
「ME-BYOサミット神奈川 2017」について 

 

 

健康寿命の延伸に向け、県民一人ひとりが主体的に自己の健康の維持・増進に取り組み、ラ

イフスタイルを見直すなどの行動変革を促進するために、「未病」を見える化する指標等の構築

及びその活用などによる未病コンセプトの展開を図る国際シンポジウムや展示会などを実施し

た。 

 

１ 国際シンポジウム「ME-BYOサミット神奈川 2017 in 箱根」 (別紙１) 

(1) 開催日 

平成 29年 10月 20日(金)～21日(土) 

(2) 会場 

湯本富士屋ホテル（箱根町） 

(3) 内 容 

国内外から有識者を招聘し、個人の行動変容を促す「未病指標」のあり方や未病改善を

支える社会システムについて議論を行った。 

21日には、一般県民の方を対象に、国際シンポジウムと体験プログラム（箱根やすらぎ

の森「森のふれあい館」での森林セラピー）を各半日参加する未病改善体験ツアーを実施

し、21名が参加した。 

また、ＷＨＯが推進する、高齢者に優しい地域づくりに取り組む自治体等の国際的なネ

ットワークである「エイジフレンドリーシティ」に県内の19市町が県の働きかけにより参

加し、国際シンポジウム「ＭＥ－ＢＹＯサミット神奈川2017 in 箱根」においてＷＨＯか

ら各市町に参加承認証明書が交付された。 

【参加市町】 

横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、大和市、藤沢市、伊勢原市、 

大磯町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、 

箱根町、真鶴町、湯河原町 

(4) 結果概要 

海外・国内招聘者、協賛企業、アカデミア、関係団体、県民及び行政等参加者は延

べ520名。 

２日間の議論を踏まえ、100歳になっても健康で生きがいと笑顔あふれる健康長寿社

会(「スマイル100歳社会」)の実現に向け、個人や企業、アカデミア、行政等の役割と

行動目標を定めた共通の認識を持って行動していくための「ＭＥ－ＢＹＯ 未来 戦略

ビジョン」（参考資料参照）を採択し、共に行動していくことを確認した 

 

２ 展示会「ＭＥ－ＢＹＯ Ｊａｐａｎ 2017」 (別紙２) 

(1) 開催期間 

平成 29年 10月 11日（水）～13日（金） 

(2) 会 場 

パシフィコ横浜（横浜市） 

参考資料 



(3) 内 容 

アジア最大規模のバイオテクノロジー分野の展示会「Ｂｉｏ Ｊａｐａｎ2017」の一角

に、未病に関するエリアを設置し、最先端の未病関連商品・サービスを一堂に集め、国内

外に向けて未病産業の最新動向等を発信した。 

(4) 結果概要 

来場者数は、３日間で約16,000人。（Biojapan2017来場者数） 

協賛企業・団体・アカデミアが未病関連商品・サービスの展示やプレゼンテーション、

ビジネスマッチングを行うとともに、市町、アカデミアが未病に関する取組みや研究成果

等の紹介を行った 

 

３ 市町村との連携事業（県民フォーラム、ＭＥ－ＢＹＯキャラバン） (別紙３) 

(1) 内 容 

10月の「未病月間」を中心に、市町村等との共催で県民フォーラムを開催したほか、市

町村等が開催する健康や産業関連イベント等にブースを出展するＭＥ－ＢＹＯキャラバ

ンにより、未病概念や未病産業の動向等、未病に関する様々な取組みについて普及を図っ

た。 

(2) 結果概要 

・県民フォーラム 実施回数 ８回 

参加者数 約12,600人 

・ＭＥ－ＢＹＯキャラバン 出展イベント数 25市町村34イベント 

来場者数 約13,000人 

 

  



【参考】 

ME-BYOサミット神奈川実行委員会 委員等一覧 

（敬称略） 

役職 区分 所属 役職 氏名 

名誉実行委員長 神奈川県 知事 黒岩 祐治 

名誉顧問 横浜市 市長 林 文子 

相模原市 市長 加山 俊夫 

実行委員長 国立研究開発法人理化学研究所 理事 松本 洋一郎 

副実行委員長 箱根町 町長 山口 昇士 

神奈川県 副知事 首藤 健治 

監 事 横須賀市 市長 上地 克明 

小田原市 市長 加藤 憲一 

実 

行 

委 

員 
行 政 

平塚市 市長 落合 克宏 

鎌倉市 市長 松尾 崇 

藤沢市 市長 鈴木 恒夫 

逗子市 市長 平井 竜一 

三浦市 市長 吉田 英男 

秦野市 市長 高橋 昌和 

厚木市 市長 小林 常良 

大和市 市長 大木 哲 

伊勢原市 市長 髙山 松太郎 

海老名市 市長 内野 優 

南足柄市 市長 加藤 修平 

綾瀬市 市長 古塩 政由 

葉山町 町長 山梨 崇仁 

大磯町 町長 中﨑 久雄 

二宮町 町長 村田 邦子 

中井町 町長 杉山 祐一 

大井町 町長 間宮 恒行 

松田町 町長 本山 博幸 

山北町 町長 湯川 裕司 

開成町 町長 府川 裕一 

真鶴町 町長 宇賀 一章 

湯河原町 町長 冨田 幸宏 

愛川町 町長 小野澤 豊 

清川村 村長 大矢 明夫 

アカデミア 

(大学･団体) 

横浜国立大学 学長 長谷部 勇一 

神奈川県立保健福祉大学 学長 中村 丁次 



横浜市立大学 学長 窪田 吉信 

慶應義塾大学 経済学部教授 塩澤 修平 

東海大学 学長 山田 清志 

横浜薬科大学 学長 江崎 玲於奈 

(一社)日本健康生活推進協会 理事長 大谷 泰夫 

(一財)バイオインダストリー協会 専務理事 塚本 芳昭 

企 業 

味の素㈱ 取締役常務執行役員 木村 毅 

富士フイルム㈱ 取締役副社長 戸田 雄三 

イオンリテール㈱ 専務執行役員 

南関東ｶﾝﾊﾟﾆｰ支社長 

井出 武美 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾒﾝﾊﾞｰ アレックス㈱ 代表取締役社長 辻野 晃一郎 

オブザーバー 

川崎市 市長 福田 紀彦 

茅ヶ崎市 市長 服部 信明 

寒川町 町長 木村 俊雄 

 

  



協賛企業 

味の素株式会社 

イオンリテール株式会社 

株式会社ブルックスホールディングス 

株式会社ＮＴＴドコモ 

株式会社ファンケル 

アルケア株式会社 

株式会社日本医療データセンター 

株式会社白寿生科学研究所 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 

日本調剤株式会社 

株式会社エムティーアイ 

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 

ＴＯＴＯ株式会社 

富士通株式会社 

アンファー株式会社 

株式会社クレディセゾン 

株式会社ディー・エヌ・エー 

株式会社カネカ 

アサヒ飲料株式会社 

川本工業株式会社 

花王株式会社 

医療法人社団健育会 湘南慶育病院 

スルガ銀行株式会社 

タカナシ乳業株式会社 

ヤフー株式会社 

株式会社Ｔポイント・ジャパン 

株式会社鈴廣蒲鉾本店 

株式会社横浜銀行 

社会医療法人社団三思会 

株式会社アイネット 

セコム株式会社 

株式会社カーブスジャパン 

株式会社ベネクス 

株式会社ウエルアップ 

株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 

ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社 



富士フイルム株式会社 

株式会社足柄グリーンサービス 

オムロンヘルスケア株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

サイバーダイン株式会社 

大和ハウス株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

 

後援 

 

内閣府、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 

公益社団法人神奈川県医師会、一般社団法人神奈川県歯科医師会、 

日本経済新聞社、読売新聞社、神奈川新聞社、ｔｖｋ(テレビ神奈川) 

一般財団法人バイオインダストリー協会 

  



別紙１ 

 

国際シンポジウム「ME-BYOサミット神奈川 2017 in 箱根」の概要 

 

１ 開催日 

平成 29年 10月 20日(金)～21日(土) 

２ 会場 

湯本富士屋ホテル（箱根町） 

３ 参加者数 

延べ 520名（海外・国内招聘者、協賛企業、アカデミア、関係団体、行政、県民等） 

(4) 内容 

平成 29年 10月 20日（金）                        （敬称略） 

開 会 

 

開会挨拶 松本 洋一郎 実行委員長、国立研究開発法人理化学研究所理事 

黒岩 祐治 名誉実行委員長、神奈川県知事 

来賓挨拶 佐藤 光 神奈川県議会議長 

ビデオメッセージ 厚生労働大臣 加藤 勝信 

ビデオメッセージ 日本医師会長 横倉 義武 

ビデオプレゼンテーション スタンフォード大学麻酔科部長 Ronald G. 

Pearl 

基調講演 

 

大谷 泰夫 実行委員会委員、神奈川県参与、元内閣官房参与、 

一般社団法人日本健康生活推進協会理事長 

特別講演 
座長 松本 洋一郎 実行委員長、国立研究開発法人理化学研究所理事 

演者 Anarfi Asamoa-Baah ＷＨＯ前事務局次長 

特別講演 
座長 土屋 了介 地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事長 

演者 向井 千秋 東京理科大学特任副学長 

WHOエイジフレンドリーシティ参加承認証明書授与セレモニー 

ﾗﾝﾁﾀｲﾑ 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

光吉 俊二 東京大学大学院医学系研究科 特任研究員 

徳野 慎一 東京大学大学院医学系研究科 特任准教授 

特別講演 

座長 竹内 正弘 北里大学薬学部臨床医学(臨床統計学)教授 

ハーバード大公衆衛生大学院ｱｼﾞｬﾝｸﾄﾌﾟﾛﾌｪｯｻｰ 

演者 山海 嘉之 筑波大学大学院教授 

CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長/CEO 

内閣府 ImPACT革新的研究開発推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

セッション①「ME-BYOの可視化と科学的エビデンス」 

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 鄭  雄一 東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科教授 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 
阿部 啓子 東京大学名誉教授・大学院農学生命科学研究科特任教授 

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所グループリーダー 



小林 弘幸 順天堂大学医学部教授 

森  妹子 味の素㈱ｱﾐﾉｻｲｴﾝｽ統括部ｱﾐﾉｲﾝﾃﾞｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

山崎 力  東京大学医学部附属病院臨床研究支援センター長 

Islene Araujo de Carvalho 

WHOｴｲｼﾞﾝｸﾞ・ｱﾝﾄﾞ・ﾗｲﾌｺｰｽ部政策戦略ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

Lee Jen Wei ハーバード大学公衆衛生大学院 生物統計学教授 

セッション② 「ME-BYOと人材育成」 

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 
鈴木 寛  文部科学大臣補佐官、東京大学公共政策大学院教授、 

慶應義塾大学教授 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  

木曽 誠一 株式会社生命科学インスティテュート代表取締役社長 

國領 二郎 慶應義塾常任理事 

日色 保  ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社代表取締役社長 

Sarah Louise Barber WHO健康開発総合研究ｾﾝﾀｰ（WHO神戸ｾﾝﾀｰ）所長 

Vish V.Krishnan カリフォルニア州立大学サンディエゴ校教授 

 

平成 29年 10月 21日（土） 

セッション③ 「IOHHでつくる ME-BYOヘルスケア」 

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 辻野 晃一郎 アレックス株式会社代表取締役社長 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 

遠藤 謙  株式会社Ｘｉｂｏｒｇ代表取締役社長 

ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｲｴﾝｽ研究所ｱｿｼｴｲﾄﾘｻｰﾁｬｰ 

久野 譜也 筑波大学大学院人間総合科学研究科ｽﾎﾟｰﾂ医学専攻教授 

株式会社つくばウエルネスリサーチ代表取締役社長 

渋谷 闘志彦 総務省情報流通行政局情報流通高度化推進室長 

水野 敬  国立研究開発法人理化学研究所 健康生き活き羅針盤ﾘｻｰﾁｺﾝﾌﾟﾚ

ｯｸｽ推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ健康計測解析ﾁｰﾑ／新規計測開発ﾁｰﾑ ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

山本 雄士 株式会社ミナケア代表取締役 

Mayoran Rajendra ｾﾞﾈﾗﾙ・ｴﾚｸﾄﾘｯｸ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｲﾝｸ ｿﾘｭｰｼｮﾝｱｰｷﾃｸﾄ 

ﾗﾝﾁﾀｲﾑﾌﾟﾚｾﾞ

ﾝﾃｰｼｮﾝ 

堀口 賞一 株式会社ＮＴＴドコモ サービスイノベーション部 

岸 暁子 東京大学医学部附属病院 臨床研究支援ｾﾝﾀｰ/糖尿病・代謝内科 

セッション④ 「ME-BYOと行動変容」 

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 塩澤 修平 慶應義塾大学経済学部教授 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 

梅原 薫  三島市副市長 

桜井 洋二 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役 

佐原 康之 厚生労働省大臣官房審議官 

中村 丁次 神奈川県立保健福祉大学学長 

Finbarr Martin EU老年医学会（EUGMS）次期会長、ｶﾞｲｽﾞ・ｱﾝﾄﾞ・ｾﾝﾄﾄｰﾏｽ NHS

財団ﾄﾗｽﾄ名誉ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、ｷﾝｸﾞｽｶﾚｯｼﾞﾛﾝﾄﾞﾝ名誉教授 

総括セッション 「ME-BYO未来社会の創造に向けて」 

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 黒岩 祐治 名誉実行委員長、神奈川県知事 



ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 

塩澤 修平 慶應義塾大学経済学部教授 

鈴木 寛  文部科学大臣補佐官、東京大学公共政策大学院教授、慶應義塾大

学教授 

辻野 晃一郎 アレックス株式会社代表取締役社長 

鄭  雄一  東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科教授 

松本 洋一郎 実行委員長、国立研究開発法人理化学研究所理事 

宮田 俊男  神奈川県顧問、日本医療政策機構理事、厚生労働省参与 

閉 会 閉会挨拶 山口 昇士 副実行委員長、箱根町長 

 

  



別紙２ 

展示会「ＭＥ－ＢＹＯ Ｊａｐａｎ 2017」の概要 

 

(1) 開催概要 

アジア最大規模のバイオテクノロジー分野の展示会「Ｂｉｏ Ｊａｐａｎ 2017」の一角

に未病に関するエリアを設け、最先端の未病関連商品やサービス等、未病産業の最新動向

を国内外に向けて発信する。 

(2) 開催期間 

平成29年10月11日（水）～13日（金）10：00～17：00 

(3) 会 場 

パシフィコ横浜 展示ホール（BioJapan2017内） 

(4) 出展企業一覧（計23社・団体） 

アサヒ飲料㈱ 生活習慣病改善や乳酸菌を活用した腸を起点とする健康維持につ

いての取組み 

味の素㈱ 血液から現在の健康状態や病気のリスク（可能性）を評価するア

ミノインデックス技術 

アルケア㈱ ロコモティブシンドロームの詳細な状況を把握するための下肢筋

力測定装置 

アンファー㈱ ホルモンマネジメントをサポートするヘルスケアブランド「Dou-

ドウ-」 

イオンリテール㈱ 「未病を改善する」ための運動と食事、未病に関する情報発信・コ

ミュニティ機能（社会参加）が連動した従来型ショッピングセン

ターの枠を超えた取組み 

㈱ＮＴＴドコモ デバイス WebAPIの技術を用いて IoTと連携された IoTスマートホ

ーム 

㈱エムティーアイ ICTと人的支援で企業の健康経営推進を推進する「CARADAパック」

や妊娠から出産・育児までをサポートする「母子モ」 

未病産業研究会 未病産業研究会の活動内容 

㈱カネカ 細胞機能を活性化する「コエンザイム Q10」による高齢化社会の健

康サポートの取組み等 

㈱クレディセゾン カード会員基盤等の活用による未病関連企業の売上貢献等の取組

み 

さがみロボット産業特区 手指の動きを助けると同時にリハビリ機能を促進するための補助

器具等 

湘南ロボケアセンター㈱ ロボットスーツＨＡＬ� シリーズ 

損保ジャパン日本興亜ひ

まわり生命保険㈱ 

自身の健康を支える情報アプリ「Linkｘ siru（リンククロス シ

ル）」等 

㈱ディー・エヌ・エー 遺伝子検査「MYCODE」等 

ＴＯＴＯ㈱ 排便ガス測定装置 

富山県 富山県内製薬メーカーのヘルスケア関連製品、富山県における薬

物作物の栽培振興・実用化促進の取組み 

㈱日本医療データセンター 医療データを根幹にした保健事業支援サービスの取組み 

日本調剤㈱ 薬局内に設置し健康サポート機能を備える「健康チェックステー

ション」の取組み 



㈱白寿生科学研究所 体の状態を最適化する上で血液の流れに着目した「交流高圧電位

治療器ヘルストロン」 

㈱ファンケル 生活習慣病に着目した健康メニューや、健康づくりに必要な「学

び」が自然と身につくレストランの取組み 

富士通㈱ スマートフォン等で気軽に手軽に歯の健康を守る取組み、非侵襲

の血流測定による健康状態の見える化 

㈱ブルックスホールディ

ングス 

「食」、「健康」、「癒し」をテーマにした未病バレー「BIOTOPIA」（大

井町）の事業展開等 

㈱三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 完全人工光型植物栽培システム「Plant PlantTM」他 

 

(5) その他のブース 

ア 市町村ＰＲブース 

市町村の「未病を改善する」取組み、企業誘致などのＰＲ 

イ アカデミアブース 

大学等による研究成果のＰＲ、体験 など 

ウ 共用ゾーン 

(ｱ) プレゼンテーションエリア 

出展者が未病関連商品やサービスに関するプレゼンテーションを実施。（12団体） 

(ｲ) 体験エリア 

来場者が未病関連商品やサービスを実際に体験し、未病の改善について理解を深

めていただいた。 

(6) 市町村ツアー・マッチング 

市町村の健康課題解決に資する未病関連サービスなどを提供する企業を、市町村職員

向けに紹介するツアーを開催（参加者 11市町）するとともに、企業と市町村の個別マッ

チングを実施（11回）した。 

 



別紙３ 

市町村との連携事業の概要 

 

１ 県民フォーラム 

(1) 概要 

未病概念を普及する講演やトークショーを中心に、健康チェックコーナーや、ヘルスケアロ

ボットの体験展示、未病関連商品・サービスの体験・展示・販売などの体験型イベントを開催

した。 

(2) 対象  一般県民 

 

(3) 日程・会場 

№ 地域 会  場 日 時 イベント名称 

１ 

横浜 

県立地球市民かながわ

プラザ 
11月20日 

県・市町村未病改善シンポジウム 

めざそう！元気な人生100歳時代 

（かながわ健康財団） 

２ クイーンズスクエア 11月25日 
健康チャレンジフェアかながわ2017 

（かながわ健康財団主催） 

３ パシフィコ横浜 12月２日 
未病改善県民シンポジウム 

今からできる認知症の備え 

４ 川崎 川崎商工会議所 ９月30日 

ＭＥ－ＢＹＯサミット神奈川2017県民フ

ォーラムin川崎 

（共催：（地独）神奈川県立産業技術総合

研究所、(公財)実験動物中央研究所、後援：

川崎市、川崎商工会議所） 

５ 
横須賀 

・三浦 
イオン横須賀店 ９月２･３日 

未病を改善!!目指そう生涯現役健康フェ

アin横須賀 

（横須賀市、イオン、県立保健福祉大学） 

６ 県央 文化創造拠点シリウス 11月26日 
健康都市やまとフェア2017×未病を改善

する県民フォーラム（大和市） 

７ 湘南 花菜ガーデン 
平成30年 

３月17日 

楽しんでME-BYO健康フェアin花菜ガーデ

ン(平塚市) 

８ 県西 

me-byo valley

“BIOTOPIA” 

(ブルックスホールデ

ィングス大井事業所) 

平成30年 

３月３日 

ME-BYOフェスタ2018春（大井町、大井町

商工振興会、ブルックスホールディング

ス） 

※ 各会場において、「食」「運動」「社会参加」等をテーマとした講演や体験イベントを実施 

 

イ ME-BYOキャラバン 

(1) 概要 

県内各所において、市町村等が開催する健康・産業関連イベント等に未病概念をＰＲするブー

スを出展する。 

(2) 対象  一般県民 

 

 



(3) 実施箇所 

№ 日時 イベント名称 会 場 市町村 

横 浜 

１ ９月16～18日 ヨガフェスタ横浜 パシフィコ横浜 横 浜 市 

２ 10月27日 横浜マラソンEXPO2017 
横浜赤レンガ倉庫イベン

ト広場 
横 浜 市 

３ 
平成30年 

２月11日 

子どもの未病対策応援団キックオフ

イベント 

岩崎学園横浜保育福祉専

門学校 
横 浜 市 

４ 
平成30年 

３月３日 

かながわ女性の健康・未病フェア 

みなとみらい2018 
ワールドポーターズ 横 浜 市 

横須賀・三浦 

５ 10月７日 ピンクリボンかながわin鎌倉2017 大船観音寺 鎌 倉 市 

６ 10月９日 体力測定会 逗子アリーナ 逗 子 市 

７ 11月11､12日 よこすか産業まつり 三笠公園 横須賀市 

８ 11月19日 三浦市民まつり 潮風アリーナとその周辺 三 浦 市 

９ 11月25日 生涯現役フォーラム2017 県立保健福祉大学 横須賀市 

県 央 

10 ５月13､14日 大和市民まつり 引地台中学校等 大 和 市 

11 ６月４日 健康フェスタあいかわ2017 健康プラザ、文化会館 愛 川 町 

12 ７月４日 清川村健康まつり 
保健福祉センターやまび

こ館 
清 川 村 

13 ７月30日 サンスターファミリーミュージカル 文化創造拠点シリウス 大 和 市 

14 10月９日 
海老名ニュースポーツフェスタ2017 

(未病と健康づくりトークショー) 

海老名市運動公園小体育

室 
海老名市 

15 10月28日 健康・スポーツフェスティバル 保健福祉プラザ 綾 瀬 市 

16 11月19日 座間市健康まつり 座間中学校 座 間 市 

17 
平成30年 

２月11日 

未病を理解して健康になろうプロジ

ェクト 
南毛利公民館 厚 木 市 

湘 南 

18 ９月５日 こころの健康セミナー 大磯町保健センター 大 磯 町 

19 10月１日 大磯チャレンジフェスタ2017 大磯町運動公園 大 磯 町 

20 11月３日 市民の日 カルチャーパーク 秦 野 市 

21 11月18日 「健康バス」測定会 市役所分室駐車場 伊勢原市 

22 11月19日 湘南にのみやふるさとまつり ラディアン 二 宮 町 

23 11月23日 
大磯町歯及び口腔の健康づくり推進

条例PRイベント 
大磯町保健センター 大 磯 町 

24 
平成30年 

２月３・４日 
健康応援フェアin湘南茅ヶ崎 

イオンスタイル湘南茅ヶ

崎店 
茅ヶ崎市 

25 
平成30年 

３月２日 

女性の健康づくりキャンペーンイベ

ント 
湘南モールフィル 藤 沢 市 

26 
平成30年 

２月４日 
保健福祉センターフェスティバル 健康福祉センター 秦 野 市 

県 西 

27 ８月６日 足柄金太郎まつり 富士フイルムグラウンド 南足柄市 



№ 日時 イベント名称 会 場 市町村 

28 10月９日 かいせいスポ・レクフェスティバル 開成水辺スポーツ公園 開 成 町 

29 10月14日 HAKOJO MARCHE 2017 箱根やすらぎの森 箱 根 町 

30 10月15日 美・緑なかいフェスティバル(雨天中止) 中井中央公園 中 井 町 

31 10月22日 ふれあい広場産業まつり(雨天中止) 町民グラウンド 湯河原町 

32 11月11、12日 真鶴龍宮祭 真鶴港 岸壁広場 真 鶴 町 

33 11月18、19日 城下町おだわらツーデーマーチ 小田原城址公園ほか 小田原市 

34 11月23日 山北町産業まつり 山北健康福祉センター 山 北 町 

35 11月26日 まつだ産業まつり 松田駅北口広場 松 田 町 

36 12月３日 健康フェスタ 市保健医療福祉センター 南足柄市 

 

 


