植物色素とその薬効」 10月23日(木） 東京都薬用植物園 東京都薬用植物園 －

薬物乱用防止キャンペーン 平成26年10月1日(水）
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

－

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 平成26年10月5日(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

健康フェスタ 平成26年10月18日（土） ウェルネスさがみはら 相模原市 －
薬の講演会 平成26年10月19日（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

薬と健康フェアかまくら 平成26年10月19日（日） 鎌倉生涯学習センター 鎌倉市薬剤師会
鎌倉市
鎌倉保健福祉事務所

くすりと健康フェアかわさき２０１４ 平成26年10月19日（日） 川崎地下街アゼリア
川崎市
川崎市薬剤師会

ソニー㈱
㈱大塚製薬工場

平成２６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

平成26年10月22日（水） 茅ヶ崎駅前
茅ヶ崎・寒川地区　　薬物乱
用防止推進地域連絡会

－

2014くすりと健康すこやかフェア 平成26年10月23日（木） 新都市プラザ

（公社）神奈川県薬剤師会
（公社）神奈川県病院薬剤師
会
神奈川県製薬協会
 （社）神奈川県医薬品配置協
会

－

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 平成26年11月3日（月・祝） 相模大野駅周辺 相模原市 －
薬事功労者表彰 10月21日（火） 新潟県自治会館 新潟県 －
すこやか・ともしびまつり2014 9月27（土）～9月28（日） アオーレ長岡 長岡市 －
がん征圧新潟県大会
併設　生活習慣病予防展

10月3日（金） リージョンプラザ上越
公益財団法人新潟県健康づ
くり財団

－

新潟はっぴー乳ライフ
ピンクリボンホリデー2014

10月5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

おぢや健康福祉まつり 10月12日  (日) 小千谷市総合体育館 小千谷市 －

新潟市民健康福祉まつり 10月19日  (日)
万代シティパーク
ラブラ万代脇～万代シル
バーホテル前ガルベストン

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

医療・福祉・健康フェスタ2014 10月18（土）～10月19（日）
産業文化会館
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

新発田市健康づくりフェスティバル 11月8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
くすりと健康フェア2014inにいがた～正しく学
ぼう　ジェネリック医薬品～
”くすりのスペシャリストがわかりやすく解説”

11月24日  (月) 万代シルバーホテル (公社)新潟県薬剤師会 －

9月17日  (水) サンラックおぢや －
9月17日  (水) 南城町四丁目町内会館 －
9月17日  (水) 桃崎浜サロンよろばだ －
9月28日  (日) 鎧郷ひまわりクラブ －
9月29日  (月) みどり新町公民館 －

10月10日  (金)
特別養護老人ホームさか
えの里

－

10月16日  (木) 笹川記念館 －
10月22日  (水) アオーレ長岡西棟3階 －

10月25日  (土)
石山南まちづくりセン
ター

－

10月27日  (月) 黒崎市民会館公民館 －
10月29日  (水) つくし野自治会館 －
11月18日  (火) 新潟市社会福祉協議会 －

11月19日  (水)
深才コミュニティセン
ター

－

11月21日  (金) 虹のかけ橋つばめ集会所 －
12月2日  (火) 村上市教育情報センター －
12月3日  (水) 村上市勤労青少年ホーム －

12月5日  (金)
村上農村環境改善セン
ター

－

12月16日  (火) 陽だまりの会 －

2月12日  (木) 万代市民会館6階ホール
新潟県、(公社)新潟県薬剤師
会

－

3月3日  (火)
川崎コミュニティセン
ター和室１

新潟県、(公社)新潟県薬剤師
会

－

神奈川県

新潟県

新潟県、(公社)新潟県薬剤師
会

新潟県、(公社)新潟県薬剤師
会

新潟県、(公社)新潟県薬剤師
会

新潟県、(公社)新潟県薬剤師
会

千葉県

東京都
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山梨県薬事衛生大会 10月17日（金） 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

－

健康を守るくすり展 10月18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

－

下諏訪町健康生活展
(薬剤師会コーナー設置)

平成26年9月23日 下諏訪町健康センター 下諏訪町 －

健康づくり佐久市民のつどい
(薬剤師会コーナー設置)

平成26年10月4日 佐久勤労者福祉センター 佐久市 －

健康日本21推進松本大会
(薬剤師会コーナー設置)

平成26年10月4日 松本市音楽文化ホール
健康日本21推進松本大会事
務局

－

健康を守る大会
(薬剤師会コーナー設置)

平成26年10月15日 松本市音楽文化ホール 松本地区健康管理推進会議 －

岡谷市民健康づくりのつどい
(薬剤師会コーナー設置)

平成26年10月19日 岡谷市イルフプラザ 岡谷市 －

諏訪市健康まつり
(薬剤師会コーナー設置)

平成26年10月19日 諏訪市保健センター 諏訪市 －

上伊那薬剤師会市民公開講演会 平成26年10月26日 伊那市生涯学習センター 上伊那薬剤師会 －
飯島町健康福祉大会
(薬剤師会コーナー設置)

平成26年11月16日 飯島町文化館 飯島町 －

富山県 薬と健康の週間講演会 10月18日(土） 富山電気ビル 富山県 （公社）富山県薬剤師会
薬草観察ハイキング １０月１８日（土） 北陸大学薬学部薬用植物 石川県 石川県薬事振興会
製薬工場見学会 １０月２３日（木） 辰巳化学(株)松任第一工場 石川県 石川県薬事振興会
薬事功労者県知事感謝状贈呈式 １０月２１日（火） 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（日）
予定

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

福井県丹南健康福祉セン
ター

薬と健康の週間　街頭キャンペーン １０月17日（金） ＪＲ福井駅前付近
福井県医薬品登録販売者協
会 福井支部

福井県福井健康福祉セン
ター

薬と健康の週間　街頭キャンペーン １０月２０日（月）
三国ショッピングワールド・
イーザ

福井県医薬品登録販売者協
会 坂井支部

福井県坂井健康福祉セン
ター

薬と健康の週間　街頭キャンペーン １０月２０日（日） ラブリーパートナー・エルパ 福井県薬業団体連合会
福井県福井健康福祉セン
ター

薬と健康の週間　街頭キャンペーン
１０月１９日（日）
予定

未定 福井県薬業団体連合会
福井県嶺南振興局二州
健康福祉センター

薬と健康のつどい2014 10月25日(土)
長良川国際会議場(4階大
会議場、5階国際会議場）

一般社団法人岐阜県薬剤師
会、岐阜県病院薬剤師会

（後援：岐阜県他）

薬物乱用防止研修会 １０月２３日（木） 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

－

第40回　健康を守る市民の集い 10月19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

第25回市民健康まつり 10月5日（日）
高山市役所、高山市保健セ
ンター

高山市 －

薬事功労者表彰式 10月23日（木） クーポール会館
静岡県
一般社団法人静岡県薬事振
興会

－

第34回市民福祉まつり 10月19日（日） 中央公園 富士市社会福祉協議会
静岡県富士地区薬物乱
用防止指導員協議会

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

愛知県 －

薬と健康に関する講演会 １０月１８日（土） ローズコートホテル
（一社）愛知県薬剤師会
（一社）名古屋市薬剤師会

愛知県、名古屋市

公開講座 平成26年10月26日（日）
愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）

一般社団法人愛知県薬剤師
会

－

公開講座 平成26年10月18日（日） ローズコートホテル
一般社団法人名古屋市薬剤
師会

－

名古屋駅前ナナちゃん人形装飾 平成26年10月15日～21日 名古屋駅前ナナちゃん人形 一般社団法人愛知県薬剤師 －

山梨県

長野県

石川県

福井県

岐阜県

静岡県

愛知県

- 3 -



三重県 工場見学会 10月26日（日）
養命酒駒ヶ根工場他（長野
県）

三重県薬業団体連合会 －

滋賀県
滋賀のくすりと健康フェア
（薬事功労者知事表彰式）

１０月１８日（土）、１９日（日）
（表彰式は１９日に開催）

イオンモール草津
（一社）滋賀県薬業協会
滋賀県

（一社）滋賀県薬剤師会
（一社）滋賀県医薬品登
録販売者協会
滋賀県医薬品配置協議
会
滋賀県医薬品卸協会
滋賀化粧品工業会
滋賀医療機器工業会

あそびのはくぶつ館における薬物乱用防止
啓発

9月14日（日） 城陽市鴻ノ巣山運動公園
京都府薬物乱用防止指導員
宇治地区協議会

－

ＳＫＹふれあいフェスティバルにおけるお薬相
談

9月20日（土）、21日（日） パルスプラザ 京都府薬剤師会 －

ＳＫＹふれあいフェスティバルにおけるお薬手
帳啓発

9月20日（土）、21日（日） パルスプラザ 京都府薬剤師会、京都府 －

ＳＫＹふれあいフェスティバルにおける薬物乱
用防止啓発

9月20日（土）、21日（日） パルスプラザ
京都府薬物乱用防止指導員
協議会

－

薬草に親しむ会 10月5日（日） キャンパスプラザ
京都府医薬品登録販売者協
会

－

薬物乱用防止街頭啓発 10月9日（木）
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

－

伏見区薬物乱用防止パレート 10月12日（日） 大手筋商店街
伏見区薬物乱用防止指導員
協議会

－

薬物乱用防止啓発活動 10月中旬
京都府山城南保健所管内
スーパー

京都府薬物乱用防止指導員
相楽地区協議会

－

薬物乱用防止街頭啓発 10月16日（木）
シーサイドマートミップル（さ
とう宮津店）

京都府薬物乱用防止指導員
宮津・与謝地区協議会

－

右京区民フェスティバルにおける薬物乱用防
止啓発

10月25日（土） 太秦安井公園
右京区薬物乱用防止指導員
協議会

－

薬事功労者知事感謝状贈呈式 10月末
京都府公館レセプション
ホール

京都府 －

井手町文化祭における薬物乱用防止啓発 11月1日（土）
井手町自然休養村管理セ
ンター

京都府薬物乱用防止指導員
綴喜地区協議会

－

平成26年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動京都
大会～きょうと薬物乱用防止府民会議

11月2日（日） 京都産業会館
きょうと薬物乱用防止行動府
民会議（京都府、京都市ほ

－

久御山町民文化祭における薬物乱用防止啓
発

11月2日（日） 久御山町中央公民館
京都府薬物乱用防止指導員
宇治地区協議会

－

八幡市民文化祭における薬物乱用防止啓発 11月2日（日） 八幡市文化センター
京都府薬物乱用防止指導員
綴喜地区協議会

－

おおやまざき産業まつりにおける薬物乱用
防止啓発

11月2日（日）
大山崎町立中央公民館
ホール前

乙訓薬物乱用防止指導員協
議会

－

宇治田原町商工祭における薬物乱用防止啓
発

11月3日（月・祝） 宇治田原町住民グラウンド
京都府薬物乱用防止指導員
綴喜地区協議会

－

長岡京ガラシャ祭における薬物乱用防止啓
発

11月8日（土）
中央公民館前又は勝竜寺
城前

乙訓薬物乱用防止指導員協
議会

－

おもろいやんか木幡における薬物乱用防止
啓発

11月9日（日） 木幡中学校
京都府薬物乱用防止指導員
宇治地区協議会

－

薬物乱用防止啓発活動 11月9日（日） 木津川市中央体育館
京都府薬物乱用防止指導員
相楽地区協議会

－

向日市まつりにおける薬物乱用防止啓発 11月15日（土）、16日（日） 向日町競輪場
乙訓薬物乱用防止指導員協
議会

－

京田辺市産業祭における薬物乱用防止啓発 11月16日（日） 田辺中央体育館
京都府薬物乱用防止指導員
綴喜地区協議会

－

市民・府民公開講座 11月24日（月・祝） ホテル本能寺 京都府薬剤師会 －
おおばくまつり＆スポールフェスタにおける
薬物乱用防止啓発

12月14日（日） 黄檗公園
京都府薬物乱用防止指導員
宇治地区協議会

－

平成２６年度薬と健康の週間「府民のつど
い」

平成２６年１０月１９日（日）
大阪ステーションシティ（JR
大阪駅）　南ゲート広場

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 平成２６年１０月１９日（日）
大阪ステーションシティ（JR
大阪駅）　南ゲート広場

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 平成２６年１０月２３日（木） 大阪府薬剤師会館 大阪府 －

大阪府

京都府
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健康づくりの集い ９月７日(日)
三木市総合健康福祉セン
ター

三木市
三木市健康福祉部健康
増進課

第１２回　市民講演会 ９月１８日（木）
明石市生涯学習センター
子午線ホール

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、
兵庫県薬剤師会（後援）

高砂市健康大学 ９月１８日(木) 高砂市保健センター 高砂市 －
宝塚市薬剤師会　創立６０周年記念
薬と健康の週間　特別講演会

１０月２日（木） 宝塚市立西公民館　ホール
一般社団法人宝塚市薬剤師
会

宝塚市（後援）

こうべ福祉・健康フェア １０月５日(日) しあわせの村 神戸市 －

くすりと健康の週間 １０月５日（日）
イーグレ姫路（3Ｆ）
あいめっせホール

姫路薬剤師会

姫路市教育委員会、姫路
獨協大学、兵庫県立姫路
工業高校、徳島文理大学
（後援）

区民健康講座と健康相談 １０月１０日(金) 東灘区医師会館　3F 東灘区薬剤師会

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、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）神戸住
宅ケア研究所

第18回　灘ふれあい秋まつり １０月１１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

－

健康フェア １０月１３日（月） 伊丹スポーツセンター 伊丹市役所 －
秋華祭
中央区薬剤師会ブース　健康いきいきフェ

１０月１８日(土) コミスタこうべ 中央区秋華祭実行委員会 －

区民健康のつどい
第１７回ふれあい兵庫福祉・健康フェア

１０月１８日(土) 兵庫公会堂
兵庫区三師会、兵庫区福祉
協議会

－

薬と健康の週間街頭活動、おくすり相談 １０月１８日(土) JR神戸駅 兵庫県医薬品小売商業組合 －

お薬と健康の週間 １０月１８日(土)
JR芦屋駅前
ペデストリアンデッキ

芦屋市薬剤師会 －

小野市産業フェスティバル １０月１８日(土)
小野うるおい交流館エクラ
周辺

小野市、小野市商工会 －

薬と健康の週間 １０月１８日（土） マルナカ南あわじ店 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

薬と健康の週間 １０月１９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

あこう食育フェア2014 １０月１９日(日) 赤穂市総合保健福祉会館 赤穂市・赤穂市いずみ会 －

第１９回たるみ生き活き保健・福祉フェア １０月１９日(日)
レバンテ垂水２番館　１階・
２階

垂水区行政、垂水区三師会 －

篠山市市民講演会 １０月２５日（土） 篠山市民センター 篠山市薬剤師会
篠山市、篠山市医師会
（共催）

第１３回　薬と健康フェア １０月２６日（日）
　西宮市役所東館　大ホー
ル　他

西宮市薬剤師会 西宮医療連盟（共催）

医療フォーラム １０月３０日(木) 長田区役所　７F 長田区医師会

長田区歯科医師会、長田
区薬剤師会(共催)
グラクソスミスクライン(協
賛)

「ひがしなだふれあいフェスタ２０１４」 １１月３日(月)
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

－

第１７回　灘区民健康特別講座 １１月８日(土)
灘区民ホール
5F　マリーホール

灘区三師会 －

川西まつり １１月８日（土） 川西まつり会場 川西市 川西市商工会

いい歯のつどい １１月９日（日） 宍粟市役所北庁舎３階 宍粟市歯科医師会

西播薬剤師会、宍粟市薬
剤師会、宍粟市（共催）
龍野健康福祉事務所（協
賛）

まちの文化祭 １１月１６日(日) 神戸市地域人材センター 神戸市立地域人材センター －

市民講演会 １１月２４日(月)
ゆめたうん　ポップアップ
ホール

丹波市薬剤師会 丹波市(後援)

若い夢フェスティバル　FORZA　2014 １１月３０日(日) 加古川市役所前広場 加古川健康福祉事務所　他 －
「薬と健康フェア」
県民公開講座を同時開催

平成２７年２月１５日（日）
尼崎市中小企業センター1
Ｆ

兵庫県薬剤師会 尼崎市薬剤師会

北区健康講座 平成２７年２月２１日（土）
北区民センター　すずらん
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、北区社協

－

広告機関等による啓発宣伝 随時 県内各地 厚生労働省
奈良県、（公社）日本薬剤
師会、奈良県薬事団体連
合会

薬事功労者の奈良県知事表彰 １０月１５日（水） 奈良県庁 奈良県 －

ＮａＲａくすりと健康２０１4 １０月２４日(金）～　２５日（土） イオンモール橿原
奈良県、奈良県薬事団体連
合会 －

麻薬・覚せい剤等乱用防止運動 随時 県内各地 奈良県 －
薬物乱用防止街頭キャンペーン １０月２４日(金） イオンモール橿原 奈良県 －

奈良県

兵庫県
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第12回和歌山市薬剤師会
市民講座　健康サポート2014

10月26日（日）
和歌山県勤労福祉会館
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

和歌山市健康応援フェア2014 10月18日（土） 和歌山ビッグ愛 和歌山市 (一社)和歌山市薬剤師会

海南市健康まつり 10月19日（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
薬物乱用防止指導員海
南・海草地区協議会

青洲まつり 10月26日（日） 青洲の里他 紀の川市
那賀薬剤師会
岩出保健所

ゆあさ愛・あいまつり 11月2日（日） 湯浅スポーツセンター 湯浅町 有田薬剤師会
広川町健康まつり 11月2日（日） 広川町保健福祉センター 広川町 有田薬剤師会
上富田健康福祉と文化のまつり 11月2日（日） 上富田文化会館 上富田町 田辺薬剤師会

田辺市生涯学習フェスティバル
11月15日（土）
　　　16日（日）

田辺市民総合センター 田辺市 田辺薬剤師会

高校文化祭「保健所出前教室」 11月中旬予定 県立新翔高校 新宮保健所

鳥取県 薬と健康の週間講演会、パネル展示等 平成26年10月5日
倉吉未来中心セミナールー
ム１階

鳥取県
一般社団法人鳥取県薬剤師
会

（後援）倉吉市教育委員
会
湯梨浜町教育委員会
三朝町教育委員会
琴浦町教育委員会

島根県 健康情報発信プロジェクト １０月１９日（日）
島根県内４ヶ所（松江、出
雲、浜田、益田）

一般社団法人島根県薬剤師
会

島根県

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、ジェネリック医薬品
について、おくすり手帳について等のパネル
展示、こども調剤体験コーナー

１０月２５日（土） 岡山ふれあいセンター

お薬相談、パネル展示、骨密度測定 １０月１９日（日） 水島緑地福田公園
講演会「いつまでもこの家で暮らせるよね」～
みんなで考える認知症～
いろいろな相談など

１１月２４日（月祝） ベルフォーレ津山

薬草教室「季節の薬草で染めてみよう」 １０月２６日（日） 玉野市深山公園内薬草園
お薬クイズ、お薬相談、パネル展示他 １１月３０日（日） 玉野市すこやかセンター
血糖測定、パネル展示　他 １０月２６日（日） 児島競艇場
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

１０月５日（日） 天満屋ハピータウン鴨方店

講演会「（仮）認知症について（市民向け講 １０月１９日（日） 玉島テレビホール
血管年齢測定、パネル展示、お薬相談　他 １１月２日（日） 笠岡市総合体育館
骨量測定、脳年齢測定 １０月１９日（日） 井原市勤労者体育センター

各種測定、お薬相談、他 １０月１９日（日）
天満屋ハピータウン
リブ２１総社店

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

１０月１９日（日） ポルカ天満屋ハピータウン

こども調剤、お薬相談、健康相談 ８月３１日（日） サンパーク新見
こども調剤 １１月初旬 大佐そうごうセンター
こども調剤体験 １１月１６日（日） ゆめトピア長船
講演会「癒され上手になりましょう」 １０月２日（木） 久世エスパス
基調講演「皮膚疾患　～　疥かいせん癬を中
心に　～」

１１月９日（日） 作東バレンタインプラザ

薬と健康の相談窓口設置
別紙のとおり（※最終ページ参
照）

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

－

薬草に親しむ会 ９月２３日(火)
広島県山県郡安芸太田町
(戸河内ふれあいセンター

広島県，公益社団法人広島
県薬剤師会

－

市民健康スポーツのつどい
健康スポーツフェスタ

１０月１３日（祝）
岩国運動公園
総合体育館

（一社）
岩国薬剤師会

－

くすりのひみつ探検講座 １０月２３日（木）
武田薬品工業株式会社
光工場

山口県 －

市民公開講座
「２０１４ほうふ健康フォーラム」

１０月１９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 －

おごおり健康まつり １１月３日（月・祝）
山口市
小郡保健福祉センター

吉南薬剤師会 －

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

山口県 －

SOS健康フェスタ １１月１６日（日） 山陽小野田市民館
山陽小野田
薬剤師会

－

第２９回「福祉の市」 １０月１９日（水） 美祢市民会館駐車場 美祢薬剤師会 －

くすりと健康フェア 10月4日（土）～5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

薬事功労者表彰式 10月17日（金） 薬学会館 徳島県 －

和歌山県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

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
（一社）岡山県歯科医師
会
岡山県赤十字血液セン
ター
（一社）岡山県医薬品登
録販売者協会
岡山県医薬品商業組合
（公財）岡山県薬業会館
岡山県薬業振興会
岡山県病院薬剤師会
岡山県薬業協会
岡山県医薬品卸業協会
岡山県医薬品配置協議
会
岡山県学校薬剤師会
岡山県女性薬剤師会
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第33回土庄町商工会大商業まつり
(お薬相談等）

11月2日（日）
土庄町総合会館
（フレトピアホール）

香川県薬剤師会小豆支部
（祭りの主催は土庄町商工

－

第２回すこやかフェスタ2014
１０月１８日（土）～１０月１９日
（日）

徳島文理大学香川キャン
パス
（さぬき市志度１３１４－１）

香川県東讃保健所保健福祉
事務所

－

みとよ健康・福祉まつり’１４ １０月１８日（土）
高瀬町農村環境改善セン
ター

三豊市 －

健康フェスタ２０１４ｉｎたどつ 10月19日（日） 多度津町町民健康センター
香川県薬剤師会丸亀支部
（フェスタの主催：多度津町健
康づくり推進協議会、多度津

－

第39回「くすりと薬草展」 9月28日（日） 松山大学
愛媛県薬事振興会
愛媛県

松山大学薬学部

市民公開講座　薬剤師会お薬セミナー 9月28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

高知県 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

－

福岡県 くすりと健康フェア２０１４ 平成２６年１０月１８日（土） 電気ビルみらいホール
福岡県
福岡県薬業団体連合会

－

自然と薬草に親しむの集い 平成26年10月5日（日） 佐賀市富士町

・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
・佐賀県医薬品小売商業組
合
・佐賀県製薬協会
・佐賀県医薬品卸業協会

-

薬事功労者知事感謝状贈呈式 平成26年10月22日（水） 佐賀県庁 佐賀県 -

くすりのふるさと佐賀 平成26年10月19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
・佐賀県医薬品小売商業組
合
・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

-

薬事功労者表彰式 １０月２３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

－

「薬と健康の週間」街頭キャンペーン １０月１９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

－

薬と健康県民セミナー ２月１日（日）
アルカスSASEBO（佐世保
市）

長崎県
（一社）長崎県薬剤師会

長崎県薬事協議会

愛媛県

佐賀県

長崎県

香川県
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ふれあいの丘交流祭り １１月２３日（日） ふれあいの丘 玉東町 －
健康と福祉の集い １１月２８日（金） 南の関　うから館 南関町 南関町社会福祉協議会

薬に関する懇談会 １０月５日（日） 西部保健所
日田薬剤師会
大分県西部保健所

－

ちびっこ調剤体験 １０月５日（日） パトリア日田
日田薬剤師会
大分県西部保健所

－

お薬相談、調剤体験教室 １０月５日（日） トキハインダストリー佐伯店
佐伯市薬剤師会
大分県南部保健所

－

ちびっこ調剤体験、お薬相談、モバイル
ファーマシーを利用した啓発

１０月１３日（月）
豊後大野市大原総合体育
館

豊後大野市薬剤師会
大分県豊肥保健所

－

街頭啓発 １０月１７日（金） トキハ本店前

大分県、大分市、（公社）大
分県薬剤師会、（公社）大分
県医薬品登録販売者協会、
大分県医薬品卸業協会、大
分県製薬協会、大分県医薬
品配置協議会、大分県医療

－

街頭啓発 １０月１７日（金） メルクス宇佐
大分県薬剤師会宇佐支部
大分県北部保健所

－

健康落語の講演、お薬相談、医薬品等の展
示・紹介

１０月１８日（土） 杵築市健康福祉センター
杵築速見薬剤師会
大分県東部保健所

－

お薬相談、啓発資材の配布 １０月１８日（土） マルショク国東店
国東市薬剤師会
大分県東部保健所国東保健

－

啓発資料の配布、啓発ビデオの上映 １０月１９日（日） ホルトホール大分 （公社）大分市薬剤師会 －

街頭啓発 １０月２３日（木） イオン九州（株）　挾間店
大分市薬剤師会
大分県中部保健所由布保健

－

健康講座、啓発資材の配布 １０月２７日（日） 健康交流センター花いろ 豊後高田市 －
健康相談、啓発資材の配布、モバイルファー
マシーの展示

１１月２日（日）
第１７回リサイクルフリー
マーケット会場

大分県薬剤師会中津支部
大分県北部保健所

－

街頭啓発 未定 臼杵駅前
大分県薬剤師中部保健所
臼津薬剤師会

－

おくすりセミナー 随時
大分県東部保健所管内各
地

大分県東部保健所
別府市薬剤師会
杵築速見薬剤師会

－

薬と健康フェア 平成２６年１０月１９日（日） 宮日会館　宮日ホール 宮崎県薬剤師会 －

飫肥城下まつり 平成２６年１０月１９日（日） 日南市飫肥
薬物乱用防止指導員日南地
区協議会

－

くすり健康講演会 平成２６年１０月１９日（日） 都城市コミュニティセンター
都城市北諸県郡薬業団体連
絡協議会、（一社）都城市北
諸県郡薬剤師会

－

こばやし秋まつり薬物乱用防止
啓発キャンペーン

平成２６年１１月２３日（日） こばやし秋まつり会場
薬物乱用防止指導員小林地
区協議会

－

日向市農商工連携合同フェスタ 平成２６年１１月１５日（予定）  日向市駅西口公園
日向市産業・商業まつり実行
委員会

－

のぼりざるフェスタ 平成２６年１０月下旬 延岡市役所前
のぼりざるフェスタTogether
2014 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

くしふる神社秋季例大祭 平成２６年１０月１３日（月） くしふる神社 高千穂祭典奉賛会 －
各市町村「健康まつり」等にて「薬に関する相
談コーナー」設置

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）

「薬草の集い」オータム 平成26年10月19日（予定） 自然薬草の森 鹿児島県・県薬剤師会 －
薬事功労者表彰 平成26年10月22日 鹿児島県庁 鹿児島県 －
街頭キャンペーン 未定 未定 鹿児島県（各保健所） －

「薬と健康の週間」街頭キャンペーン 平成26年10月17日 調整中
沖縄県
那覇市
沖縄県薬業連合会

－

くすりと健康フェア 平成26年10月23日 パレット市民劇場
沖縄県
那覇市
沖縄県薬剤師会

－

薬事功労者表彰式 調整中 沖縄県庁 沖縄県 －

沖縄県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県
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HYEFG
タイプライターテキスト
　　　※ 別紙（広島県）


