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ドイツ フライブルク市

台湾 高雄市

12:00

17:00

ブース展示

9：30

15：30

ブース展示

講演･発表 催事･セミナー

基調講演①
「健康を大切にする特別なまち
　ドイツ・フライブルクから」
～福祉と健康政策　その確かな歩み～

次世代ヘルスケア産業の創出
～生涯現役社会の構築を目指して～

●13:00　開会式

●15：40　閉会式

●11:00～
　健康弁当
　販売

13:40

14:50

15:40

うたの力で地域社会をつなぐ
 ～松本ボイスメンの挑戦！！
   歌で地域をつないだ男たち～

16:00

16:50

17:00

17:50

14:40

講演･発表 催事･セミナー

A-1

基調講演②
高雄市の老人福利政策及び
未来への展望

10：40

11：40

A-6

パネルディスカッション

予防カルチャー 
 ～暮らせば健康になるまち～

13:30

15:30

A-8

A-2

A-3

A-4

【協　賛】

世界健康首都会議
予防カルチャー     ～暮らせば健康になるまち～

T h e  W o r l d  H e a l t h  C a p i t a l  C o n f e r e n c e

第6回

入場無料
申込不要
日英同時通訳

お問い合わせ

松本市 商工観光部 健康産業･企業立地課、健康福祉部 健康づくり課

TEL.0263-34-3296
E-mail　kenkou-sangyou@city.matsumoto.nagano.jp

主　催 : 世界健康首都会議実行委員会
会　長 : 菅谷　昭（松本市長）
副会長 : 杉山　敦（松本市医師会長）
後　援 : 厚生労働省・経済産業省・長野県

主　催 : 世界健康首都会議実行委員会
会　長 : 菅谷　昭（松本市長）
副会長 : 杉山　敦（松本市医師会長）
後　援 : 厚生労働省・経済産業省・長野県

千歳橋

松本協立
病院

エースイン松本

松本PARCO

アリオ
松本バスターミナル

ホテルブエナビスタ

松本駅

Mウイング

松本市中央公民館（Ｍウイング）
〒390-0811　長野県松本市中央1丁目18番1号
TEL.0263-32-1132
JR松本駅から徒歩5分
お車でお越しの際は、Mウイング隣の中央駐車場（有料）をご利用ください。

会場案内図● 松本市中央公民館（Ｍウイング）全館および、中央体育館（北棟8階）

11.10（木）･11（金）
2016年

■13:00～（ブース展示12:00～） （ブース展示9:30～）■10:00～

11/

木
10

11/

金
11

（50音順）（50音順）

B-1
自殺のない
「生き心地のよい社会」
を目指して

B-2

お薬何でも講座
～お薬の飲み忘れは
　ありませんか～

16：40

18：00

B-4
共催セミナー
中小企業向け
「健康経営」
実践支援セミナー

16:00

14：30

16：30

17:30

B-5

【料理教室】
凍り豆腐の
新しい活用方法を
学びませんか？

10：00

13：00

B-3

胎内記憶を
子育てに生かす

10：30

12：00

B-6

シブヤCO., LTD.

松本機械金属工業会

松本市中央公民館（Ｍウイング）

ロボットアシストウォーカーの開発
～培った技術をヘルスケア産業へ活かす～

12:40
13:20

A-7ワークショップレポート「暮らせば健康になるまち」

10：00
10：30 A-5

健康寿命の延伸を支える
『電子版健康手帳』

こころと頭の若返り①
～“ワッハッハ”の健康
づくりと認知症予防～

15：00

16：00

B-1

こころと頭の若返り②
～“ワッハッハ”の健康
づくりと認知症予防～

9:50

10:40
B-7

健康増進のための
「アンチエイジング」の
知識を利用しよう

10：30

11：30

ロボットと IoTの最先端技術で、
歩行を安全・快適に電動アシスト

【特別展示】 ＲＴ.ワークス ㈱
ロボットアシストウォーカーRT.1



会場で
お待ちし

て
います

「健康を大切にする特別なまち　ドイツ・フライブルクから」
～福祉と健康政策　その確かな歩み～

ドイツ  フライブルク市   前第一副市長 ハンスヨルグ・ゼー氏
基調講演① 10日（木） 

13：40～14：40

講演（6Fホール）A 催事･セミナー B

【第１部】健康経営の実践に向けた国の支援施策のご紹介
　　　　経済産業省　ヘルスケア産業課
【第２部】事業所における健康づくり支援について
　　　　全国健康保険協会長野支部

事前申込制
【定員45名】

■お申し込み・お問い合わせ先  
　Tel.026-224-5595 　八十二銀行法人部 コンサルティング営業グループ （担当 ： 塩入）

A-1
B-2

プログラムは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・ 11/11金 11:00～
・ Ｍウイング北棟 中央体育館

●テーマ

●パネリスト
千葉大学医学部・予防医療センター 教授　　　近藤　克則 氏
日本健康会議　事務局長 　　　　　　　渡辺　俊介 氏
国立健康・栄養研究所基礎栄養研究部 部長 田中　茂穂 氏
松本大学人間健康学部 教授 　　　　　　　廣田　直子 氏

●コーディネーター
㈱三菱総合研究所 理事長   　　　小宮山　宏 氏

●ブース展示（Mウイング北棟 中央体育館）　「健康」をテーマに、企業、団体が製品を展示・販売。見て、触って、体験できます。

A-8

次世代ヘルスケア産業の創出
～生涯現役社会の構築を目指して～ 経済産業省 ヘルスケア産業課長　江崎　禎英 氏

A-2 ■10日　14：50~15：40

うたの力で地域社会をつなぐ ～松本ボイスメンの挑戦！！歌で地域をつないだ男たち～
㈱第一興商　執行役員エルダー事業開発部長　戸塚　圭介 氏 ／ 信州大学人文学部 准教授　長谷川　孝治 氏

A-3

■10日　16：00~16：50

ロボットアシストウォーカーの開発
～培った技術をヘルスケア産業へ活かす～ ＲＴ.ワークス㈱ 代表取締役　藤井　仁 氏

A-4 ■10日　17：00~17：50

健康寿命の延伸を支える『電子版健康手帳』
～松本市から発信する新しいICTシステムのあり方～ 松本市医師会理事・松本市立病院長　高木　洋行 氏

A-5 ■11日　10：00~10：30

■11日　13:30～15:30

共催セミナー

パネルディスカッション

価格：1,000円（税込）

中小企業向け
「健康経営」実践支援セミナー

高雄市の老人福利政策及び未来への展望
台湾　高雄市老人研究発展中心センター長　教授代表 陳桂敏（チン・ケイビン）氏
台湾　高雄市政府社会局老人福利科  科長 姚昱伶（ヨウ・イクレイ）氏
基調講演② 11日（金） 

10：40～11：40

台湾高雄市における介護予防への取り組み

A-6

限定300食

カラフル
健康BOX

国の取組紹介

取組事例発表

ワークショップレポート「暮らせば健康になるまち」
まちづくりの観点から健康を突き詰め、あえて健康を意識しなくても、
住んでいる人々が自然に健康になる（なってしまう）まちづくりを検討 都市計画家　倉澤　聡 氏

A-7 ■11日　12：40~13：20
松本発「健康先進都市ゼミナール」

■10日　16：00～17：30
■会場　4-4会議室

自殺のない
「生き心地のよい社会」を目指して

NPO法人自殺対策支援センター
ライフリンク 代表　清水　康之 氏

B-3
■10日　14：30～16：30 
■会場　3-1,3-2会議室

松本市自殺予防講演会

■会員限定
■11日　10：30～12：00 
■会場　3-1,3-2会議室胎内記憶を子育てに生かす 池川クリニック 院長　池川　明 氏

B-6
松本市在宅看護職等研修会

（一社）松本薬剤師会 専務理事　田多井　健介 氏

■10日　16：40～18：00 
■会場　3-1,3-2会議室お薬何でも講座

～お薬の飲み忘れはありませんか～
B-4

松本薬剤師会

予防カルチャー  ～暮らせば健康になるまち～
予防を個人の心掛けから、
健康への投資と捉える社会の構築に向けて

■会場　レクリエーション室 ■10日　15：00～16：00
■11日　   9：50～10：40こころと頭の若返り

～“ワッハッハ”の健康づくりと認知症予防～

松本市健康づくり推進員連合会会長・認定ラフターヨガリーダー　井上　真由巳 氏

B-1

松本市健康づくり推進員連合会

笑いヨガとシナプソロジー（認知症予防の脳トレ）を組み合わせ、心と頭をリフレッシュ。
脳トレの実践が、心身の健康維持につながることを一緒に体験しませんか。

株式会社 デリカ
株式会社 キューブシステムズ
松本ヘルスラボ
株式会社 第一興商
まちかど健康相談  松本市健康づくり課
信州大学 学術研究・産学官連携推進機構
長野県臨床整形外科医会
ＲＴ.ワークス 株式会社 
帝人株式会社
株式会社アグア

電動アシスト四輪自転車 “ けんきゃくん ” 展示、試乗、販売
雑菌を防ぎ、身心に良い菌を増やす。そんなご提案を致します
市民の健康づくりと健康産業の創出を行う地域基盤の紹介
うたの力で地域社会をつなぐ
手軽に健康チェック！身体のこと、考えてみませんか？
信州大学のメディカル分野での産学官連携の取組み事例展示
ロコモティブシンドロームの説明と診断。基本的な体操の指導
ロボットアシストウォーカーRT．1／RT．２の展示・歩行体験
寝つきをサポートするウエアラブル”ツーブリーズ”の体験・販売
医学的矯正インソール　姿勢・バランス・衝撃吸収

Pepperがあなたの健康状態をチェックします！！
こうや豆腐および医療用食材（カットグルメ）の展示
頭に軽く触れる事で、脳脊髄液の循環を促し免疫力を活性化する
介護の現場から生まれた介護機器、サドル付歩行器、車椅子洗浄機、杖
トレッドミル、振動フィットネスマシン等の展示
人間ドックにも導入された体幹２点歩行動揺計をご体験頂けます
健康増進のためアンチエイジングの知識を利用しよう！ 検査もあり
ウォーターヒューマンケア、ボディーヘルスケア等の展示販売
働く障がい者の事業所紹介と手作り品の販売
簡単な体力測定の結果から、あなたの運動能力年齢を算出します
台湾高砂族へのデイサービス事業の紹介、高砂族工芸品の販売

株式会社 AID
旭松食品株式会社
あがたの森治療院
安寿の里のりくら  アイ・レーベル
酒井医療 株式会社 
マイクロストーン 株式会社 
まつもと医療センター・ANTI-AGINGプロジェクト
ファミリー・サービス・エイコー 株式会社 
松本市社会福祉協議会
ヘルスグリッド株式会社
高雄医大医療グループ　高雄市立小港病院

ヨウ・イクレイ氏 チン・ケイビン氏

事前申込制
【定員45名】

■11日　10：30～11：30 
■会場　4-4会議室
■後援　松本ヘルス・ラボ

健康増進のための
「アンチエイジング」の知識を
利用しよう

B-7

青木　雄次 氏国立病院機構まつもと医療センター 松本病院内科 外来診療部長

Pepper

事前申込制
【定員30名（先着順）】

■お申し込み・お問い合わせ先    健康づくり課  Tel. 0263-３４－３２１７

■11日　10：00～13：00 
■会場　料理実習室

凍り豆腐の新しい活用方法を
学びませんか？凍り豆腐を活用した料理教室 旭松食品株式会社 栄養士 　　林　潤子 氏

松本市食生活改善推進協議会 会長　三好　美恵 氏

B-5

松本市食生活改善推進協議会

メニュー
・ ごはん
・ 具だくさん味噌汁

・ 凍り豆腐を使った主菜
・ 副菜（サラダ）

・ デザート

《健康弁当》

松本大学人間健康学部健康栄養学科の
学生と、(株)王滝が計画段階からコラボ
レーションして製造・販売します。

ソフトバンク
ロボティクスの
Pepperを活用し、
（株）AIDが
独自に提供

■お申し込み・お問い合わせ先　健康産業・企業立地課　0263-34-3296


