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                       NO.767：栃木県健康管理士会

                                      

1 オフィスの利用状況 

利用頻度 

まちぴあの「貸しオフィス」を週 2 回程度で利用している

他、他団体との協力事業を進めるために、ミーティングルー

ムを主に利用しています。 

オフィスでの業務内容 

事務処理：企画立案、計画案などの書類的なもの。 

同時に書類等の収納など。 

あまり頻繁ではありませんが、ミーティングに使用 

オフィス利用の効果 

及び感想 

「まちぴあ」を拠点とした事で、宇都宮市内のイベント、各

生涯学習センターからの事業及び講演依頼が、多くなってき

ています。 

依頼された生涯学習センターは北生涯学習センター、西生涯

学習センター、河内生涯学習センター、姿川地区生涯学習セ

ンターなど多地域に及んでいる。 

また、地域の自治会、老人会等の健康相談、健康セミナーが

依頼されている。 

 

2 団体の活動状況 

平成 25年度の活動 

（まちぴあ内外を問わな

い） 

下記、事業実績を参照下さい。 

今後の事業展開 

他の団体とのコラボレーションの機会が多くなってきたことは喜ば

しい事である。 

（一社）ヘルスフードマイスター協会、（一社）地域サポーターダン

クの会、NPOメディカルまちなかカフェ。成年後見制度を研究して

いる「ぽぽら会」等との実績も重ねて行くことが重要である。 

今後は、小中学校の PTA、育成会の掘り起こしと共に、御幸が原地

区自治会連合会、明保地区自治会連合会等、市内全域の自治会との交

流の機会を増やし、今後の発展の機会を大いに増加させる 

まちづくり活動 

について 

健康をテーマに、地域の方々と交流機会を増やし、特に 
老人会等の人たちに健康意識を啓蒙し、医療の限界を 
知っていただくことに留意したいと考えています。 
 
特にまち作りに無関心な老若男女と交流の機会を増やして
いきたいと思います。 

 

 



平成 26 年度事業実績（Ｈ26･4～Ｈ27･3）前半期 

月 日 行事内容 主催＆場所＆担当者・講師 

4月１日 健康講話 ダイエット 福田宅（個人）               

４月３日 健康セミナー活性酸素 益子中央公民館              

4月７日 市役所 宇都宮中央市場の聞き取り サロン ド ナチュレ            

４月８日 腸細菌の話 トータルヘルス倶楽部 BEバランス                 

４月１７日 寿会健康セミナー（食品添加物） 上野町南自治会             

４月２２日 マロニエヘルスクラブ 健康セミナー タバコの害 鹿沼情報センター            

４月２７日 メディカルがんカフェ 下野ニュースカフェ           

５月６日 寿会健康セミナー 100歳まで元気に生きるコツ 上野町南自治会             

５月１１日 栃木県健康管理士会 総会 ぽぽら           会員多数参加 

５月１２日 宇都宮市保健福祉課 聞き取り  宇都宮市役所  まちぴあ 

５月１５日 益子健康セミナー 食品添加物 益子中央公民館             

５月１８日 フェスタマイ宇都宮（健康管理士会出展） 宇都宮城址公園    会員多数参加 

５月２０日 マロニエヘルス倶楽部 鹿沼市民情報センター       

５月２２日 ヘルスフードマイスター協会 講師 とちぎ福祉プラザ         ・ 

５月２５日 メディカルがんカフェ 下野ニュースカフェ         

６月 ９日 食生活改善推進員 宇都宮市保健所３階会議室     

６月１２日 寿会健康セミナー タバコの恐怖 上野町南自治会            

６月１９日 西生涯学習センター・コーディネータ打合せ まちぴあ 

６月２４日 マロニエヘルスクラブ 健康セミナー 漢方について  鹿沼市民情報センター        

６月２９日 メディカルがんカフェ 下野ニュースカフェ         

６月３０日 県庁健康増進課 県庁                   

７月 ８日 トータルヘルス倶楽部 BEバランス               

７月１０日 寿会健康セミナー 糖尿病死の四重奏 上野町南自治会           

７月２２日 河内生涯学習センター・ コーディネータ打合せ まちぴあ 

７月２３日 メディカルがんカフェ第３回 ファシリテータ 下野ニュースカフェ         

７月２９日 マロニエヘルスクラブ 健康セミナー 鹿沼市民情報センター       

８月 ９日 野菜ソムリエ研修 コンセーレ               

８月２１日 寿会健康セミナー コレステロール 上野町南自治会           

８月２１日 マロニエヘルスクラブ 健康セミナー コレステロール 鹿沼市民情報―センター     

８月２６日 シルバーいきいき塾 １００歳まで生きるコツ 栃木市大平隣保館         

８月２８日 生涯学習コーディネータスキルアップ研修会 中央生涯学習センター       

８月３１日 ヘルスフードマイスター 講演 野菜など とちぎ福祉プラザ           

９月 ２日 大平隣保館健康セミナー 食品添加物 栃木市大平隣保館          

９月 ６日 北生涯学習センター 薬用植物                       

９月１１日 寿会健康セミナー ひげおやじの養生訓 上野町南自治会           

９月１５日 まちぴあ祭り 打合せ まちぴあ                

９月２５日 マロニエヘルスクラブ 健康セミナー 鹿沼情報市民センター       

９月２７日 ヘルスフードマイスター養成講座 食品添加物 パルティ                

 



平成 26 年度事業実績（Ｈ26･4～Ｈ27･3）後半期 ① 

月 日 行事内容 主催＆場所＆担当者・講師 

１０月１日 健康講話 高齢者の介護術 宇・西生涯学習センター主催            

１０月２日 レベルアップ講座 宇都宮中央生涯センター              

１０月４日 マイスター講座② パルティ           

１０月７日 栃木市セミナー 老化物質の正体 栃木市大平隣保館主催      

１０月８日 事業計画会議 まちぴあ           

１０月１０日 成人病予防の為の一般料理講座 パルティ           

１０月９日 老人会・寿会健康セミナー 上野町南集会所           

１０月１４日 ストレッチ講座 栃木市大平隣保館主催          

１０月１８日 学校給食委員会 御幸ケ原小学校           

１０月１９日 まちぴあ祭り 宇都宮市まちづくりセンター 多数参加 

１０月２１日 栃木市セミナー 風邪は４段階で引いていく 栃木市大平隣保館主催               

１０月２６日 大谷石とモダニズム建築 宇都宮美術館           

１０月２７日 健康セミナー打ち合わせ会議 まちぴあ 

１０月２８日 鹿沼健康セミナー マロニエヘルス倶楽部 鹿沼市民情報センタ 

１０月２８日 鹿沼健康セミナー マロニエヘルス倶楽部 鹿沼市民情報センタ 

１１月１日 連合自治会 御幸ケ原コミセン       

１１月４日 栃木市セミナー 糖尿病は合併症が怖い 栃木市大平隣保館主催  

１１月７日 和食文化打ち合わせ会議 まちぴあ          

１１月７日 中央生涯学習センター打合せ 宇都宮中央生涯センター 

１１月９日 地域協議会 全市アンケート情報交換  御幸ケ原コミセン        

１１月１１日 ストレッチ講座 栃木市大平隣保館主催        

１１月１２日 MOA健康セミナー パルティ                 

１１月１４日 小泉武夫 講演会受講 発酵食品について 宇都宮中央生涯センター              

 マイスター講座打ち合わせ まちぴあ           

１１月２０日 寿会健康セミナー  がん予防について 上野町南集会所 

１１月２３日 マイスター養成講座 脂肪酸について パルティ                         

１１月２５日 鹿沼健康セミナー マロニエヘルス倶楽部 鹿沼市民情報センター 

１１月２７日 市民大学プレゼン 宇都宮中央生涯センター             

１１月２９日 砂長びんちゃん「DXな日々」 帝京大学宇都宮キャンバス           

 マイスター養成講座打ち合わせ会議 まちぴあ   

１２月 １日 シルバーいきいき塾 １００歳まで生きるコツ 河内生涯学習センター主催       

１２月 ２日 栃木市セミナー 「脂肪の取り方教えます」 栃木市大平隣保館主催    

１２月 ４日 NPO会計講座 ぽぽら          

１２月 ９日 まちぴあ役員会 まちぴあ          

１２月１０日 まちぴあ大掃除                     

１２月１３日 競輪場視察 鹿沼大学          

１２月１５日 まちぴあ祭り 打合せ まちぴあ                

１２月１６日 マロニエヘルスクラブ 「脂肪の取り方教えます」 鹿沼情報市民センター       



平成２６年度事業実績（Ｈ26･4～Ｈ27･3）後半期 ② 

１２月１７日 まちぴあ忘年会 笑笑              

   

月 日 行事内容 主催＆場所＆担当者・講師 

１２月１２日 一汁三菜（和食）講座 宇都宮・明治屋           

１２月２０日 レベルアップ講座 寿会忘年会 上野町南集会所              

１２月２１日 マイスター講座⑥ パルティ           

   

１月７日 コーディネーター会議 まちぴあ           

１月 ８日 老人会・寿会健康セミナー「酵素の働き」  上野町南集会所                   

１月 ９日 まちぴあ会議 まちぴあ       

１月１３日 コーディネーター会議 宇都宮中央生涯センター         

１月１４日 PPT講座（会員向け） ぽぽら          

１月１６日 民生児童委員会 みゆきコミセン 

１月１７日 MOA渡辺氏 打ち合わせ まちぴあ               

１月１８日 マイスター講座 パルティ           

１月１９日 まちぴあ打ち合わせ会議 まちぴあ 

１月２１日 まちぴあ交流会 まちぴあ 

１月２２日 マスコミ各社へ訪問 とちテレ・CRT・NHK 下野・朝日・毎日・読売新聞 

１月２６日 マイスター打ち合わせ会議 まちぴあ       

１月２８日 コーディねーたー打ち合わせ まちぴあ  

１月３１日 マイスター講座 パルテイ         

   

２月１日 在宅緩和ケア研修会  済生会病院        

２月２日 情報モラル研修会 宇都宮市役所        

２月７日 マイスター養成講座⑨ パルティ                 

２月９日 立伏健康セミナー 「薬の副作用」 グリーンタウン自治会会館主催   

２月１２日 寿会健康セミナー「薬の副作用」 上野町南集会所           

２月２０日 寿会健康セミナー  がん予防について 上野町南集会所 

２月１８日 企業と NPOマッチング会 県庁４階講堂                         

２月２０日 成年後見制度イベント 社協主催 管理士会協力 とちぎ福祉プラザ 

２月２１日 マイスター養成講座⑩ パルティ     

２月２３日 マイスター打ち合わせ まちぴあ           

 マイスター養成講座事務処理 まちぴあ   

２月２４日 鹿沼セミナー マロニエヘルス倶楽部 薬の副作用 鹿沼市民情報センター       

   

 


