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◦ 世界骨粗鬆症デー ◦

普及・啓発事業1

市民公開講座 2012
財団設立 20 周年記念

「ご存知ですか？骨の健康　
～若い時からの骨の貯金は将来必ず役立
ちます！～」
日時：平成 24 年 10 月 20 日（土）14:00 ～ 16:30
場所：ベルサール飯田橋ファースト 
出演（出演順）：太田博明、鈴木敦詞、石橋英明、
　　  髙田潤一、立川らく朝（健康落語）
参加者：394 名

市民公開講座 2013
「ご存知ですか？骨の健康　

～いつまでも颯爽と歩き続けるために～」
日時：平成 25 年 10 月 19 日（土）13:00 ～ 16:00
場所：光が丘 IMA ホール
出演（出演順）：太田博明、石橋英明、細井孝之、
　　  吉形玲美、秦万里子（音楽家）
参加者：334 名

市民公開講座 2014
「ご存知ですか？骨の健康　

～骨粗鬆症の正しい知識と具体策～」
日時：平成 26 年 10 月 18 日（土）13:00 ～ 16:00
場所：イイノホール
出演（出演順）：林 泰史、石橋英明、松井 浩、
　　  石田裕美、細井孝之
参加者：470 名

市民公開講座 2015
「ご存知ですか？骨の健康　

～これからの骨粗しょう症対策で若さに
差をつける～」
日時：平成 27 年 10 月 25 日（日）13:00 ～ 15:30
場所：品川インターシティホール
出演（出演順）：鈴木敦詞、松井 浩、小山浩子、
　　  塚原典子
参加者：291 名
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World Osteoporosis Day (WOD)

WOD フラッグ掲示
実施日：平成 29 年 10 月 1日～ 28 日
場所：三休橋筋ガス燈　54 枚（約 1.2km）

骨量測定体験会＆ミニレクチャー
日時：平成 29 年 10 月 20 日（金）11:00 ～ 15:00
場所：大阪市中央公会堂
出演（出演順）： 田中 清、松井 浩
参加者：160 名

啓発 45 秒動画放映
実施日：平成 29 年 10 月 14 日～ 22 日
　　　　9:00 ～ 23:00（2 回 /h）
場所：天王寺 VISION

（※横浜 :S-VISION、伊勢丹立川ビジョンでも放映）

ブルーライトアップ 
 「観覧車オオサカホイール」
実施日：平成 29 年 10 月 20 日～ 21日
場所：大阪府吹田市 EXPOCITY 内

WOD キャンペーン 2016 
in 巣鴨
日時：平成 28 年 10 月 20 日（木）11:00 ～ 15:30
場所：巣鴨地蔵通り商店街「すがもん広場」
内容：握力測定／身長測定／ FRAX 測定  
参加者：約 300 名

すがもんと FRAX 体験 JR 巣鴨駅啓発動画放映　実施日：平成 28 年 10 月 1日～ 31日

市民公開講座 2016
「ご存知ですか？骨の健康　

～明日のあなたを守るために～」
日時：平成 28 年 10 月 2 日（日）13:00 ～ 15:00
場所：両国 KFC ホール
出演（出演順）：細井孝之、佐藤公一、岡野浩哉、
　　  小原桂子、塚原典子
参加者：175 名

WOD キャンペーン 2017 
in 大阪
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ポスター・リーフレット

ポスター・リーフレット

2018 ～ 2021
WOD キャンペーン in 金沢
共催：金沢骨を守る会

セレモニー、書道家パフォーマンス（しいのき迎賓館） 骨量測定体験（金沢フォーラス等）

金沢駅もてなしドームタペストリー掲示金沢駅鼓門ブルーライトアップ

2021
WOD キャンペーン in 呉
共催：広島骨を守る会・呉市

大和ミュージアム　てつのくじら館ブルーライトアップ 骨量測定体験・市民公開講座（新日本造機ホール）

2017 ～ 2021
WOD キャンペーン in 松本
協力：一般財団法人松本ヘルス・ラボ

市民公開講座（キッセイ文化ホール等）

国宝松本城ブルーライトアップ 骨量測定体験（イオンモール、松本短期大学等）

アルプちゃんによる資料配布（松本駅前広場）
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未来の自分へ骨貯金

丈夫な骨を伝えていこう

自分の足で歩くことの幸せ
―骨粗鬆症・ロコモの予防―

骨々とろう　カルシウム＋ビタミン D
考えよう。予防しよう。

え！私の骨大丈夫？
あなたが骨まで愛してるって言ってくれたから…

え！私の骨大丈夫？
骨美人生活

「5 人に 1 人。」抽選なら当たる気がする
「生涯現役」その想い、骨まで伝わっていま
すか？

復刻版　あなたが骨まで愛してるって
言ってくれたから…

コツコツと毎日体操！
でも、骨には “密” が大切なのよ
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