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★31 回目を迎える今年のテーマは「令和から みんなでつなごう 健康志向」。健康に

ついての疑問に専門医が答える「ドクターなんでも相談」、スポーツ吹矢体験、血

液型判定や内臓脂肪測定のブースなどが設置される。屋外ではマッサージ体験や軽

食、手作り品などの模擬店（有料）や薬の相談コーナー、薬草の展示や健康茶の試

飲など、さまざまな観点で楽しみながら健康について学ぶことができる。 

 

★今年は西日本で初めての開催となる、プロレスによるＡＥＤの実演会が開催される。

プロレスを通じて医療をより身近に感じてもらうため、リングの上でレスラーが行

う医療講習やＡＥＤの使い方を実演する。また、メディカルプロレス代表の浅井富

成医師、マーベラスプロレス代表の長与千種さん、歌手のあべ静江さんのトークシ

ョーやあべ静江さんの歌謡ミニコンサートも開催する。 

 

★同フェスティバルは平成 24年に設立した市内 14の関係団体で構成する「健康医療

都市ひらかたコンソーシアム」連携事業の一つ。健康医療と福祉に対する意識の

高揚を図り、市民自ら健康づくりを実践する機運を高めることを目的に、枚

方市医師会・歯科医師会・薬剤師会と社会福祉協議会、枚方市で構成する実行委員

会が主催で平成元年から毎年開催している。昨年は台風により中止となった。 

 

★事前申し込みが必要なイベントは「あべ静江さんと長与千種さんとＡＥＤマンのプ

ロレスによるＡＥＤの実演会」「スポーツ吹矢」「ドクターなんでも健康相談」。詳

細はチラシ参照。 

 

★当日は生後４カ月から未就学児の保育を受け付ける（人数に限りあり）。また、「プ

ロレスによるＡＥＤの実演会」と「スポーツ吹矢」の保育は 10 月 1 日（火）から

事前申込を開始する（人数に限りあり）。 

西日本初！プロレスでＡＥＤ実演 
10月 27日（日）に健康・医療・福祉フェスティバル 

令和元年（2019年）９月 30日 

市は 10 月 27 日（日）午前 10 時～午後３時 30 分、健康について楽しみ

ながら考えてもらうイベント「第 31 回健康・医療・福祉フェスティバル」

をラポールひらかた（新町２－１－35）で開催する。 

午後２時 30分からはメセナひらかた会館で、歌手のあべ静江さんとマーベラス

プロレス代表の長与千種さん、ＡＥＤマンの「プロレスによるＡＥＤの実演会」

を開催する。プロレスの試合中にレスラーが倒れ、ＡＥＤを使用するなどの演出

を交えながら使い方を実演する。この取り組みは西日本初。また、長与千種さん・

あべ静江さんらのトークショーや、あべ静江さんの歌謡ミニコンサートも行う。 
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＜枚方市へのお問い合わせ＞ 

健康部 健康総務課 ☎：072-841-1319 FAX：072-841-2470 

▲プロレスによるＡＥＤマンのＡＥＤ実演 

▲メディカルプロレス代表 

浅井富成医師 

 

▲歌手 

あべ静江さん 

 

▲マーベラスプロレス代表 

長与千種さん 

 



令和から　みんなでつなごう　健康志向

膳31餌

枚方市健康・医療・福祉フェスティバル実行委員会（枚方市医師会・枚方市歯科医師会・枚方市薬剤師会・枚方市社会福祉協議会・枚方市）枚方市健康・医療・福祉フェスティバル実行委員会（枚方市医師会・枚方市歯科医師会・枚方市薬剤師会・枚方市社会福祉協議会・枚方市）

隣接地工事中のため、駐車場はございません。
ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

10月27日10月27日令和元年
（2019年）
令和元年
（2019年） 日

主催
枚方市教育委員会枚方市教育委員会後援

枚方市健康・医療・福祉フェスティバル実行委員会事務局（枚方市健康総務課内）　TEL：072-841-1319　FAX：072-841-2470お問い合わせ

ラポールひらかた会 場

ラポールひらかた
４階大研修室会 場 メセナひらかた会館会 場

10：00～15：30

14：30～16：30

保護者の方が催しに参加されている間、お子様を
お預かりします。（生後４ヵ月から未就学児対象）

ただし人数に限りがあります。
※詳細につきましては、３階保育室受付までお尋ねください。 ※色は選ぶことができませんので、あらかじめご了承ください。

キャンバス
トートバッグ

フルーツメモフルーツメモ

キャンバス
トートバッグ

洋なし

レモン

りんご

ライトブルー ワインレッド ミッドナイトブルー
※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

マスコットキャラクターマスコットキャラクター
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健康医療都市ひらかたコンソーシアム連携事業健康医療都市ひらかたコンソーシアム連携事業

入場無料
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スタンプラリー参加者には記念品をプレゼント！スタンプラリー参加者には記念品をプレゼント！

アンケートにご協力いただいた方には景品をプレゼント！アンケートにご協力いただいた方には景品をプレゼント！

●AEDマンの心肺蘇生講習
●メディカルプロレス＆トークショー
●歌謡ミニコンサート＆チアダンス

出　演 メディカルプロレス代表
浅井 富成医師 ほか

チアダンス
N☆JEWEL

マーベラスプロレス代表
長与 千種さん

マーベラスプロレス所属
彩羽 匠さん

歌手
あべ 静江さん

“プロレスによるＡＥＤの実演会”“プロレスによるＡＥＤの実演会”
あべ静江さんと長与千種さんとＡＥＤマンのあべ静江さんと長与千種さんとＡＥＤマンの

10月1日（火）9：00より電話・FAX・市ホームページの応募フォームにて
事務局（枚方市健康総務課）へ
※電話での申込については、平日9:00～17:30まで
※手話通訳・保育あり（保育は人数に限りがあります）

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000006892.html

申込
方法

枚方市新町2丁目1番35号
枚方市駅北口徒歩３分 

枚方市新町2丁目1番5号
枚方市駅北口徒歩５分

メセナひらかた会館

ラポールひらかた

ア ク セ ス マ ッ プ

関西医大病院前

枚方市役所前

かささぎ橋

枚方T-SITE
イオン枚方店

関西医科大学
附属病院

淀川

天野川

枚方市役所

枚方警察署
京阪本線

●
●

●

●

●

枚
方
市
駅

ラポールひらかた
メセナひらかた会館

ラポール枚方前

※数に限りがあります。※数に限りがあります。

心臓疾患による突然死は、皆さんで防げます！心臓疾患による突然死は、皆さんで防げます！

メディカルプロレスは、プロレスを通じ「医療」をより身近に感
じ、そして知ってもらうというコンセプトのもと、プロレスだけ
でなく、レスラーやキャラクターによる医療講習など、多くの場
で医療普及を目指す活動を行っているプロレス団体です。

メディカルプロレスは、プロレスを通じ「医療」をより身近に感
じ、そして知ってもらうというコンセプトのもと、プロレスだけ
でなく、レスラーやキャラクターによる医療講習など、多くの場
で医療普及を目指す活動を行っているプロレス団体です。

あべ静江さんと長与千種さんとＡＥＤマンの“プロレスによるＡＥＤの実演会”出演者紹介あべ静江さんと長与千種さんとＡＥＤマンの“プロレスによるＡＥＤの実演会”出演者紹介

メディカルプロレスメディカルプロレス

日本医師会発行「心肺蘇生法」より引用

先着
230名

要事前申込

握手会＆
サイン会
あり！

市ホームページ

14：30～15：30

講　師 （一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会
時　間 14：30～15：30（受付14：00～14：30）
定　員 60名（定員を超える場合は抽選）

体験型講座  スポーツ吹矢体験型講座  スポーツ吹矢

申込
方法

要事前
申込

●血液型判定　●血糖値測定　●視力検査　●脳年齢チェック
●フッ素塗布　●血管年齢測定　●こども薬剤師体験など…

いろいろ体験コーナーいろいろ体験コーナー

洗剤が要らないエコスポンジ洗剤が要らないエコスポンジ

ブルー オレンジ グリーン

ඹдễẲỂờ
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毎月第二日曜日に枚方市川原町で
開催される「五六呑道～ゴロクノミ
チ～」においてプロレスを開催。得
意技は、ひらかたカッター、ダイビ
ングボディプレス。

メディカルプロレス代表

浅井 富成 医師
マーベラスプロレス代表

長与 千種 さん

枚方市民プロレスラー
娯楽格闘技ISHIDO 

田中 祐樹選手

Ｎ☆ＪＥＷＥＬ

AEDマンAEDマン
あなたの勇気で命が
吹き返す！いざという
時のためにＡＥＤの
使い方を学びましょう

あなたの勇気で命が
吹き返す！いざという
時のためにＡＥＤの
使い方を学びましょう

トゥースブラッシャートゥースブラッシャー
80歳で
20本歯を
残しましょう

80歳で
20本歯を
残しましょう

ファーマンファーマン

薬は残さず
飲みましょう
薬は残さず
飲みましょう

╅┫┻ー╋ー╄╅┫┻ー╋ー╄

心臓のことなら
何でもお任せ、生粋の
健康普及レスラー

心臓のことなら
何でもお任せ、生粋の
健康普及レスラー

※数に限りがあります。 ※種類・色は選ぶことができませんので、あらかじめご了承ください。

電話、FAXもしくはメール(QRコードより）にて。
申し込み期間 ： 10月1日（火）から10月17日（木）まで
申し込み先 ： 公益財団法人枚方体育協会
電話 ： 072-898-0200　FAX ： 072-898-0201
※電話での申し込みは、金曜日を除く９時～17時まで

友情出演友情出演

特別出演特別出演

マーベラスプロレス所属
（司会進行）

彩羽 匠 さん

※手話通訳・保育あり（保育は人数に限りがあります）



●模擬店（軽食・飲み物・手作り品等） 　　　　
●マッサージ体験など

●協会けんぽのコーナー（血管年齢測定・健康相談）

●ボランティア活動に関する情報提供・相談コーナー

●ボランティアによるゲームコーナー　●視力測定

●特定健診　●生活習慣病予防啓発　●脳年齢チェック

●ひらポカードPR、登録受付

●図書館市駅前サービススポットで関連図書展示・貸出

屋外
●オープニングセレモニー　9:45 ～ 10:00　●８０２０達成者表彰　10:15 ～ 11:45
●福祉図書コーナー（福祉関係図書・ビデオの貸出・閲覧、並びに福祉に関する情報提供や相談）
●聴力測定　●こども薬剤師体験、高齢者体験 等
●自分の薬を知る（おくすり相談コーナー）　●自分のからだを知る（ヘモグロビン推定値 等）
●医薬品の適正使用・薬物乱用防止啓発
●自然の恵みでいきいきライフ（薬草の展示と健康茶の試飲等）
●歯科医師会 各種検査コーナー

●健康相談「お口の何でも相談」
●障害者歯科への取り組みや在宅事業の周知・啓発ポスターの掲出と資料配布
●歯科高度医療技術コーナー（インプラントなどの高度医療の説明・展示）
●体験型講座「スポーツ吹矢」　●薬物乱用防止劇「ロボロボラボ」13:00 ～ 13:30

4 階

1階

●ヘルスメイトのコーナー 

●歯の検診・ブラッシング指導コーナー・
　口腔清掃用具の展示・説明

●フッ素体験コーナー（フッ素の効果説明・塗布体験）

●手作りおもちゃ体験コーナー

2 階

●在宅医療の実際・訪問看護ステーション等の啓発パネルの掲出と資料提供

●生体検査体験（内臓脂肪測定・眼圧測定）10：00～ 12：00

●ドクターなんでも健康相談

●笑って介護予防

●ABO血液型判定・血糖値測定

●からだとお口の健康クイズ

　第２次枚方市健康増進計画の推進のコーナー
　・適正体重を知ろう
　  （食生活のポイント、おすすめ運動習慣）

　・大腸がんクイズ

　枚方市歯科口腔保健計画の推進のコーナー
　・8020運動、噛ミング30を知ろう
　・災害時の歯科保健を紹介

3 階

①パネル展示・説明　１0：００～１5：3０
「血液サラサラで脳を活性化」
食事に主食・主菜・副菜をそろえることが、血
液サラサラの状態を保ち脳の活性化にもつ
ながる。

②ミルクごんぼ汁の試食　１１：００～１３：００
　※１０：３０から整理券配布（先着５００食）

③人形劇　１４：００～１４：３０　
　「缶ちゃんがんばれ」

ヘルスメイトコーナーヘルスメイトコーナー

タッチパネルを押しながら、ゲーム感
覚で脳の機能年齢をチェック。結果は
プリントに打ち出される。

脳年齢チェック脳年齢チェック

１０：００～１５：００

10月1日（火）9：00～１０月２３日（水）
17：30までに電話またはFAXで、「ドク
ターなんでも健康相談」を明記の上、氏
名・年齢・住所・電話番号・相談内容を書い
て下記宛先へお申込ください。
※空きがあれば当日申込可

あなたの健康についての疑問に
専門のお医者さんがお答えします。

ドクターなんでも健康相談ドクターなんでも健康相談

【時間】

【申込】

枚方市健康総務課
TEL ： ０７２－８４１－１３１９
FAX ： ０７２－８４１－２４７０

【宛先】

膳31餌 紛斌今響鶏・π役・販魂ち╇‒い╃しら膳31餌 紛斌今響鶏・π役・販魂ち╇‒い╃しら

ラポールひらかた会 場
有料

あべ静江さんと長与千種さんとＡＥＤマンのあべ静江さんと長与千種さんとＡＥＤマンの
“プロレスによるAEDの実演会”“プロレスによるAEDの実演会”

要事前申込

先着25人

ＡＥＤマンをはじめとする「メディカ
ルプロレス」のみなさんがプロレス
を通してＡＥＤの使い方を実演しま
す。その他、メディカルプロレス代表
の浅井富成医師と歌手のあべ静江
さんのトークショーや歌謡ミニコン
サートもあり、ＡＥＤについてたくさ
ん学べること間違いなし！

ＡＥＤマンをはじめとする「メディカ
ルプロレス」のみなさんがプロレス
を通してＡＥＤの使い方を実演しま
す。その他、メディカルプロレス代表
の浅井富成医師と歌手のあべ静江
さんのトークショーや歌謡ミニコン
サートもあり、ＡＥＤについてたくさ
ん学べること間違いなし！

少しの息でも矢を飛ばせるので、子供から高齢者まで、性別や障害の
有無に関わらず気軽にゲーム感覚で楽しめます。呼吸や姿勢を意識
するので健康増進につながり、集中力も高められます。的に当たった
ときの快感をぜひお楽しみください。

少しの息でも矢を飛ばせるので、子供から高齢者まで、性別や障害の
有無に関わらず気軽にゲーム感覚で楽しめます。呼吸や姿勢を意識
するので健康増進につながり、集中力も高められます。的に当たった
ときの快感をぜひお楽しみください。

※参加者全員分の氏名、年齢、性別、電話番号、「体験型講座参加希望」を明記
し、保育・手話通訳ご希望の場合はその旨（保育はお子様の氏名、年齢、性別）
をご記入のうえお申し込みください。

※参加者全員分の氏名、年齢、性別、電話番号、「体験型講座参加希望」を明記
し、保育・手話通訳ご希望の場合はその旨（保育はお子様の氏名、年齢、性別）
をご記入のうえお申し込みください。

メセナひらかた会館会 場
２階 多目的ホール２階 多目的ホール

ラポールひらかた会 場
４階 大研修室４階 大研修室

事務局（枚方市健康総務課）
電話：072-841-1319（直通）　ＦＡＸ：072-841-2470

公益財団法人 枚方体育協会 
電話：072-898-0200　FAX：072-898-0201

要事前申込 先着 230名

①位相差顕微鏡
　顕微鏡によるプラーク内
　細菌の観察

②唾液緩衝能テスト
　唾液を調べて虫歯の
　なりやすさチェック

③口腔内カメラ
　口の中をカメラで撮影し
　モニターでチェック

歯科医師会 各種検査コーナー歯科医師会 各種検査コーナー

み
ん
な
来
て
ね
！

体験型講座  スポーツ吹矢体験型講座  スポーツ吹矢

公益財団法人枚方体育協会 
メールフォーム：http://www.hirakata-taikyo.org/

10月1日（火）から10月17日（木）まで

電話、FAX、メールのいずれか
※電話での申し込みは、金曜日を除く9時～17時まで。

14：30～15：30（受付14：00～14：30）

 ラポールひらかた　４階 大研修室

60名（定員を超える場合は抽選）

（一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会

時間

場所

14：30～16：30（開場13：30）時間

出演

申し込み期間

申込方法
10月1日（火）9:00より電話・ＦＡＸ・市ホーム
ページの応募フォームのいずれかの方法で、氏
名、住所、電話番号、手話通訳・保育希望の場合
はその旨（保育はお子様の氏名・年齢・性別）を
ご記入の上、事務局へ申込。

10月1日（火）9:00より電話・ＦＡＸ・市ホーム
ページの応募フォームのいずれかの方法で、氏
名、住所、電話番号、手話通訳・保育希望の場合
はその旨（保育はお子様の氏名・年齢・性別）を
ご記入の上、事務局へ申込。

※電話での申込については、平日9:00から17:30まで
※手話通訳・保育あり（保育は人数に限りがあります）
※市ホームページ
　https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000006892.html

申込方法

AEDマンによる心肺蘇生AEDマンによる心肺蘇生

定員

講師

応募先

※手話通訳・保育あり（保育は人数に限りがあります）

開催時間 午後１時30分～午後３時（90分）
当日、午後１時から開催場所で受付開始、先着25人

要事前
申込

メディカルプロレス代表
浅井 富成医師 ほか

チアダンス
N☆JEWEL

マーベラスプロレス代表
長与 千種さん
マーベラスプロレス所属
彩羽 匠さん

歌手
あべ 静江さん


