9.29 日

9：20〜15：30

入場無料

9：00〜開会式

主催：会津若松市環境フェスティバル実行委員会
共催：会津若松市

後 援：福島民報社、福島民友新聞社、㈱エフエム会津、福島県中小企業家同友会会津地区

連絡先：会津若松市環境生活課

☎0242‐39-1221

当日は、
駐車場として
ご利用いただけます。

北出丸

大熊町役場
出張所

コンビニ
武徳殿

県立博物館

P多目的広場
文化センター前

文化
センター

健康まつり

会場：文化センター

◎まちなか周遊バス（ハイカラさん、あかべぇ）
乗り降りの停留所は文化センター前（地図参照）

本、CD・DVDの
リレー

要らない本や
CD・DVDありませんか？
会場にお持ち下さい。

（「ふくしま健康長寿フェスティバル 2019in 会津若松」開会式と合同）

入場無料

会場：会津若松市文化センター
主催：会津若松市健康まつり実行委員会

連絡先：会津若松市健康増進課
☎0242‐39-1245
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地球にやさしい水素自動車を見よう！
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環境のこと、どのくらい知ってる？

！
さぁ！挑 戦してみよう

エコ品格度クイズ

今年の健康まつりは、ふくしま健康長寿フェスティバル2019in会津若松とタッグを組んだ!!
共催

笑顔で延ばそう
健康寿命

開会式 9.28

土 13：00〜

ふくしま健康長寿フェスティバル

2019in会津若松

９月２８日（土）２９日（日） 両日10：00〜15：30
主催：福島県

会場＼日程

共催：会津若松市、会津若松市健康まつり実行委員会

９月２８日（土）

文化センター：文化ホール

文化センター：展示スペース

９月２９日（日）

13：00〜 合同開会式
他にも

市毛良枝さん講演会

など

10：00〜15：00 介護予防に関するブース
（介護予防につながる体験や相談コーナー）

スマートシティＡｉＣＴ

それいけ！アンパンマン ショー
お笑い芸人ステージ
上村愛子さんトークショー
（元フリースタイルスキー・モーグル日本代表）など

10：00〜15：30 健康まつり！

からだのバランスチェック（からだを科学的に知ろう！）など
身体機能測定、健康料理教室

會津稽古堂

まちなか（塩蔵２９２４他）

だしカフェ、飲食店スタンプラリー（市内飲食店の健康メニューを楽しもう！

いろんな事をやるんだね！何から見る？どこから行く？

共催

ふくしま健康長寿フェスティバル 2019in会津若松

詳しくは、
「ふくしま健康長寿フェスティバル2019in会津若松」で検索！

など
など

ここにいきたいな

本券を切取って
バス乗車時にお渡し下さい。
対象路線・停留所が
限られておりますので、
ご注意下さい。

一日限り

◎まちなか周遊バス（ハイカラさん、あかべぇ）
◎停留所は文化センター前

無料乗車券

※令和元年9月29日(日)のみ有効
※このイベント来場のお客様のみ可

行き
ご利用人数内訳

大人
人

子供

29

人

※複数名でご利用いただけます。
ご利用人数をご記入下さい。

一日限り

対象路線・停留所が
限られておりますので、
ご注意下さい。

◎まちなか周遊バス（ハイカラさん、あかべぇ）
◎停留所は文化センター前

無料乗車券

※令和元年9月29日(日)のみ有効
※このイベント来場のお客様のみ可

帰り
ご利用人数内訳

大人
人

子供

人

※複数名でご利用いただけます。
ご利用人数をご記入下さい。

!!
市内各所で、イベント盛りだくさん！9月28日（土）〜29日（日）の２日間開催

無料乗車券

食欲の秋！ ミニソースカツ丼、豚汁、会津ソ

主なイベント

環境フェスタ・健康まつり
会場への往復にご利用ください。

地元
人気店
本格の味！飲食ブース

もったいない

早いもの勝ち！無料で持ち帰れます！

9.29

路線バス・まちなか周遊バス

会津初！水素を燃料とする燃料電池 手軽で
おいしい
自動車（FCV）がやってくる !!

循環させよう

読まなくなった本を会場にドーンと集め
ました！CD・DVDもあります。
みんなで循環させましょう！

日 10：00〜15：30

両会場で抽選コーナー設置！

会場：鶴ヶ城体育館

今年も環境フェスタ会場は楽しい企画がいっぱい !!

※週刊誌、パンフレット、有害図書、汚れている本などは
受け入れできません。 （会場コーナーで受付）

健康まつり

お楽しみ

P

鶴ヶ城
体育館

そのほか小説、歴史書、実用書なども読まなく
なった本がありましたら会場にお持ち下さい。

第35回

各コーナーをまわってスタンプをもらおう！
スタンプが集まったら抽選コーナーへ急げ！
ハズレ無しの賞品がいっぱい!! （お一人様1回限り）

？
豪華景品も当たる！
…ハズレなしだよ。

風雅堂

旧陸上競技場

鶴ケ城公園

マンガ、絵本、大歓迎！CD・DVDもOK!

自 然 も カ ラ ダ も 良 い 環 境 に す る 事 考 え よう 2 0 1 9

スタンプを集めて
ドキドキ 抽選!

P県立病院跡

税務署

環境・健康 スタンプラリー

無料乗車券のご利用は︑
令和元年9月 日
︵日︶右記停留所での乗り降り限定になります︒

会津若松市環境フェスタ 検 索

裁判所

恒例！
画
人気企

県立病院跡
多目的広場（旧陸上競技場）

宮泉酒造

あなたのエコ品格度は？
ど凡人︑凡人︑
一流エコ人！
みんなで挑戦！それぞれの
品格度に合わせて︑景品進呈！

引き継ごう！

会場：鶴ヶ城体育館

会場と交通・駐車場のご案内

歴史資料センター

環境フェスタ

手渡そう！

﹁美しい会津の自然﹂
﹁優しい会津の心﹂

第27回

環境フェスタ
会津若松市健康まつり 検 索

● アライアンス会津
● コスモエコパワー(株)
● 生活協同組合コープあいづ
● (有)トライアングル
● 会津オリンパス(株)
● 川崎重工業(株)

ご協賛ありがとうございました。順不同

健康まつり

みなさまを２つの会場でお待ちしております。

● 会津管工事協同組合
●（株）
リオン・
ドールコーポレーション
● 会津若松市浄化槽清掃維持管理協同組合
●（株）おくや
●（株）三義漆器店
●（株）ウォーターエージェンシー

うとほしく
ん
きゅ
ち

● 会津腎友会
● 会津ヤクルト販売（株）
● 大塚製薬（株）
●（公社）福島県鍼灸あん摩マッサージ指圧師会会津支部
● エコチル調査福島ユニットセンター

● ビタミン会津
● 会津短大サークル食べもののひみつ知り隊
●（株）会津ゼネラルHD
● 会津若松飲食業組合
● 会津若松市赤十字奉仕団
● サン・クロレラ販売（株）

9.29 日

9：20〜15：30

第27回

環境フェスタ

■ 展示
■ 展示・体験
■ バザー・その他

2
3
4
5
6
7
8
9

環境フェスタ出展団体の展示内容

(株)リオン・
ドールコーポレーション

18

○社内のエコ活動の紹介
環境の改善・資源のリサイクル活動を行っています！

荒川産業（株）

19

○食品残渣からの有機肥料について
○エコキャップと「世界の子どもにワクチンを」展示

アライアンス会津

20

○太陽光発電システムとセラミック塗料ＧＡＩＮＡの紹介

(株)南進測量

21

○測量機器およびドローンの展示

NPO法人福島県環境カウンセラー協会

22

○福島の自然の紹介と保護について
○省エネ相談も受付けてます！

会津若松市環境生活課

23

○力作！小・中学校の「環境壁新聞」学校版EMSの紹介
○市の環境保全の取組み ○「環境大賞」受賞者の活動紹介

会津若松市企画調整課

24

○ICTを活用した「スマートシティ会津若松」の取組み紹介
○ICTで生活の利便性向上、地域の産業を元気に！

会津若松市情報統計課

25

○ローカル情報交流アプリ「ペコミン」の紹介
○コミュニケーションサービス「あいべあ」の紹介

（株）中商

○いらなくなった古着・古布の回収
※汚れていない衣類、タオル類を中身の見える袋に入れ、お持ちください。

会津若松市下水道課

10 ○下水道の紹介

26
27

私たちの暮らしを守る下水道について楽しく学びましょう！

会津大学短期大学部
11 ○食品ロスってなんだろう！ ○食材の捨ててしまう部分も使ったオリジナルレシピの紹介

○おいしい緑茶とお茶がらを使ったお菓子を食べながら、一緒に考えてみよう！

会津若松ザベリオ学園中学校

12 ○SDGsの活動報告

28
29

ザベリオ学園で取り組んでいるSDGsの活動を紹介します！

全会津電気工事協同組合（若松支部）
・東北電力（株）会津若松支社

13 ○電気のある快適な暮らし（電気配線安全と省エネ相談，最新省エネ機器展示）
○よりそうｅねっと受付会，
マカプゥと記念写真撮影，
水車で発電してみよう！コーナーなど

福島県中小企業家同友会（会津地区）

30

14 ○各企業の環境経営取組みの紹介

31

あしたばの会
15 ○古布・残布・着物・帯でつくった作品展示

32

生活学校会津あおい
16 ○古着を活用したエプロンやかばん作り

33

会津管工事協同組合
17 ○一般住宅の配管劣化の様子 ○家庭でもできる節水

34

○もったいない市・チャリティーコーナー

○新聞・チラシを使ったスリッパ作り体験！
（もったいないの心を大切にしています！）

○折り紙で作る飾りの講習

○水てっぽうとスーパーボールすくいで遊ぼう！

リサイクル、
省エネにチャレンジ！

わくわく体験コーナー

第35回

健康まつり9 29

会場：鶴ヶ城体育館

9：00〜開会式

1

自然もカラダも
良い環 境にする事
考えよう2019

会場：文化センター

○うつくしま、エコ・リサイクル認定製品の展示
○認定製品を活用した体験コーナー

コスモエコパワー（株）

○風力発電のパネル展示
背あぶり山での風力発電事業を紹介します！

会津オリンパス（株）

1

2
3

4

○ダンボール工作（フォトフレーム作成）オリンパスのデジカメで写真を撮って、
飾り付けをしてフォトフレームを作ろう！ ○肥料配布 ○内視鏡操作もできるよ！

環境保全会議あいづ（ＥＣＡ）

○再生可能エネルギーで灯すイベントの試み！
（手作りＬＥＤ鎮魂玉展示）
○まちなか鳥害対策の仕方とレポート ◯あいづエコかるたミニ大会

サンフラワーの会

○地球と生命にやさしい手作り廃油せっけんを作り続けて27年、廃油せっけんで
しつこい油汚れもピカピカに！お肌の弱い方も安心してお使いいただけます！

（公社）福島県バス協会・会津乗合自動車（株）
○お絵描きバス
バスにお絵描き！会場内では塗り絵もやってるよ！

会津北嶺高等学校

○ミニチュア・ソーラーカー体験
○エコカー展示

福島県地球温暖化防止活動推進センター
○地球温暖化対策について学ぼう
○エコ運転のセルフチェック

タオル帽子会あいづ

○タオル帽子の紹介（がん患者さんのためにタオル帽子を病院へ寄付しています）
○タオル帽子の講習会開催(講習会：午前10時〜、午後1時〜)

川崎重工業（株）

○ごみ分別をアトラクションで学ぼう！
川崎重工のゆるキャラ「パーにゃん」も来るよ！是非ブースに遊びに来てね！

会津若松市区長会

○チャリティーバザー
（掘り出し物がたくさん！毎年、売上金を環境保全等のために寄付しています。）

会津若松商工会議所女性会

○今年もチャリティバザーを開催！
ステキな品物をたくさんご用意しております。お早めにお越しください。

会津若松市廃棄物対策課
○子育て支援品の無料提供！

環境フェスティバル実行委員会
○エコ品格度クイズ
○本のもったいないリレー 他

○日常生活上で身体的に困っていることの相談
（整形外科医、循環器内科医）
○一般的な健康問題に対しての相談対応

会津若松歯科医師会
○歯・口の健康相談

5

7
8
9
10

いろんなエコを学ぼう、知ろう、体験しよう！

ゴミの分別に親子で挑戦！
パーにゃんも待ってるよ！

各種団体展示コーナー

分別輪投げゲーム

ソーラーカー試乗／バスにお絵描きなど

屋外体験 キッズコーナー

福島県看護協会会津支部
○身長・体重測定 ○血圧測定 ○体脂肪測定 〇血管年齢測定
○骨密度測定 ○白衣着衣体験 ○アロマハンドマッサージ

会津薬剤師会

○薬と健康の相談 ○肺年齢測定 ○血糖値測定
○ヘモグロビンA１c測定 ○こども薬局（こども薬剤師体験）

福島県栄養士会会津支部

認知症の人と家族の会

15

○老人クラブ活動についてポスター展示、
行事のＤＶＤ放映、チラシ配布、体験コーナー
○来訪者への記念品配布

○認知症の正しい理解と簡易認知症チェック
○対話相談
○認知症カフェの活動紹介

14

○生活習慣病予防のためのバランス食見本展示、食品紹介
○体脂肪測定 ○栄養相談

会津地域助産師会

○母と子の健康相談 ○ボールプール ○つり堀 ○妊婦体験
○だっこ体験 ○子が親にハンドマッサージ ○ベビーマッサージ

福島県理学療法士会会津支部

○ロコモ度チェック
（立ち上がりテスト、2ステップテスト、ロコモ25）
○Inbodyでの体組成測定
○健康増進に関するアドバイス

16

○生活習慣病予防啓発ポスター展示
○レシピの配布
○バランスのとれた料理の展示 ○一目でわかる塩分・糖分展示

会津若松市保健委員会

○鶴ヶ城周辺ミニウォーキング ○参加者限定抽選会

福島県診療放射線技師会会津地区協議会

17
18

会津若松市健康増進課
○會津LEADの紹介

会津腎友会
○CKD（慢性腎臓病）の予防に関する展示

○鍼灸とマッサージ体験

福島県歯科技工士会会津支部

エコチル調査福島ユニットセンター

○歯科技工模型の展示 ○手型づくり体験
○ポスター写真の掲示 ○石膏人形展示

○エコチル調査のPR（活動内容の紹介、公表データのパネル展示、
資料の配布）
○手づくりおもちゃコーナー（子ども向け）

20

福島県医療ソーシャルワーカー協会会津方部
○医療、介護、施設についての相談

11 福島県歯科衛生士会会津支部

○歯みがき相談・体験 ○口腔体操

ビタミン会津
○紙芝居

こども薬局で薬剤師の
お仕事体験してみよう！

薬と健康の相談
（会津薬剤師会）

○クラフトバンドでカゴ手作り
○昔遊び（コマ、わりばし鉄砲）
○おもちゃ病院

21

楽しいイベント盛りだくさん！
体験・測定しながら自分に
合った健康法を見つけよう！

会津大学短期大学部サークル食べもののひみつ知り隊
○参加型食育クイズラリー
○展示、ポスター（「美（微）塩生活はじめよう！」、
「食事の基本形」、
「ベジファースト」）
○食べものビンゴ（午前１回、午後１回）

22

23

会津若松市赤十字奉仕団

○救命救急法デモンストレーション

今回は骨密度検査、血管年齢
測定できます！

まちの保健室

（福島県看護協会会津支部）
健康寿命を延ばすために
ロコモ度をチェック！

ロコモ度チェックと
体組成測定
（福島県理学療法士会会津支部）

○ポケット嗅覚識別テスト

19 福島県鍼灸あん摩マッサージ指圧師会会津支部

○パネル展示 ○クイズ ○放射線技師の業務紹介

地元で活躍する最新のエコ技術！ 【他の実行委員会団体】会津若松市一般廃棄物協業組合、会津若松市浄化槽清掃維持管理協同組合、
会津若松葵ライオンズクラブ、(有）介護福太郎、エクセルツリー（株）、
（株）ウォーターエージェンシー

環境技術情報コーナー

13

○歯周病の相談

会津若松市食生活改善推進協議会
6

○作業療法の活動紹介
○脳トレ・テスト
（脳年齢などについて理解、予防ができるように）
○健康な体作りができる手軽な体操を提供

12

会津若松市老人クラブ連合会

生活協同組合コープあいづ

○コープ環境委員会の取組み紹介（身近な環境の調査報告）
○エシカル消費対象コープ商品の紹介

福島県作業療法士会会津支部

会津若松医師会

(株)クレア住宅設計工房
福島県環境共生課

入場無料

健康まつりの出展団体、展示内容

郡山市環境政策課 ・ (株)エディソン

○超薄型遮熱材リフレティクスの紹介 ○100%天然素材の土壌活性
剤ヒューメイトの紹介 ○遮熱材でオリジナルペットボトルホルダー手作り無料体験

開会式 9.28 土 13：00〜

（
「ふくしま健康長寿フェスティバル 2019in 会津若松」
開会式と合同）

入場無料

○水素社会の実現と水素利活用普及促進の取組みを行っています。
○燃料電池自動車を展示します！環境に優しく、災害時も外部電源として使える燃料電池自動車を見にきてね！

日
.
10：00〜15：30

いざという時に備えて、救命救急法を
体験しておこう！

救命救急法デモン
ストレーション
（会津若松市赤十字奉仕団）

当日イベントに参加して
健民アプリのボーナス
ポイントをゲットしよう！

鶴ヶ城周辺 ミニウォーキング
日時：令和元年 9月29日
（日）10：00〜12:00
集合時間 : 9：30〜10：00 集合場所 : 文化センター正面入口

定員100名

（定員になり次第締切）

お楽しみ抽選会も
あるよ！

約6ｋｍのコースをゆっくり歩きます。

事前申込：市保健委員会事務局（☎39-1231）
※当日参加もできます。

（共催：鶴城・謹教地区保健委員会）

