き
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講演会

●『JAL そらエコ教室』

体のひろば

・血管年齢測定 ・骨密度測定
・縫合、腹腔鏡体験 ・エコー体験
・血糖値測定 ・がん相談
・お口の検診 ・体のバランス測定
・リハビリ体験、からだの相談
・肺の力ゲーム ・まちの保健室
・体力測定 ・救命救急体験
・お薬相談 ・ちびっこ薬剤師体験
・いびき、不眠の相談 ・愛の献血
・介護予防、認知症相談
・出張!長浜市保健センター
・減らしNaさい！増やしな菜！！！
・乳がん術後のトータルサポート
・まちのお医者さんと
医学生の健康相談会 など

〜上空１万メートルから見た地球環境の変化と
JALグループの環境活動について〜
11時00分〜12時00分
日本航空株式会社ボーイング７７７型機
機長 加藤 義己 氏

●『私ってがん家系？？？』〜がんと遺伝の話〜
14時00分〜15時00分
聖路加国際病院
ブレストセンター長
乳腺外科部長

内科医 金谷 久美子 先生

〜「幸せ」＝「ステキな笑顔」〜

13時00分〜14時00分
京都光華女子大学 健康栄養学科
講師 今中 美栄 先生

ちびっこひろば

●京大の先生と楽しく学ぶサイエンス
『つくって学ぶDNA講座』

一部有料
・民間救急車見学
・消防はしご車見学
・起震車体験 ・科学実験教室
・イオンディライト見学
・お面づくり
・親子でせっけんづくり
・ふわふわかいじゅう
・ロードトレイン
など

〜ビーズで再現！DNAのつくり〜

乳幼児あつまれ〜！

●ミニクラフトコーナー
●音楽遊び、絵本のよみきかせ
◇対象／乳幼児とその保護者

会場：長浜バイオ大学

入場無料

時間：10：00〜16：00

至木之本

出入口

P

体育館

P
P
出入口

セブンイレブン

長浜ドーム

〒526-0829 滋賀県長浜市田村町1266

※雨天決行

●『いきいきとした毎日を過ごすヒケツ』

〜バイオの新しい可能性についてみんなで学ぼう！〜

5月17日㈰

●『気になる黄砂とPM2.5』
10時30分〜11時30分
京都大学大学院医学研究科 健康情報学

●『わかるかな？
バイオのクイズに挑戦してね！』

平成27年

健康講座

〜影響を少なくするには？〜

こどもの
サイエンス

有料
・カレー
・余呉そば
・からあげ
・フランクフルト
・焼きそば
・おにぎり
など

０ 次カフェ

山内 英子 先生

※検査によって、受けられる
人数に限りがありますので
ご了承ください。

飲食
ひろば

２０１5

至米原

長浜バイオ大学
有料

P

出入口

【主
【後

野外
ステージ
・吹奏楽演奏
・きらめき太鼓
・お楽しみ大道芸
・ダブルダッチ
・乳がん術後の
リハビリ体操
・ラフターヨガ
・ＹＳＫ48
など
ぜろ

じ

催】NPO法人健康づくりO次クラブ
援】長浜市／京都大学大学院医学研究科／長浜バイオ大学／

湖北医師会／湖北歯科医師会／市立長浜病院／長浜赤十字病院／
長浜市立湖北病院／湖北薬剤師会／滋賀県放射線技師会／
滋賀県作業療法士会／滋賀県看護協会／1000人献血の会／
長浜青年会議所／滋賀県臨床検査技師会

【お問い合わせ】

ぜ ろ

じ

NPO法人健康づくりO次クラブ

〒529-0341 長浜市湖北町速水1910

☎0749-50-3191

※当日は出来る限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。
（JR田村駅より徒歩１分）
※内容については、一部変更になる場合があります。

開催日時：平成２７年５月１７日（日）
１０：００～１６：００
開催場所：長浜バイオ大学
※開催内容については、下記までお問い合わせください。

講 演 会

☆場所：命江館２階

大講義室

＜１１：００～１２：００＞
私たちが住んでいる地球と、同じ太陽系の別の星を比べてみると、地球では
たくさんの動物や植物が育つしくみがよくわかります。
近年、人口が増え、産業活動が活発になった結果、地球の環境がすこしずつ
変わってきました。
機長が上空 1 万メートルから見た地球の姿を紹介しながら、地球温暖化や
JAL グループが取り組む環境活動についてお話します。

『JAL そらエコ教室』
～上空１万メートルから見た地球環境の変化と
JAL グループの環境活動について～

日本航空株式会社
ボーイング７７７型機 機長

加藤 義己 氏

＜１４：0０～１５：００＞

『私ってがん�系？？？』～がんと遺伝の話～

医学もどんどん進歩して、がんにかかるリスクも遺伝子検査でわかる時代に。
どこまで出来て、どんなことを知り、どう選んでいったらいいか、
皆さんと考えましょう。

聖路加国際病院
ブレストセンター長・乳腺外科部長 山内 英子 先生
気になることを
聞いてみましょう！

０次カフェ（健康講座）

こどものサイエンス
☆場所：命江館１階

☆場所：食堂
＜１０：３０～１１：３０＞

大会議室

＜①１０：３０～１１：１５／②１４：００～１４：４５＞

『�になる��と PM2．5』

『わかるかな？バイオのクイズに挑戦してね！』

～影響を少なくするには？～

～バイオの新しい可能性についてみんなで学ぼう！～

京都大学大学院医学研究科 健康情報学 内科医： 金谷久美子 先生

長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部
講師：高橋敏宏 先生 助教：福崎優太 先生

※小学生対象

＜１３：００～１４：００＞

『いきいきとした毎日を過ごす�ケ�』
～「幸せ」＝「ステキな笑顔」～
京都光華女子大学 健康栄養学科 講師 ： 今中美栄 先生

＜常 設＞

野外ステージ
●『きらめき太鼓』きらめき太鼓
＊心に響く太鼓演奏をお楽しみください！＊
長浜バイオ大学

●『吹奏楽演奏』吹奏楽部

皆さんに、バイオについてのクイズを出すよ。
バイオのことを知りたいなっていう君、ぜひあつまってね。バイオは、みんなの生活に
役立っています。じゃあ、何に役立っている？
実は、食べものやお薬に役立っているものが多いんだよ。今、使われているものから
将来期待されていることまで、バイオのクイズにだすから挑戦してね。

☆場所：命江館１階

大会議室

京大の先生と楽しく学�サイエンス
●『お楽しみ大�芸』

てるちゃん会

『つくって学� DNA 講座』～ビーズで再現！DNA のつくり～
京都大学大学院医学研究科 付属ゲノム医学センター

＊昔ながらの楽しい芸をお見逃しなく！＊

●『ダブルダッチ』長浜バイオ大学
ダブルダッチサークル

DNA は親から子へ伝わり、私たちの体をつくる設計図になります。
京大の先生と一緒に DNA ストラップをつくりながらその構造を実感してみましょう。
「遺伝の正体」について楽しく学びます。

＊良い演技が見せられるようにがんばります＊
＊素敵な楽器のハーモニーをお聞きください♪＊

●『ラフターヨガ』長浜ラフターヨガクラブ
＊笑いで毎日の生活をより豊かに＊

●『YSK48』

●『乳がん��のリハビリ体�』

絵本のよみきかせ

（対象／乳幼児とその保護者）

＜①１１：００～１１：２０／②１３：３０～１3：5０＞

☆場所：命江館１階

中会議室

NPO 法人リ・ヴィッド
＊バランスボールに乗り、
楽しく効果的に体を動かします＊

ミニクラフトコーナー

＜常

設＞

『みんなで知ろう！エコチル調査』
～エコチル調査の経過報告・絵本のよみきかせ・ミニクラフトコーナー～

体のひろば整理券配布について

エコチル調査

※検査によっては、整理券が必要なところがあります。詳しくは当日会場にて
配布するパンフレットをご覧ください。
※なお、受けられる人数には限りがございますので、予めご了承いただきます
ようお願いいたします。

≪大動脈波速度測定（血管年齢測定）について≫

京都ユニットセンター

０歳のお子さんから参加していただける絵本のよみきかせと、ミニマラカス作りの、
親子で楽しんでいただけるコーナーです。
親御さんには、現在も長浜市で継続中のエコチル調査へのご理解をいただけるよう、
パネル展示にてご案内させていただきます。

※�乳室あります

ちびっこひろば（一部有料）

＜整理券配布時間＞ 配布場所：命江館２階通路
①10：00～
②11：30～
③14：00～

消防はしご車や
起震車もくるよ！
【大講義室】
講演会

イオンディライト施設見学（無料）
※ちびっこひろば総合受付に集合してください。

光るメダカの観察（無料）
◆光るメダカの研究について説明します。

配布場所

☆場所：長浜バイオインキュベーションセンター内

※ちびっこひろば総合受付にて、各回先� 3０�。

【セミナー室】

1 回目：１０：３０～１１：００

２回目：１３：３０～１４：００

■お問い合わせ
ぜろじ

�定���活動法人 健康づくり０次クラブ
〒５２９－０３４１ 滋賀県長浜市湖北町速水１９１０
ホームページ：http://zeroji-club.com
e-mail：info@zeroji-club.com

※当日会場にてタイムスケジュール、会場レイアウト図を配布します。

TEL：０７４９－５０－３１９１
FAX：０７４９－５０－３１９３
健康づくり０次クラブ

検索

健康づくり０次クラブは、長浜市と京都大学大学院医学研究科が行う
『ながはま０次予防コホート事業』の取り組みをきっかけに、
「心と体の健康づくりの輪を広げる運動」を行う市民ボランティア団体
です。

