会場

京成ホテル
ミラマーレ
6 階 ローズルーム
千葉市中央区本千葉町 15-1

☎043-222-2111
日時

11/11

高齢 者こそ肉を食べて栄 養 補 充、
英気を養い、口腔機能を維持して
健康長寿を目指しましょう！

10:00〜16:00

食 べ る 楽 し みを い つ ま で も

参加
無料

日本歯科医師会
PR キャラクター
よ坊さん

80 歳･ニクを食べて介護いらず

8029 を知ろう

いい歯の
イベント
2018

千葉県発 8029!

・ホテルのローストビーフを試食できます
・チーバくんとのコラボあり！8029 グッズをプレゼント !
・8029 について詳しく紹介 ! プロモーションビデオの上映

第 2 会場 10：00〜16：00

展

体験企画
・口臭測定
・お口の動きの健康度チェック！
・車椅子介助の体験とミニ講演
・年齢別の体力測定

んも
バく ！
ー
チ
よ！
くる

歯科技工士会

日程

千葉県口腔
保健大会
第 1 会場 13：30〜16：45

受付開始

14:00

表彰式

15:30

♪

相

談

「スマイルアップ！ちば体操」千葉県歯科衛生士会

県民公開講座（〜16:45）

「口腔保健をさらに向上するための
新しい国民運動の必要性」
【 講 師 】医師・医学博士

新開

省二先生

東京都健康長寿医療センター研究所 副所長

主催

千葉県・
（一社）千葉県歯科医師会

共催 （一社）千葉県歯科技工士会・
（一社）千葉県歯科衛生士会

千葉県口腔保健センター・
（一社）千葉県歯科医師会
〒261-0002

♪

・歯だけではない
・歯科医師による
口腔内の汚れチェック！
お口の健康相談

13:30

15:05

・図画ポスター作品
・災害時の対応
・移動歯科診療車（ビーバー号）に乗車！
・マウスガードの展示と動画上映

歯科衛生士会

・ミニ入れ歯の
製作実演と配布

千葉県 PR マスコットキャラクター
チーバくん

示

千葉県千葉市美浜区新港 32-17

TEL : 043-241-6471

FAX : 043-248-2977

http://www.cda.or.jp/

いい歯のイベント 2018・千葉県口腔保健大会
6 階受付へお越しください。事前申し込みは不要です。

会場のご案内
京成線千葉中央駅直結・JR 千葉駅徒歩約 8 分
〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1
T E L 043-222-2111（代表） FAX 043-222-3510
https://www.miramare.co.jp/

1 階駐車場にて
移動歯科診療車両「ビーバー号」に乗車できます
ちば県民いい歯とお口の健康ウィーク

郡市歯科医師会
イベント開催状況

我孫子市歯科医師会

10/7（日）

10:00〜15:00

健康フェアー

我孫子市 / アビィ・クゥオーレ（イトーヨーカ堂 3F）

問合せ：健康フェアー実行委員会
（健康づくり支援課）

☎04-7185-1126

千葉市歯科医師会
千葉市 / きぼーる

10:00〜16:00

問合せ☎043-242-2026

野田市歯科医師会

10/14（日） 野田健康づくりフェスティバル
野田市 / 野田市保健センター

10:00〜15:00

問合せ☎04-7125-1188

松戸歯科医師会
松戸市 / 松戸市民劇場

問合せ☎047-368-3553

印旛郡市歯科医師会

10:00〜

市原市 / ユニモちはら台

10:00〜15:00

問合せ：市原市保健センター

☎0436-23-1187

関宿健康づくりフェスティバル

10/28（日）

野田市 / 関宿保健センター

10:00〜15:00

問合せ☎04-7198-5011

成田市健康・福祉まつり

成田市 / 成田市保健福祉館

問合せ☎0476-27-5000

市民公開講座

10/28（日） 〜地域ではぐくむお口の健康〜

浦安市 / 市民プラザ Wave101
問合せ☎047-380-3666

14:00〜

旭市歯科医師会

旭市口腔がん検診

10/28（日）

旭市 / 飯岡保健センター

9:00 〜 12:30

問合せ：旭市健康管理課支援班

11/4（日）

9:30 〜 14:00

船橋市 / 鎌ケ谷市総合福祉保健センター
問合せ：鎌ケ谷市総合福祉保健センター

☎047-445-1141

健康フェア

11/11（日）

習志野市 / 習志野市役所１階

10:00〜15:00

問合せ☎047-453-5655

市民健康まつり

流山市 / 流山市総合運動公園
問合せ：流山市保健センター

旭市産業まつり

11/11（日）

旭市 / 海上コミュニティ運動公園

10:00〜14:00

問合せ：旭市産業まつり実行委員会

☎0479-68-1175

柏歯科医師会

第 2 回口腔がん検診

11/18（日）

柏市 / 柏地域医療連携センター研修室
問合せ：柏歯科医師会事務局

☎04-7147-6500

市川市歯科医師会

11/18（日）

秋は家族で歯科検診 2018

市川市 / 市川市保健センター

問合せ：市川市歯科医師会 口腔サポートセンター

☎047-332-0187

☎0479-57-3113

君津木更津歯科医師会

11/22（木）

袖ケ浦市口腔がん検診

ふなばし健康まつり

11/4（日）

船橋市 / 船橋市運動公園

10:00〜

問合せ：船橋市役所 すこやかプラン 21

☎047-436-2111

11/4（日）

平成 30 年度銚子市健康まつり

銚子市 / 銚子市保健福祉センター
すこやかまなびの城
問合せ☎0479-22-0006

http://www.cda.or.jp/

袖ケ浦市 / 袖ケ浦市保健センター
問合せ：袖ケ浦市市民健康部健康推進課

☎0438-62-2111

☎04-7154-0331

銚子市歯科医師会

かまがや福祉健康フェア

習志野市歯科医師会

旭市歯科医師会

野田市歯科医師会

船橋歯科医師会

船橋歯科医師会

10/21（日）

10/21（日）

流山市歯科医師会

市民公開講座

10/14（日）
10/20（土）
21（日）

いちはら健倖フェスタ IN ユニモ

浦安市歯科医師会

市民健康づくり大会

10/13（土）

市原市歯科医師会

香取匝瑳歯科医師会

19 回匝瑳市民公開講座
11/25（日） 第匝瑳市
/ 匝瑳市民ふれあいセンター

10:00 〜 12:00

問合せ：香取匝瑳歯科医師会事務局

☎0478-79-6570

野田市歯科医師会

12/2（日）

9:00〜13:00

口腔がん検診

野田市 / 野田市保健センター
問合せ☎04-7125-1188

