
第24回 
健康生きがいづくりアドバイザー全国大会  

in みよし市(愛知県） 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

     きらり輝く ひととまち  
 元気なアドバイザーの出番です 



大会会場の東海学園大学は、
三好ヶ丘駅より徒歩15分の
小高い丘の上にあります。 

名鉄線三好ヶ丘駅 







受付を担当される 
愛知県、静岡県、三重県各健生協議会の方々 





主催者挨拶 

大谷 源一 
一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

  常務理事  

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 in みよし市 







実行委員長挨拶 

        藤枝 静次    

  愛知県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

             会 長  

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 







基調講演 
  「超高齢社会の展望と 

健康生きがいづくりアドバイザーの使命 」 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

辻 哲 夫  
一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

理事長  

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 













特別講演 

  「日本健康会議2016」 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

        渡辺 俊介  
国際医療福祉大学大学院教授 

東京女子医科大学客員教授、元日本経済新聞論説委員、
日本健康会議事務局長 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

















新高齢社会の向三軒両隣 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

境  幹 夫 
ＡＤ拡大推進会議  議長 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

講演を受けて 







昼食休憩 
～1時間～ 

 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 



一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

司会進行 吉田 隆幸 
ＡＤ拡大推進会議 副委員長  

シンポジウム第１部 

｢全国6ブロック代表者報告」   

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 





①AD拡大推進プロジェクト 

財団・AD・協議会の活性化計画 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

吉田 隆幸 
ＡＤ拡大推進会議 副委員長  

シンポジウム第１部   

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 







一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

司会進行 吉田 隆幸 
ＡＤ拡大推進会議 副委員長  

シンポジウム第１部 

｢全国6ブロック代表者報告」   

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 





北海道・東北ブロック 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

磯  竹 栄 
ＡＤ拡大推進会議北海道・東北ブロック担当 

 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第１部 
②全国６ブロック代表者報告  







関東・首都圏ブロック 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

境  幹夫 
ＡＤ拡大推進会議関東・首都圏ブロック担当 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第１部 
②全国６ブロック代表者報告 





 



中部ブロック 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

藤田 秋夫 
静岡県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

会 長 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第１部 
②全国６ブロック代表者報告 







北信越ブロック 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

辻  哲 次 
富山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

会 長 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第１部 
②全国６ブロック代表者報告 







近畿ブロック 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

市野 弘 
和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

会 長 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第１部 
②全国６ブロック代表者報告 







中国・四国・九州ブロック 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

栗尾 銭二郎 
徳島県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

会 長 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第１部 
②全国６ブロック代表者報告 







③ディスカッション 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

司会進行 吉田 隆幸 
ＡＤ拡大推進会議 副委員長  

シンポジウム第１部   



6ブロック発表後、会場から質問、コメントを受けた 



熊本県から参加された地震被災者 

安藤實奈子様から全国の健康生き
がいづくりアドバイザーの方々へ
の熊本地震被災者支援金のお礼の 
挨拶と地震に備えてのアドバイス 



熊本県在住アドバイザー安藤實奈子 様 



フレイル予防プロジェクト 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

松浦 隆志、藤田 宏次 
ＡＤ拡大推進会議フレイル予防プロジェクト担当 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第１部 
③プロジェクトの報告 









音楽による介護予防プロジェクト 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

國尾 慈照 
日本音楽健康協会 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第１部 
④プロジェクトの報告 











休憩 
～15分間～ 

 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 



全国協議会・代表の活動事例報告 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第２部   

司会進行 市野 弘 
和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

会 長 







事例報告 
（健康分野） 

ディスコン活動 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

 宮武 正浩 
NPO法人生きがい大阪（大阪府）   

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 







事例報告 
（健康分野） 

多様な健康への取組 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

江口 郁子 
長岡健康生きがい創生ネットワーク（新潟県）   

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 







事例報告 
（社会参加） 

100歳大学 
（新高齢社会のセカンドライフ） 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

 宮川 俊夫 
一般社団法人 滋賀県健康生きがいづくり協議会

（滋賀県） 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 







事例報告 
（社会参加） 

  生きがい就労講座 
（かわさき市民アカデミー講座への企画提案） 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

   小川 文男 
一般社団法人 神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

（神奈川県） 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 







事例報告 
（地域・家族） 

シニアと地域活動団体とのマッチング 

「健康・生きがいフェスタ」 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

松田 誠一 
健康生きがいづくり品川協議会（東京都） 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 







事例報告 
（地域・家族） 

  京都SKYシニア大学 
（健康・生きがい講座企画・運営） 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

武藤 二郎 
健生ネットワーク京都（京都府） 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 







事例報告 
（経 済） 

  ADマーケット 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

 宮川 俊夫 
一般社団法人 滋賀県健康生きがいづくり協議会 

(滋賀県） 







事例報告 
（経 済） 

   若狭ものづくり美学舎活動 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

 NPO法人若狭美＆Bネット（福井県） 







②ディスカッション 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

シンポジウム第２部   

司会進行 市野 弘 
和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

会 長 





 







総 評 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

國松 善次  
一般財団法人 健康・生きがい開発財団 理事  







閉会挨拶 

一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

第２４回 健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 inみよし市 

藤村 宣之  
一般財団法人 健康・生きがい開発財団 

事務局長 





第25回ＡＤ全国大会（2017年10月、東京）
で再会をいたしましょう！！ 



第24回健康生きがいづくりアドバイザー全国大会 
の概要  

日   時：2016年11月13日（日）10：00～18：00 

場   所：東海学園大学三好キャンパス（愛知県みよし市） 

参加者数：98名（講師、事務局も含む） 

運営協力：AD拡大推進会議メンバー 

       愛知県健康生きがいづくりアドバイザー協議会、   

       静岡県健康生きがいづくりアドバイザー協議会、   

       健康生きがいづくり三重県の会の皆様 

写真撮影：若原功AD（健生しずおか） 

        磯竹栄AD(財団、NPO法人ときめきライフ埼玉） 

        大熊謙治（財団、（社）神奈川健生） 

編集構成：大熊謙治（財団）  

 


