
各都道府県で行われる啓発イベント（平成25年度　薬と健康の週間） (2013/9/25時点)
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イベント 開催日 開催場所 主催 協賛

薬に関する消費懇談会 10月21日 室蘭市 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17日
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21日 札幌市内 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（木）～１０月２３日（水） 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１７日（木）～１０月１８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１９日（土）～１０月２０日（日） 札幌駅地下歩行空間 薬と健康の週間北海道実行委員会

秋
田
県

薬と健康展
「知って納得！薬の情報

～正しく使って健康長寿～」
１０月２６日（土）～１０月２７日（日）

イオンモール大曲
（秋田県大仙市）

秋田県、一般社団法人秋田県薬剤師
会、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
お薬の相談会

（盛岡市保健所フェスタ）
（未定） 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20日 （未定） 花巻市、薬剤師会

お薬の相談会
（北上市健康祭り）

10月20日 （未定） 北上市、薬剤師会

お薬の相談会
（健康まつり）

（未定） （未定） 奥州市、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

お薬の相談会
（健康まつり）

（未定） （未定） 宮古市、薬剤師会

お薬の相談会
（久慈市産業まつり）

（未定） （未定） 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

街頭啓発事業 10月中 県内数箇所 山形県 山形県薬剤師会

薬事功労者知事感謝状贈呈式 １０月１７日（木） 山形県庁 山形県
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薬と健康のつどい １０月２６日（土）
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
仙台市

(一社)仙台市薬剤師会

福島市健康フェスタ2013 9月29日（日） 福島市保健福祉センター 福島市 福島薬剤師会
第29回健康まつり 10月20日（日） 会津若松市文化センター 会津若松市 会津薬剤医師会

第2回三春駅前健康まつり 9月8日（日）
雷クリニック、

きよはし薬局駅前店
田村薬剤師会

茨
城
県

いばらきのくすり展 11月9日（土）～11月10日（日）
ファッションクルーズ

ニューポートひたちなか
茨城県

公益社団法人茨城県薬剤師
会

第１７回市民公開講座 １０月１２日（土）
千葉商工会議所
１４階　第１ホール

千葉県病院薬剤師会
千葉県

千葉県薬剤師会
第４４回薬と健康の週間

ちば県民の集い
（表彰式、記念講演）

１０月２０日（日） 千葉市生涯学習センター
千葉県

千葉県薬業団体連絡協議会
－

工場見学会 １０月２３日（水） 株式会社龍角散　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
－

薬と健康の集い １０月２４日（木曜日）
東京都庁都議会議事堂

１階都民ホール
東京都

薬草教室
「帰化植物と薬草」

１０月２４日（木曜日） 東京都薬用植物園 東京都薬用植物園

お薬相談と薬物クリーンキャンペーン 平成２５年９月１６日(月・祝日） 座間市市民文化会館
座間市薬剤師会、
薬防協厚木支部等

薬物乱用防止キャンペーン 平成２５年１０月１日(火）
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連絡会

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 平成２５年１０月６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２５年１０月１９日(土） ウェルネスさがみはら 相模原市

くすりと健康フェアかわさき２０１３ 平成２５年１０月２０日(日）
川崎地下街アゼリア　サン

ライト広場
くすりと健康フェアかわさき２０１３実行
委員会（川崎市、川崎市薬剤師会）

(株)大塚製薬工場、日本光電
南関東㈱

薬と健康フェアかまくら 平成２５年１０月２０日(日） 鎌倉生涯学習センター 鎌倉市薬剤師会 鎌倉保健福祉事務所
平成２５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２５年１０月２４日(木） 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

2013くすりと健康すこやかフェア 平成２５年１０月２４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

（社）横浜市薬剤師会

お薬相談と薬物クリーンキャンペーン 平成２５年１０月２７日(日） 海老名市役所
海老名市薬剤師会、
薬防協厚木支部等

厚木保健福祉事務所

薬の講演会 平成２５年１０月２７日(日）
藤沢産業センター6階（湘

南NDビル）会議室
藤沢市薬剤師会 藤沢市保健医療財団

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 平成２５年１１月３日（日・祝日） 相模大野駅周辺 相模原市
埼
玉
県

埼玉県薬事衛生大会 平成25年10月29日 埼玉会館小ホール 埼玉県・埼玉県薬事団体連合会 なし

山梨県薬事衛生大会 10月22日（火） 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
　・(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19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
　・(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
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上伊那薬剤師会市民公開講座 平成25年10月（開催日未定） いなっせ 上伊那薬剤師会 上伊那地域包括医療協議会

伊那市健康まつり
（薬剤師会コーナー設置）

平成25年10月6日 伊那市健康福祉センター 伊那市

飯島町健康づくり大会（薬剤師会コーナー設置） 平成25年10月20日 飯島町文化会館 飯島町
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25年10月19日 野沢会館 佐久市

佐久医師会・歯科医師会・薬
剤師会など

「薬と健康の週間」祈願祭 平成25年10月（開催日未定） 善光寺最勝院 長野市薬剤師会
下諏訪町健康生活展

（薬剤師会コーナー設置） 平成25年9月29日 下諏訪町健康センター 下諏訪町

岡谷市民健康づくりのつどい
（薬剤師会コーナー設置）

開催日未定 岡谷市イフルプラザ 岡谷市

健康フェスタinまえばし2013 11月3日 前橋プラザ元気２１ 前橋市

くすりと健康の週間講演会 10月6日
高崎市総合保健センター

２階　第１会議室
高崎市薬剤師会 高崎市学校薬剤師会

くすりと健康の週間イベント 10月6日 もてなし広場 高崎市薬剤師会 高崎市学校薬剤師会
中之条環境・健康まつり

（お薬相談会）
10月3日 中之条町ツインプラザ 中之条町

かかりつけ薬局の推進、薬物乱用防止啓発活動 薬と健康の週間の内１日（未定） ビバタウン
利根沼田

保健福祉事務所
利根沼田薬業会

太田市消費生活展(お薬相談コーナーを設けて実施) １１月１０日（日） 新田文化会館・総合体育 太田市
薬と健康の週間街頭キャンペーン 2013年10月10日 ヤオコウ桐生店 桐生保健福祉事務所 薬剤師会・登録販売者協会

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14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）配布 10月17日～10月23日 食品工場等 館林保健福祉事務所

栃
木
県

お薬相談・展示会『くすりと健康のかけはし・・・あなた
の身近に薬剤師！』

10月19（土）～10月20日（日）
ベルモール１階カリヨンプ
ラザ（宇都宮市陽東６－２

－１）

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・栃木県薬事協同

組合・栃木県麻薬協会
薬事功労者表彰 10月17日（木） 新潟県庁 新潟県

がん征圧新潟県大会
併設　生活習慣病予防展

9月21日（金） 県民会館 公益財団法人新潟県健康づくり財団

医療・福祉・健康フェスタ2013 10月5（土）～10月6（日） 産業文化会館 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

新潟はっぴー乳ライフ
ピンクリボンホリデー2013

10月20日（日） 朱鷺メッセ
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13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20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

新発田市健康づくりフェスティバル 11月16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
くすりと健康フェスタ 2013 in にいがた

～広げよう　心とからだの健康ライフを～
12月1日  (日) 朱鷺メッセ (公社)新潟県薬剤師会

薬と健康展 12月1日  (日) 朱鷺メッセ
(公社)新潟県薬剤師会、新潟県薬事団

体連絡協議会
8月23日  (金) 中野山中央自治会館
8月27日  (火) 六日市コミュニティセン
8月27日  (火) 浦本地区公民館
8月28日  (水) 悠久山栄養調理専門学校

8月28日  (水)
まちなかキャンパス長岡

302会議室
9月2日  (月) 松橋集落センター
9月2日  (月) 新町コミュニティセンター
9月3日  (火) 赤泊総合文化会館
9月4日  (水) 悠久山栄養調理専門学校
9月6日  (金) 宮本コミュニティセンター
9月9日  (月) 住吉コミュニティセンター
9月11日  (水) 福祉会館3階
9月11日  (水) 関沢ふれあいセンター
9月12日  (木) さんぽく会館
9月14日  (土) 長岡市立劇場小ホール

9月18日  (水)
特別養護老人ホーム三好

園しんざ
9月19日  (木) 北部総合コミュニティセン
9月20日  (金) 十日町市中央公民館
9月20日  (金) 富曽亀コミュニティセン
9月25日  (水) 三ツ矢浜公民館

9月28日  (土)
新潟ユニゾンプラザ「大研

修室」
10月13日  (日) 上越総合福祉センター
10月20日  (日) 田井ふれあいセンター

10月24日  (木)
出雲崎町保健福祉総合セ

ンターふれあいの里
10月28日  (月) 新潟ユニゾンプラザ
11月19日  (火) 多目的共同利用施設
11月20日  (水) 羽黒はつか会
11月26日  (火) 新潟市社会福祉協議会

消費者のための薬のセミナー 2月4日  (火)
刈羽村生涯学習センター

ラピカ
新潟県、(公社)新潟県薬剤師会

薬と健康の週間　製薬工場見学会 １０月１７日（木） 小太郎漢方製薬株式会社 石川県 石川県薬事振興会

薬と健康の週間　薬草観察ハイキング １０月１９日（土） 夕日寺県民自然園 石川県 石川県薬事振興会

薬と健康の週間　街頭キャンペーン
１０月２０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（木） ＪＲ福井駅前付近 福井県福井健康福祉センター
福井県医薬品登録販売者協

会 福井支部
薬と健康の週間　街頭キャンペーン １０月２０日（日） 未定 福井県医薬品登録販売者協会 坂井支 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 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２０日（日） アル・プラザ敦賀 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

薬事功労者表彰式 １０月１７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33回市民福祉まつりでの薬物乱用啓発活動 10月20日（日） 富士市中央公園
富士市（福祉まつり）

富士地区薬物乱用防止指導員協議会
（啓発）

くすりの相談室 １０月１７日（木）～１０月２３日（水） 富士市薬剤師会 富士市薬剤師会

群
馬
県

新潟県、(公社)新潟県薬剤師会

消費者のための薬のセミナー 新潟県、(公社)新潟県薬剤師会

消費者のための薬のセミナー

長
野
県

福
井
県

消費者のための薬のセミナー 新潟県、(公社)新潟県薬剤師会

新
潟
県

石
川
県

消費者のための薬のセミナー 新潟県、(公社)新潟県薬剤師会

静
岡
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福祉医療公開講座
講師：米良美一

１０月２０日（日） ウインクあいち 愛知県薬剤師会 なし

薬と健康の週間健康フェア １０月２０日（日） 碧南市芸術文化ホール 碧南高浜薬剤師会 共催：愛知県薬剤師会

「薬と健康の週間」記念講演会 １０月１９日（土） 栄ガスビル 名古屋市薬剤師会 なし

富
山
県

「薬と健康の週間」薬事功労者等表彰式及び講演会 10月19日（土） 富山電気ビル 富山県 富山県薬剤師会

薬と健康のつどい２０１３
－薬剤師によるお薬相談会－

平成２５年１０月６日（日） わかくさ・プラザ学習情報館（関市）
(一社)岐阜県薬剤師会
岐阜県病院薬剤師会

第３９回　健康を守る市民の集い 平成２５年１０月２０日（日） セラトピア土岐
土岐市及び

土岐市地域医療協議会
－

第24回高山市市民健康まつり 平成25年9月22日（日） 高山市役所・保健センター
高山市健康づくり推進協議会
市民健康まつり実行委員会

三
重
県

薬草観察会 10月27日 三重県亀山市関町 三重県薬業団体連合会

薬事功労者表彰式 10月22日（火） 滋賀県庁 滋賀県
「薬と健康の週間」
街頭キャンペーン

10月17日（木）
～23日（水）

主要駅前等 （一社）滋賀県医薬品登録販売者協会

おうみしごと体験フェスタ
（（一社）滋賀県薬剤師会による

こども薬局体験教室）
11月17日（日）

滋賀県立文化産業交流会
館

おうみしごと体験フェスタ実行委員会
（滋賀県職業能力開発協会）

ＳＫＹふれあいフェスティバルにおけるお薬相談 9月14日、15日 パルスプラザ

京都府薬剤師会伏見支部、京都府薬剤
師会右京支部、京都府薬剤師会西京支
部、京都府薬剤師会、乙訓薬物乱用防
止指導員協議会、京都府薬物乱用防止

指導員協議会城南支部

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14日、15日 パルスプラザ
京都府、京都府薬物乱用防止指導員協

議会

薬草に親しむ会 10月6日
大文字山ハイキングコー

ス及び薬草園
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10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

伏見区薬物乱用防止パレード 10月20日 大手筋商店街 伏見区薬物乱用防止指導員協議会

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26日 太秦安井公園 右京区薬物乱用防止指導員協議会

平成２5年度麻薬・覚せい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

10月27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、京都市ほか）

薬物乱用防止を呼びかける街頭啓発 10月末 宮津市内
京都府薬物乱用防止指導員宮津・与謝

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3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

長岡京ガラシャ祭における薬物乱用防止啓発 11月10日
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 11月10日 木幡中学校 木幡青少年健全育成協議会

向日市まつりにおける薬物乱用防止啓発 11月16日、17日 向日町競輪場 乙訓薬物乱用防止指導員協議会

せいかまつり 11月17日 けいはんな記念公園
京都府薬物乱用防止指導員相楽地区

協議会

市民・府民公開講座 11月23日 京都商工会議所 京都府薬剤師会

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１０日（木） 奈良県新公会堂 奈良県
ＮａＲａくすりと健康２０１3 １０月２５日(金）～　２６日（土） イオンモール橿原 奈良県 奈良県薬事団体連合会

大和の配置家庭薬及び、奈良の薬の歴史等の啓発 ８月２６日（月）～８月３０日（金） 奈良県庁　屋上展示 奈良県 奈良県薬事団体連合会
高齢者服薬指導事業 随時 県内各地 （一社）奈良県薬剤師会

献血思想普及・献血事業 随時 県内各地 奈良県
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２５日(金）～　２６日（土） イオンモール橿原 奈良県

平成２５年度薬と健康の週間「府民のつどい」 平成２５年９月２３日（月・祝） 大阪国際会議場 大阪府「薬と健康の週間」実行委員会
啓発用ポスター原画・川柳入賞者表彰 平成２５年９月２３日（月・祝） 大阪国際会議場 大阪府「薬と健康の週間」実行委員会 薬業関係団体
大阪府薬事関係等功労者知事表彰 １０月２４日（木） 大阪府薬剤師会館 大阪府 なし

第11回和歌山市薬剤師会
市民講座　健康サポート2013

10月27日（日）
和歌山県勤労福祉会館

プラザホープ
(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
(社)和歌山市医師会

(社)和歌山市歯科医師会
(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2013 10月19日（土） 和歌山ビッグ愛 和歌山市 (社)和歌山市薬剤師会

海南市健康まつり 10月20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

青州まつり 10月27日（日） 青州の里他 紀の川市
那賀薬剤師会
岩出保健所

海南市文化祭
10月26日（土）
10月27日（日）

海南市民交流センター 海南市
下津ライオンズクラブ

海南保健所
有田川町どんどん祭り 10月20日（日） きび会館 有田川町 有田薬剤師会

ゆあさ愛あいまつり 11月2日（土） 有田郡民体育館 湯浅町 有田薬剤師会
広川町健康まつり 11月3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3日（日） 上富田文化会館 上富田町 田辺市薬剤師会
田辺市生涯学習フェスティバル 11月24日（日） 田辺市民総合センター 田辺市 田辺市薬剤師会

白浜町健康まつり 10月27日（日） 白浜町立総合体育館 白浜町 田辺保健所
高校文化祭「保健所出前教室」 11月16日（土） 県立新翔高校 新宮保健所
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こうべ健康・福祉フェア 10月6日(日) しあわせの村

神戸市
㈶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
㈶神戸住宅ケア研究所

東灘区医師会館　3Fホール 10月11日(金) 区民健康講座 東灘区医師会

第6回県民公開講座2013 10月13日（日） 兵庫医療大学
兵庫県薬剤師会
神戸市薬剤師会

「第14回ひがしなだくふれあいフェスタ2013」～東灘区
保険・福祉・医療フェア～

11月3日(土) 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

灘区民ホール　1階ロビー 10月12日(土) 第17回　灘ふれあい秋ま 灘ふれあい秋まつり実行委員会
秋華祭

（中央区薬剤師会ブース）
健康いきいきフェアー

11月3日(日) 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 10月19日(土) 兵庫公会堂・湊川公園
兵庫区医師会

兵庫区歯科医師会
兵庫区薬剤師会

第16回ふれあい兵庫福祉・健康フェア 10月19日(土) 兵庫公会堂・湊川公園
兵庫区社会福祉協議会

兵庫区役所

長田区三師会医療フォーラム 11月14日(土) 長田区役所

長田区医師会
長田区歯科医師会
長田区薬剤師会

長田区

テルモ　クリニコ

生き活き健康福祉フェア 10月20日(日) レバンテ垂水

垂水区医師会
垂水区歯科医師会
垂水区薬剤師会

垂水区
「薬と健康の週間」における　市民相談会 10月27日(日) 川西市保健センター 川西市薬剤師会

かわにしまつり
「薬と健康」相談会

11月10日(日) 川西市総合体育館周辺
川西市

川西市商工会
薬と健康の週間 10月3日(木) 宝塚市立西公民館 宝塚市薬剤師会

西宮市民健康フェア 10月20日（日） アクタ西宮 西宮市民健康づくり活動推進協議会

第12回　薬と健康フェア
～骨いきいき！寝たきりにならないために～

10月27日(日)
西宮市役所東館　大ホー

ル他

西宮市薬剤師会
兵庫県薬剤師会

西宮市医療連盟他

あかし☆ふれあいフェスティバル2013 10月26日(土)
明石市立産業交流セン

ター

明石市
明石市薬剤師会

兵庫県看護協会東播支部

お薬と健康の週間
　　「かがくを楽しもう」

10月13日(日) イーグレひめじ３階
主催：姫路市薬剤師会

共催：兵庫県立姫路工業高校、姫路独
協大学薬学部、徳島文理大学薬学部

宍粟市歯科医師会主催
第10回いい歯かがやけin咲ランド

10月20日(日)
咲らんどSC(イオン新山崎

店)内セントラルコート

主催：宍粟市歯科医師会
共催：西播薬剤師会、宍粟市薬剤師会

兵庫県歯科医師会
龍野健康福祉事務所

宍粟市
はりま一宮ライオンズクラブ

咲らんどSC

篠山市民講演会 10月26日(土)
篠山市立丹南健康福祉セ

ンター2F　研修室
主催：篠山市薬剤師会

共催：篠山市、篠山市医師会

薬と健康の週間
10月19日(土)
　　　20日(日)

イオン洲本店、マルナカ南
あわじ店

兵庫県薬剤師会淡路支部

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、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、

献血パネル

１０月２６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、献血パネル　他 １０月２０日（日） 水島緑地福田公園
講演会「うつ、認知症、健康食品などについて」の講演

を予定
１２月１日（日） 津山リージョンセンター

講演会「若返りのアロマとハーブ」 １０月２０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 １１月中旬 玉野市すこやかセンター

血糖測定、パネル展示　他 未定 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・体重測定、パネル展示　他
１０月６日（日）

天満屋ハピータウン鴨方
店

運動体験セミナーを実施予定 １０月２０日（日） 玉島市民交流センター
血管年齢測定、薬物乱用防止啓蒙等のパネル展示、

お薬相談　他
１０月６日（日） サンライフかさおか

血管年齢測定、骨量測定、健康相談 １０月２０日（日） 井原市勤労者体育セン
各種測定、お薬相談、健康講演会

「イキイキ生きる」
１０月１３日（日） マービーふれあいセンター

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・体脂肪測定　他

１０月２０日（日） ポルカ天満屋ハピータウン

入浴剤作成、お薬相談、健康相談、資料配付 １０～１１月頃 新見市大佐
こども調剤体験 １１月１７日（日） ゆめトピア長船

薬草講演会（仮）、薬物乱用防止啓発他 １０月１０日（木） 久世エスパス
認知症について １１月１７日（日） 湯郷地域交流センター

薬と健康の相談窓口設置 （社）広島県薬剤師会

薬草に親しむ会 10月20日（日）
三次市　ジミーカータシ

ビックセンター周辺
広島県，（社）広島県薬剤師会

薬と健康の週間イベント
～あなたに寄り添う薬剤師～

10月20日
さざんか会館

（鳥取市富安２丁目104-
２）

鳥取県
（一社）鳥取県薬剤師会

鳥取市
鳥取県教育委員会

（公社）鳥取県医師会
(一社）鳥取県歯科医師会
（公社）鳥取県看護協会
（公社）鳥取県栄養士会

県内報道機関

鳥取県薬物乱用防止指導員協議会長表彰 10月20日
さざんか会館

（鳥取市富安２丁目104-
鳥取県

市民健康スポーツのつどい
健康スポーツフェスタ

１０月１４日（月・祝） 岩国運動公園　総合体育館 岩国薬剤師会

新南陽ふるさとふれあい物産展 11月3日（日・祝） 新南陽ふれあいセンター 新南陽薬剤師会

下松市福祉健康まつり 11月3日（日・祝）
スターピアくだまつ
エントランスホール

下松薬剤師会

くすりのひみつ探検講座 10月予定
武田薬品工業株式会社

光工場
山口県 山口県製薬工業協会

やまぐち元気フェア 11月4日(月・祝) 山口県総合保健会館 山口市薬剤師会
2013ほうふ健康フォーラム 10月13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（日・祝） 山口市小郡保健福祉センター 吉南薬剤師会
美祢市「福祉の市」 10月20日（日） 美祢市役所駐車場 美祢薬剤師会

くすりのひみつ探検講座 11月予定
協和発酵キリン株式会社

宇部工場
山口県 山口県製薬工業協会

消費者セミナー 11月20日（水）
協和発酵キリン株式会社

宇部工場
山口市消費生活研究会

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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香川県東讃保健福祉事務所イベント
（イベント名未定）

10月5日（土） ベルシティ 香川県東讃保健福祉事務所

薬剤師によるお薬相談会 10月6日（日） イオンモール高松
・香川県薬剤師会

・香川県病院薬剤師会

みとよ健康福祉まつり 10月12日（土） 高瀬町農村環境改善センター
香川県薬剤師会観音寺・三豊支部

（まつりの主催：三豊市）

健康フェスタ2013 in たどつ 10月27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、多度津町）

小豆島ふるさと商工まつり 10月27日（日） 小豆島ふるさと村
香川県薬剤師会小豆支部

（まつりの主催：小豆島町ふるさと商工
まつり振興会）

くすりと健康フェア １０月１９日（土）～２０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

薬事功労者表彰式 １０月２２日（火） 薬学会館 徳島県

第38回「くすりと薬草展」 9月29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29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

第７回香美市健康まつり 10月6日 プラザ八王子 香美市

東海岸グルメ祭りと商工フェア
10月12日（土）若しくは

　　10月13日（日）
安芸市役所周辺 東部薬物乱用防止推進協議会

薬と健康の相談会（仮） 11月１０日（日） 高知市中央公園
高知県

高知県薬剤師会
第８回香南ふれあい祭り 11月23日（金） のいちふれあいセンター 香南市

健康なんこく　きらり　フェア２０１３ 12月14日（土） 南国市立スポーツセンター 南国市

福
岡
県

薬と健康フェア２０１３ １０月１９日（土） 都久志会館
福岡県

福岡県薬業団体連合会

自然と薬草に親しむ集い 平成25年10月6日（日） 佐賀市大和町

・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
・佐賀県医薬品卸売協会

・佐賀県医薬品配置協議会

-

薬事功労者佐賀県知事感謝状贈呈式 平成25年10月18日（金） 佐賀県庁 佐賀県 -

くすりのふるさと佐賀 平成25年10月20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
・佐賀県医薬品卸売協会

・佐賀県医薬品配置協議会

-

薬事功労者表彰式 １０月１７日（木） 長崎市内
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２０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 １０月２７日（日） NCC&スタジオ（長崎市）
長崎県

（一社）長崎県薬剤師会
長崎県薬事協議会

お薬相談・啓発資材の配布 １０月６日（日）
日田市民文化会館「パトリ

ア日田」
一般社団法人日田薬剤師会

大分県西部保健所

ちびっこ調剤体験・お薬相談・薬に関する懇談会 １０月１４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（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部

街頭啓発 １０月１７日（木）
トキハインダストリーアイム

高田店

（社）大分県薬剤師会豊後高田支部
（株）アステム豊後高田支店

大分県北部保健所豊後高田保健部

街頭啓発 １０月１７日（木） マックスバリュ豊後高田店
（社）大分県薬剤師会豊後高田支部

（株）アステム豊後高田支店
大分県北部保健所豊後高田保健部

街頭啓発 １０月１７日（木） 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

分県医療機器協会

街頭啓発 １０月１８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

親子お薬セミナー １０月１９日（土）
佐伯総合庁舎4階大会議

室
佐伯市薬剤師会

大分県南部保健所

健康相談・啓発資材の配布 １０月２７日（日）
第１６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
薬事功労者表彰式 １０月２３日(水) 宮崎県庁 宮崎県

飫肥城下まつり薬物乱用防止キャンペーン 1０月２０日(日) 日南市飫肥（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
第８回都城市環境まつり薬物乱用防止啓発活動 １０月２６日（土） 都城市リサイクルプラザ「さいせい館」 薬物乱用防止指導員都城地区協議会 都城保健所

平成２５年度くすりと健康講演会 １０月２７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・

都城市北諸県郡薬剤師会
宮崎県栄養士会都城支部・都

城保健所
「薬と健康フォーラム」

～正しく学ぼう！！ジェネリック医薬品～
１１月１０日(日) MRT micc エメラルドホール

一般社団法人
宮崎県薬剤師会

宮崎県

日向市農商工連携合同フェスタにおける
セルフメディケーション啓発、資料配付

１１月１６日(土) 日向市駅西口公園 日向市産業・商業まつり実行委員会

薬の相談フェア ３月２３日（日） 未定 宇城薬剤師会
健康フェア １１月２日（土）または９日（土） 未定 山鹿市

健康福祉まつり ６月２日（日） 荒尾市総合文化センター 荒尾市地域保健医療福祉推進協議会

ふれあいの丘交流祭り １１月２３日（土） ふれあいの丘 玉東町
健康福祉まつり １１月２６日（火） 南の関うから館 南関町 南関町社会福祉協議会

市町村が開催する「健康まつり」等会場において，薬
剤師会と協力して「薬に関する相談コーナー」を設置

し，薬の適正使用について普及啓発を行う。
各市町村「健康まつり」開催日

各市町村「健康まつり」等
開催会場

県薬剤師会各支部 鹿児島県（各保健所）

「薬草の集い」オータム 平成25年10月20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25年10月17日 鹿児島県庁 鹿児島県
街頭キャンペーン 実施地区により異なる 同左 鹿児島県

「薬と健康の週間」街頭キャンペーン 10月17日 パレットくもじ前広場 沖縄県、那覇市、沖縄県薬剤師会薬業連合会 調整中

くすりと健康フェア　県民公開講演会 10月17日～10月20日 パレット市民劇場 沖縄県、那覇市、沖縄県薬剤師会 調整中
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