
平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX

1 さっぽろテレビ塔

2 札幌市時計台

3 釧路市生涯学習センター

- ― ― ― ― オホーツク糖尿病教育研究会 0157-66-3398
・11/14　11：00-13：00　［東武イーストモール瑞野店］　無料血糖
測定、健康相談、糖尿病に関するパンフレットの配布を実施

4 世界糖尿病デー　アスパム　ブルーライトアップ 11/14 18：30～20：30 青森県観光物産館「アスパム」

・11/14　18：30-　点灯式、糖尿病に関するミニ講座（一般・糖尿
病患者向け）
・11/14　13：00-15：00　歯科支援車展示・車内見学、歯周病健
診・口臭測定、問診だけでできる歯科検診「生活歯援プログラ
ム」を実施

5 世界糖尿病デーブルーライトアップ 11/14 日没～20：30 青森銀行記念館（弘前市)

- ― ― ― ―
・11/14　15：30-17：30　［青森県歯科医師会館　3階大ホール］
講演会「糖尿病と歯周病の関わりについて～負の連鎖を解き放
つ～」開催

- ― ― ― ―
・11/13　18：00-19：00　［サンロイヤルとわだ］　上十三地区世界
糖尿病デー記念イベント「糖尿病を退治しナイト」を実施

6 世界糖尿病デーin八戸 11/14 17：00～18：00 青森労災病院屋上看板
・11/14　17：00-18：00　［同病院内1階待合ホール及び正面玄
関］　話題提供（医師より「世界糖尿病デーの各地での取り組み
について」）、　ブルーサークル、記念撮影を実施

秋田 7 世界糖尿病デー（ブルーライトデ―） 11/1～30 17：00～21：00 明日実病院正面玄関 医療法人健永会明日実病院
0186-42-2305/
0186-42-0591

・11/13-14　10：00-15：30　 ［いとく大館ショッピングセンター］
健康講座(医師・歯科医師)、ＨｂＡ1ｃ無料測定、健康相談、栄養
相談を実施

8 平泉町・観自在王院跡ブルーライトアップ 11/13～15 18：00～21：00 平泉町・観自在王院跡

9 東北電力タワーブルーライトアップ 11/13～15(予定) 18：00～21：00(予定) 東北電力タワー

10 杉山内科クリニック　ブルーライトアップ 11/7～14 17：30～20：00 杉山内科クリニック 杉山内科クリニック
023-682-1277/
023-682-1278

11 文翔館(山形市)

12 上山城(上山市)

13 11/9～14 16：30～24：00 仙台放送鉄塔「仙台スカイキャンドル」

14 11/7～14 18：00～23：00 青葉城　伊達政宗公騎馬像

・11/14　9：30-15：00　［宮城野区中央市民センターＭフェス会場
内］　　・11/15　11：00-16：00　［宮城・仙台口腔保健センター］
無料ｊ血糖測定、健康相談、お口の健康チェック、栄養関連展
示、啓発用資料配布、糖尿病教室などを実施

青森 青森県糖尿病対策推進会議

017-723-1911/
017-773-3273
(青森県医師会)

岩手

11/14世界糖尿病デーin やまがた2015『糖尿病　市民公開講座』

都道府県

・11/14　［地下鉄大通駅「ふれあいパンフレットコーナー」］
ポスター、チラシの作成配布
・11/14　［函館市民糖尿病教室・くしろ糖尿病サポーター研修
会］市民公開講座（特別講演会等）開催

16：30日没～ 山形県糖尿病対策推進会議

岩手県糖尿病対策推進会議

山形

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先

019-651-1455/
019-654-3589
(岩手県医師会)

・11/14　13：30～17：00
［岩手県医師会館］　市民公開シンポジウムを開催

世界糖尿病デー ブルーライトアップ 11/14 17：00～21：00 北海道糖尿病対策推進会議

011-892-3522/
011-892-3521

（北海糖糖尿病協会）

イベント名 その他イベント

・11/14　14：00-16：00
［山形市　山形ビッグウイング］　市民公開講座開催

北海道

022-273-6289

023-666-5200/
023-647-7757
(山形県医師会)

宮城県糖尿病対策推進会議世界糖尿病デー2015in宮城(仙台)宮城

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

15 世界糖尿病デー2015in宮城(石巻) 11/7～14 18：00～21：00
サン・ファン・バウティスタ号
(宮城県慶長使節船ミュージ
アム)

022-273-6289
・11/1　12：00-16：00　［イオンモール石巻「緑の広場」］　無料ｊ血
糖測定、健康相談、お口の健康チェック、栄養関連展示、啓発用
資料配布などを実施

- ― ― ― ―
022-227-1591/
022-266-1480

・11/1　10：00-15：30　［イオンモール石巻］
・11/14　10：00-15：00　［仙台市宮城野区文化センター］
・11/15　10：00-16：00　［宮城県歯科医師会口腔衛生会館1Ｆ
ホール、視聴覚室］糖尿病・歯周病ポスター掲示、メディカル
チェック(血糖測定、ＢＰ測定、握力測定？)、デンタルケアコー
ナー、生活習慣病チェックアンケート調査、ミニ糖尿病予防講座
or3分間ラーニング上映など実施

16 ブルーライトアップｉｎ郡山公会堂 11/14 17：30～20：00 福島県郡山市郡山公会堂

17 福島市駅前時計塔　ブルーライトアップ 11/14 18：00～21：00 福島市　福島駅西口広場

18 ブルーライトアップ(仮) 11/13～15 17：00～21：00 水戸芸術館アートタワー水戸 茨城県糖尿病対策推進会議

029-353-2800/
029-295-5400

(茨城県糖尿病協会)
・11/15［県北・県南エリア］　患者様向け講演会企画中

19 ブルーライトアップ 11/7～15 日没～24：00 県西糖尿病内分泌内科クリニック 県西糖尿病内分泌内科クリニック 0296-48-9609
・11/14　15：00-16：00無料血液検査(HbA1c、血糖値)、16：00-
記念講演会を開催

20 11/14 日没～深夜 草津温泉湯畑

21 11/8～14 日没後～23：00 高崎市総合保健センター
・11/8　12：30-17：00　［高崎市総合保健センター］講演会、糖尿
病相談会を実施

栃木 22 平成27年度「世界糖尿病デー」関連イベント 未定 未定 栃木県庁 栃木県糖尿病対策推進会議

0282-87-2150/
0282-86-4632

（獨協医科大学内）

・11/18　10：00-14：00
［栃木県庁1階ロビー］　血糖、血圧測定、療養、栄養･運動の個
別相談、患者会のＰＲなど開催

23 ブルーライトアップ 11/14 18：00～21：00 東京駅丸の内駅舎 ― ―

24 二子玉川ライズ　ガレリア

25 東急　大岡山駅構内

26 東急病院西口

27 渋谷ヒカリエ

- ― ― ― ― 東京都糖尿病対策推進会議

03-3353-8111/
03-5269-7439(東京女

子医科大学糖尿病セン
ター)

・11/14　18：30-21：00
［ホテルニューオータニ　ガーデンタワー40階「リストランテベッラ・
ヴィスタ」］記念講演会開催

- ― ― ― ― 公益財団法人朝日生命成人研究所
03-3639-5501/
03-3639-5520

・11/12　14：00-18：00　［朝日生命須長ビル9Ｆ特設会場］無料糖
尿病ポスター、食品展示、血液検査(血糖値・ヘモグロビＡ1ｃ)測
定体験、頸動脈エコー、血管年齢測定(先着25名限定)体験、医
師・栄養士相談コーナー、クイズラリー(プレゼント付)を実施

福島
024-925-1188/
024-925-7791

（太田西ノ内病院）

・11/14　15：00-17：20
［郡山公会堂］　市民公開講座を開催
・11/8　13：00-15：00
［福島県医師会館　1階大会議室］　市民公開講座を開催

ブルーライトアップ

茨城

群馬
027-220-7111

(内8121)
(群馬県糖尿病協会)

群馬県糖尿病対策推進会議

東急病院　管理部
03-3718-3331/
03-3717-4138

・11/13　13：00-16：30
　［東急病院西口玄関］　無料血糖測定、ＨｂＡ1ｃ、糖尿病相談な
ど開催
・11/9～13　糖尿病啓発パネル展示を実施

東京

宮城県糖尿病対策推進会議宮城

11/9～13 未定

福島県糖尿病対策推進会議

ブルーライトアップ

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

28 18：00～23：00 都庁第一本庁舎

29 日没後～22：00 東京芸術劇場

30 日没後～深夜0：00 東京ゲートブリッジ

31 ブルーサークルライトアップ 11/9～15 日没～深夜 国立国際医療研究センター中央棟(屋上) 国立国際医療研究センター
03-3202-7181/
03-3207-1038

・11/9-13　［同病院内中央棟玄関受付横/地下1階アトリウム］血
糖測定、保健・栄養指導、医師・歯科お薬・検査相談、パンフレッ
ト配布、展示会など開催　※開催時間はＨＰにて案内
・11/13　14：00-16：00［同病院内中央棟地下1階アトリウム］市
民公開講座、健康運動指導士による座ったままで出来る運動指
導を実施

- ― ― ― ― 戸越パーククリニック
03-3784-1054/
03-3784-1057

・11/14　14：00-16：00
血糖、HbA1c無料測定、糖尿病に関する相談、糖尿病に関する
講演会（参加無料）

- ― ― ― ― 東京都健康長寿医療センター
03-3964-1141/
03-3964-1982

・11/13　10：00-12：00　［同センター内2階］　医師・栄養士・薬剤
師・看護師による療養に関する相談、無料血糖測定を実施

32 ブルーライトアップ 11/9～15 18：00～21：00 糖正会飯田橋メディカルクリニック 糖正会飯田橋メディカルクリニック
03-3237-7633/
03-3237-7645

33 第7回千葉ポートタワーライトアップ 13：00～22：00 千葉ポートタワー 043-242-4385/同
(千葉県糖尿病協会)

・11/14　昼間～チラシ、尿糖検査薬試供品提供の案内など配布

34 世界糖尿病デー in Narita Red Cross,2015 15：00～20：00 成田赤十字病院
0476-22-2311/
0476-22-6477

(成田赤十字病院)

35 11/13 総合病院国保旭中央病院

36 11/13～14 飯岡刑部岬展望館

37 ブルーライトアップ 11/14 15：30～21：00 東京女子医科大学八千代医療センター

047-458-6190/
047-458-7106(

東京女子医科大学八千代医療
センター)

埼玉 38 2015年川越地区ブルーライトアップ 11/14 17：00～22：00 川越駅西口デッキ 川越地区ブルーライトアップ実行委員会

048-824-2611/
048-822-8515

39 ブルーライト県庁 11/14 17：00～21：00 神奈川県庁本庁舎正面玄関内
神奈川県福保健祉
局保健医療部健康

増進課

045-210-1111
（内4782）/

045-210-8857

・11/14　16：30-17：30　点灯式、記念コンサートを実施

- ― ― ― ― 済生会神奈川県病院
045-432-1117/
045-423-2150

・11/12-13　9：00-12：00 パンフレット配布、ポスター掲示、栄養
相談、健康相談、フットケアを実施

40 ブルーライトアップ 11/12～15 17：00～22：00 横浜マリンタワー 神奈川県糖尿病協会 045-227-0810
・11/15　13：00-16：00　［はまぎんホールヴィアマーレ］教育講
演、ミニレクチャー、フードモデル学習体験、ブランパン配布(㈱
ローソン)、企業展示を実施

都庁舎・都立施設ブルーライトアップ 11/13～15
東京都福祉保健局
保健政策部健康推
進課健康推進係

03-5320-4356/
03-5388-1427

17：00～21：00

0479-63-8111/
0479-62-7690

(総合病院国保旭中央病
院)

千葉

11/14

神奈川

東京

千葉県糖尿病対策推進会議

世界糖尿病デー・ブルーライトアップイベント

世界糖尿病デー実行委員会
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日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

41 ブルーライトアップ 11/14 17：00～19：00 長谷寺観音堂 「全国糖尿病週間　ＩＮ　鎌倉」実行委員会

0467-46-1717/
0467-47-8243

（湘南鎌倉総合病院）

・11/15　10：00-15：00　［長谷寺観音堂前］
無料血糖・ＨｂＡ1ｃ測定、糖尿病料の療養相談を実施

42 世界糖尿病デーＩＮ大船 11/9～14

11/9～13（17：
00～19：00）
11/14（17：00～
21：00）

大船観音寺 世界糖尿病デー　ＩＮ　大船実行委員会

0467-45-2111/
0467-48-3197
（大船中央病院）

・11/14　17：00-（予定）　点灯式
・11/14　13：00-17：00　無料血糖測定、医療・栄養相談、スタン
プラリー、市民公開講座を実施

- ― ― ― ―
茅ヶ崎市市立病
院事務局病院総

務課

0467-52-1111/
0467-54-0770

・11/3　［茅ヶ崎市役所分庁舎6階コミュニティホール］10：00-15：
00　　血糖値、血管年齢無料測定、健康相談、食品に含まれる
塩分糖分ェック、健康や糖尿病予防に関する展示コーナー、運
動コーナー（先着14名）、ミニ講演会、参加者プレゼント有

43 世界糖尿病デーin山梨　信玄公像ブルーライトアップ 11/14 17：30～21：00 甲府駅南口広場 ・11/14　17：30-点灯式・該当にてＰＲチラシの配布

- ― ― ― ― ・11/29　［アピオ甲府］　12：30-17：00　市民公開講座を開催

44 ブルーサークルライトアップ 11/9～11/15 16：30～22：00 飯田病院 飯田病院糖尿病療養検討委員会
0265-22-5150/
0265-53-0955

・11/12　［同病院内エントランスホール］　9：00-11：00　無料血糖
測定を実施［同病院内講堂］　9：00-11：00　糖尿病教室を実施

45 松本城(松本市

46 善光寺(長野市)

47 県内各病院

48 ブルーライトアップ 11/9～15 未定 伊那中央病院 伊那中央病院　りんどう会
0265-72-3121/
0265-78-8653

49 11/14～未定 17：00～20：00予定 新潟県厚生連佐渡総合病院 佐渡総合病院糖尿病友の会　ゆきつばき
0259-63-3121/
0259-63-6349

・11/14　13：00-19：00　［同病院内講堂］　体験発表、講演、クイ
ズで学ぶ糖尿病などを開催

50 11/2～14 17：00～22：00 ＮＥＸＴ21屋上
・11/14　13：00-15：00
　［新潟市民プラザ］　講演、糖尿病関連のミニレクチャー、 運動
療法体験などの啓発活動を実施

- ― ― ― ―
・11/2　15：00-19：00　［新潟駅　駅南キャンパス「ときめいと」］
無料ＨｂＡ1ｃ測定会を実施

51 ブルーサークル点灯 11/13～ 17：00～24：00 長岡中央綜合病院　中庭 長岡中央綜合病院中央とうゆう会
0258-35-3700/
0258-35-9596

・11/13　15：00-　［同病院内講堂］
ブルーサークルコンサート、医療カフェを開催

52 静岡市駿府城巽櫓

53 静岡市役所本館ドーム

54 沼津港展望台

55 掛川城

56 浜松城

57 清水エスパルスドリームプラザ観覧車

長野県糖尿病対策推進会議

・11/14　10：00-16：00　［佐久平交流センタ-他］　市民公開講演
会、無料血糖・血圧検査、糖尿病に関する相談・展示パネルを実
施

055-273-9602/
055-273-9685

山梨糖尿病協会山梨

新潟県糖尿病協会

・11/14　［ＪＲ静岡駅・掛川駅・清水エスパルスドリームプラザ・清
水県庁前］　　チラシ配布を実施
・11/14　［ＪＲ静岡駅前デパート］　懸垂幕をかかげＰＲ活動を実
施

平成27年度｢世界糖尿病デー｣記念イベント
026-219-3600/
026-235-6120

静岡県糖尿病対策推進会議

長野 11/14 17：30～21：00

日没～21：00

025-368-9026/
025-368-9300

11/14

054-247-6134/
054-247-6140

（静岡県立総合病院
栄養管理室内）

神奈川

静岡

新潟

世界糖尿病デーブルーライトアップ

ブルーライトアップ

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

58 ブルーライトアップ 11/9～15 日没～22：00 沼津港大型展望水門「びゅうお」 沼津市役所
055-951-3480/
055-951-5444

59 ブルーライトアップ 11/9～15 17：00～21：00 聖隷浜松病院　玄関 聖隷浜松病院　
053-474-2753/
053-474-8227

60 ブルーライトアップ 11/9～14 17：00～21：00 望月内科医院 望月内科医院 055-931-5362/
055-943-7787

61 ブルーライトアップ 11/7～14 日没～22：00 あそうクリニック あそうクリニック
055-929-7575/
055-929-7733

62 ブルーライトアップ 11/4～15 17：00～23：00 糖尿病･内分泌内科クリニックTOSAKI 糖尿病･内分泌内科クリニックTOSAKI
052-800-2333/
052-800-2332

・11/14　14：00-16：00
　［ANAクラウンプラザホテルグランドコート名古屋29Ｆ中華レスト
ラン花梨］　ロ―カロリーのコース料理とクラシックコンサート（お1
人様4000円：先着80名様）を実施　予約は、糖尿病・内分泌内科
クリニックＴＯＳAKI、ながしま内科、名駅東クリニックの3施設で。

63 全国糖尿病週間 in 愛知 11/14 17:30～23：00 名古屋城 愛知県糖尿病協会
0561-63-1682/
0561-63-1494

・11/14　街頭ＰＲ活動、名古屋市営地下鉄全線にてＰＲ広告を
設置

・11/11　14：30-16：00　［同病院内2Ｆ多目的ホール］　糖尿病予
防啓発セミナーを開催

・11/12　11：00-13：30　［同病院内2Ｆ多目的ホール］　糖尿病に
関する展示、血糖・血圧・体重測定を実施
・11/13　11；00-15：00　［同病院内2Ｆ多目的ホール］　糖尿病に
関する展示、血糖・血圧・体重測定、13時～15時糖尿病教室を
開催
・11/11-13　11：00-　［同病院内2Ｆレストラン「はなみずき」］11
日：限定25食、12・13日：限定20食　各日とも11時から提供開始
(880円税込)

・11/28　8：30-11：00　［ＪＲ中央線　鶴舞駅］　チラシ配布（200
部）、フットチェック(先着10名)、血糖測定(先着30名)を実施

65
世界糖尿病デー記念イベント岡崎
城ブルーライトアップ

11/9～15 17：00～22：00 岡崎城 岡崎市民病院
0564-66-7225/
0564-25-6720

・11/14　10：00-15：00　［岡崎げんき館］
市民公開講演会、無料血糖・血圧検査、糖尿病に関する相談、
パネル展示、歯周病・栄養相談を実施

- ― ― ― ― 愛知医科大学病院
0561-63-1683/
0561-63-1276

・11/9-13　［同病院内1Ｆ「オアシスホール」］　当院医師・薬剤
師・栄養士によるレクチャー、ポスター展示を実施

- ― ― ― ― 中部ろうさい病院 052-652-5511

・11/13　14：00-　　　［中部ろうさい病院　1階　正面玄関］
医師の講演、健康相談、血糖測定、腹囲測定、運動教室、ポス
ター展示、クイズ、スタンプラリーなどを実施
・11/14　14：00-18：00　［今池あらたると］blue circle progect  糖
尿病×音楽！？糖尿病の知識を身につけてライブも楽しめる一
石二鳥なイベント　入場無料(ワンドリンク制500円～)

66 ブルーライトアップ 11/11～14 17：00～22：00 ひだまりクリニック ひだまりクリニック
052-776-7900/
052-776-7901

・11/14　14：00-15：00　［同院内］
血糖測定、療養相談、低カロリ食品の試食会を実施

- ― ― ― ― 一宮市立市民病院
0586-71-1911/
0586-71-1921

・11/13　10：00-15：00　［同病院内正面玄関ロビー］　糖尿病相
談、無料血糖測定(先着100名)、フットチェック、ミニ講座を実施

67 ブルーライトアップ 11/9～15 日没～夜明け 豊橋市保健所 豊橋市保健所
0532-39-9145/
0532-38-0770

・11/14　10：00-15：00　［こども未来館　ここにこ］　パネル展示、
簡易血糖検査(先着100名大人)、糖尿病クイズを実施

18：00～20：00 名古屋セントラル病院 名古屋セントラル病院　事務部
052-452-3188/
052-452-3190

ブルーライトアップ 11/11～14

静岡

愛知

64

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

68 ブルーライトアップ 11/9～15 17：00～24：00 一般社団法人　豊橋市薬剤師会 一般社団法人　豊橋市薬剤師会
0532-47-0830/
0532-47-5298

69 ブルーライトアップ 11/9～15 日没～19：00 豊橋市民病院　正面玄関付近 豊橋市民病院 0532-33-6111
・11/9～　11：00-13：00　［同病院内アトリウム］　簡易血糖測定、
フードモデル展示、パネル展示など実施

70 ブルーライトアップ 11/7～15 日没～22：00 糖尿病・甲状腺　いしやま内科クリニック いしやま内科クリニック
052-806-6001/
052-806-6002

・11/14　14：00-16：00　［同病院］　先生、スタッフと一緒にクリ
ニック周辺のウォーキングコースを楽しく歩きます
（雨天の際は室内にて楽しく運動を行う予定）

71 WDDブルーライトアップ IN 伊賀上野城 11/14 17：00～20：00 伊賀上野城 三重県糖尿病対策推進会議

059-331-2000/
059-331-0354

(三重県糖尿病協会)

72 ブルーライトアップ 11/14～15 17：00～20：00 赤塚クリニック 赤塚クリニック
059-265-2511/
059-265-4862

73 16：30～夜明け JR岐阜駅北口駅前広場

・11/15　18：00-20：00　［岐阜グランドホテル2階「ロイヤルホー
ル」］　　記念セミナー　(ヘルシー弁当1500円希望の方要予約)セミ
ナー会場にて、各種展示、血糖値測定、相談コーナーあり16：30
～18：00

74 17：00～22：00 岐阜城
・11/1-30　［岐阜グランドホテル、岐阜都ホテル、十八楼、ホテル
パーク、石金、きんか、鵜匠の家すぎ山］
700kcal健康食メニュー企画　(※予約が必要)

75
11/8～

15(休館日
火曜日除く)

17：00～21：00 飛騨･世界生活文化センター

・11/15　13：00-15：00　［高山グリーンホテル］
記念セミナー、健康相談を実施　※糖尿病ランチをご希望の方
は要予約　　(問合せＴＥＬ0577-32-1111)
・11/1-30　［ホテルアソシア高山リゾート、ひだホテルプラザ、高
山グリーンホテル、ベストウエスタンホテル高山］　700kcal健康食
メニュー企画　(※予約が必要)

76 11/9～15 17：00～21：00
（雨天中止）

旧今井家住宅
・11/9　18：30-20：30　［みの観光ホテル］　記念セミナー開催
※事前申込必要(問合せＴＥＬ0575-33-1221)

77 11/9～15 18：30～20：30 大垣城
・11/9　17：00-18：30　［大垣市総合福祉会館］
市民公開講演会開催　　(問合せＴＥＬ0584-89-5800)

78 11/12～15 17：00～夜明け 郡上八幡城
・11/15　15：30-17：30　［郡山市八幡防災センター］
記念セミナー開催　(問合せＴＥＬ0575-65-6868)

79 11/14 17：00～21：00 多治見修道院

・11/14　12：30-15：30　［多治見市医師会館2階大ホール］
記念セミナー開催、セミナー会場にて糖尿病予防のお食事会（先
着50名・お弁当代700円を添えて多治見市医師会へ予約申込が
必要）、特別講演会（先着100名・聴講無料・予約不要）
問合せＴＥＬ0572-22-3051

80 11/9～15 17：00～22：00 多治見市役所駅北庁舎

- ― ― ― ―
・11/29　10：00-15：30　［河川環境楽園を発着地点としたコース］
川島地区を周回し138タワーパークを散策
※事前申込必要(問合せＴＥＬ058-383-1231)

岐阜県糖尿病対策推進協議会
058-274-1111/
058-271-1651

11/6～15
058-274-1111/
058-271-1651

岐阜県糖尿病対策推進協議会

三重

「世界糖尿病デー」ブルーライトアップ事業

愛知

岐阜

「世界糖尿病デー」ブルーライトアップ事業

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

81 富山城ブルーライトアップ 11/12～15 17：00～22：00 富山城址公園 ・11/12　16：30～点灯式

82 世界糖尿病デー　ブルーライトアップ 11/9～11/15 日没～22：00 インテックタワー111ビル

83 富山赤十字病院正面外壁ブルーライトアップ 17：00～21：00 富山赤十字病院
・11/9-13　9：30-16：00　［富山赤十字病院2階やすらぎホール］
午前：内臓脂肪測定、血糖測定/健康診断、栄養相談、運動体
験　午後：公開糖尿病教室開催

84 世界糖尿病デー　ブルーライトアップ 19：00～21：00 黒部市民病院

・11/14　19：00-21：00　［黒部市民病院］　新外来棟をスクりーン
にし糖尿病関連のスライドや動画を映写を実施
・11/2-14　18：00-21：00　［黒部市民病院］　糖尿病関連情報ポ
スターを掲示、関連資料を配布

- ― ― ― ―
・11月～　［黒部市民病院、下新川郡医師会員医療機関］
ブル-飾りの啓発活動

85 世界糖尿病デー　ブルーライトアップ 11/12～13 18：00～ 魚津駅前モニュメント「たてもん」

86 済生会病院中庭ブルーライトアップ 11/1～30 17：00～21：00 済生会富山病院　中庭
・11/14　［済生会富山病院］　9：00-11：30　血糖測定、足の血管
年齢測定、エルプメーター体験コーナー、食事相談コーナー、低
カロリー食品展示　　11：30-12：00　　ランチョンセミナー

- ― ― ― ―
・11/7　14：00-16：00　［新川文化ホール］
一般市民を対象とした糖尿病啓発事業の講演会を開催

- ― ― ― ―
・11/14　14：00-17：00　［フューチャ―シティ　ファポーレ］
ＨｂＡ1ｃ・血圧測定、食育システムＳＡＴ、歯周病チェック、フットプ
リント、療養相談など開催

- ― ― ― ―
・11/3　9：00-12：00　［射水市新湊中央文化会館］
講演会、パネル、食品展示、寸劇など開催

- ― ― ― ―
・11/12-13　11：00-　［富山労災病院］
ランチョン劇場、クイズ、運動、フットケアなど実施

- ― ― ― ―
・11/12　9：00-16：00.11/13　9：00-12：00　［富山逓信病院］
食事指導、療養相談、フットケアなど実施

- ― ― ― ―
・11/7　10：00-15：00　［イオンモール高岡］　無料血糖測定、食
事クイズ、バルーンアートなど実施

- ― ― ― ―
・11/12　9：30-11：00　［北陸中央病院　1階エントランスホール］
医師講演、血糖チェック、展示コーナー、フットチェック、フットケア
など実施

- ― ― ― ―
・11/12　9：00-13：00　［八尾総合病院　玄関ホール］　血糖測
定、フットケア、療養相談など実施

11/14

076-429-4466/
076-429-6788

富山県糖尿病対策推進会議
076-429-4466/
076-429-6788

富山県糖尿病対策推進会議

富山

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

87 11/14～23 日没～22：00 金沢城公園石川門、五十間長屋(三の丸広場側)

・11/14　18：20　点灯式(金沢城公園入口休憩所付近)
・11/15午後　［ホテル金沢］県民向けフォーラム開催
・11/15午前　［七尾サンライフプラザ］県民向けフォーム開催

88 金沢医科大学 ・11/14　16：30　点灯式

89 穴水総合病院

90 11/13～21 珠洲市総合病院

91 11/14～30 金沢赤十字病院

92 11/14 18：00～22：00 小松市民病院

福井 93 世界糖尿病デー　ブルーライトアップ in 福井 11/14～21 18：00～22：00 丸岡城 福井県糖尿病対策推進会議
0776-24-0387/
0776-21-6641

・11/21-22　10：00-17：00　［福井県産業会館］
ふくい味の祭典　血糖測定、栄養相談、歯科検診、糖尿病に関
する健康相談を実施

94 彦根城ブルーライトアップ 11/14 日没～21：00 彦根城天守 滋賀県糖尿病対策推進会議

0749-22-6050/
0749-26-0754
(彦根市立病院)

95 世界糖尿病デー2015 11/13 日没～22：00 社会医療法人誠光会草津総合病院 社会医療法人誠光会草津総合病院
077-563-8866/
077-565-9313

・11/13　11：00-14：00　［同病院内1階エントランスホール］
ミニレクチャー、各測定、検査、生活習慣チェック、食事相談、運
動体験、相談コーナー、クイズを実施

96 永源寺ブルーライトアップ 11/14 17：00～21：00 臨済宗総本山永源寺 ㈲永源寺マルベリー
0748-27-0772/
0748-27-1475

97 18：00～21：00 二条城

98 東寺五重塔

99 京都タワー

100 京都府庁旧本館

101 京都市役所(塔屋部分)

102 京都府立医科大学　旧図書館棟

103 八坂神社

104 福知山城

105 伏見桃山城

・11/14　I京都タワー下　塩小路鳥丸交差点］
まゆまろ＆たわわちゃん　との啓発活動

11/14

未定

11/14～1週間

石川県糖尿病対策推進会議

18：00～22：00

076-239-3800/
076-239-3810

ライトアップ石川

滋賀

京都 「世界糖尿病デー」糖尿病対策講座およびブルーライトアップ
075-354-6109/
075-354-6097

京都府医師会
（地域医療1課）

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

106 園部城

107 西舞鶴駅前時計台

108 グンゼ博物苑

- ― ― ― ―
・11/14　10：00-17：00　［京都国際会館］　「世界糖尿病デー」糖
尿病対策講座（日本糖尿病協会近畿地方会の市民イベントと合
同で開催）

109 大阪城

110 通天閣

111 天保山大観覧車

- ― ― ―
・11/8　13：00-16：00　［梅田地下街ディーズスクエア］
糖尿病相談コーナー、血糖値・HbA1c測定、パネル展示、ティッ
シュ・パンフレット配布を実施

112 ブルーライトアップ 11/9～11/14 日没～22：00 中津病院病院バス停前植え込み 大阪府済生会中津病院
06-6372-0333/
06-6372-0339

・11/14　13：00-15：00(14：30受付終了)
［同病院北棟2階エレベータ前］
無料血糖測定、無料生活習慣病指導を実施
16：00-16：30　ＩＳＳＩＮというデュオによるコンサート

- ― ― ― ― 大阪市立十三市民病院
06-6150-8000/
06-6150-8680

・11/6　14：00-16：00　［同病院内］　血糖測定、体脂肪測定、血
管年齢測定、フードモデルを用いた食育体験、医師講演などを
開催
・11/7　10：00-12：00　［同病院内］減塩食についての講演を開

113 ブルーライトアップ 11/11～14 17:00～20:00 久米田外科整形外科病院　正面玄関横らせん階段部 久米田外科整形外科病院
0724-43-1891/
0724-43-2738

・11/11～11/14　無料血糖測定、結果説明、医師の健康相談、
ポスター掲示、チラシ・ティッシュ配布を実施

114 病院屋上ブルーライトアップ 11/9～14 18：00～19：.30 有田市立病院(屋上) 有田市立病院
0737-82-2151/
0737-82-2154

115 世界糖尿病デー和歌山城ライトアップ 11/14 17：00～22：00 和歌山城公園 和歌山県糖尿病対策会議 073-445-9436/同

・11/8　13：30-16：30　［和歌山県ＪＡビル　なごみホール］基調講
演、教育講演、実技指導「健康運動療法」、健康○×クイズ
［県内糖尿病啓発指導協力施設］　県民公開講座・ライトアップを
広報するポスター・チラシ貼布、糖尿病啓発ティッシュ(10,000個)
を配布

116 薬師寺西塔ブルーライトアップ2015/世界糖尿病イベント（仮） 11/14 19時頃（日没後）～22：00 薬師寺（奈良市）
・11/14　ウォーク（西ノ京駅～大池～休ケ丘八幡宮～西ノ京駅）
薬師寺内で講演会、ブルーライトアップ撮影会を実施

117 世界遺産　金峯山寺ブルーライトアップ/STOP Diabetes★NARA2015（SDN2015） 11/12～15 16：30～22：00（予定） 金峯山寺（吉野郡吉野町） ・11/12～15　参拝者への糖尿病啓発チラシ配布を実施

118 11/13～14 明石海峡大橋

119 11/2～20 北播磨総合医療センター

06-6628-2221/
06-6628-4707

(JR大阪鉄道病院内)

奈良県糖尿病対策推進会議

和歌山

0744-22-8502/
0744-23-7796

大阪糖尿病対策推進会議

075-354-6109/
075-354-6097

京都府医師会
（地域医療1課）

日没～24：00

日没～22：00

世界糖尿病デ―"おおさか”2015ライトアップ

京都

「世界糖尿病デー」糖尿病対策講座およびブルーライトアップ 11/14 18：00～22：00

大阪

兵庫 世界糖尿病デー イン 兵庫 ブルーライトアップ

・11/15　14：00-16：30　［兵庫県医師会館　2階大会議室］
講演、展示など実施兵庫県世界糖尿病デー実行委員会

078-382-5868/
078-382-2080

奈良

11/14

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

120 18：00～22：00 MOSAIC大観覧車

121 日没～23：30 神戸ポートタワー

122 日没～24：00 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

123 18：00～23：30 ホテルオークラ神戸

124 18：00～24：00 辰鼓楼

125 神戸市役所

126 フラワーロード

127 日没～22：00 ひまわりの塔

128 日没～24：00 姫路城

129 ブルーライトアップ 11/1～30 17：00～22：00 にしかげ内科クリニック にしかげ内科クリニック
078-706-6500/
078-706-6503

・11/21　糖尿病教室（毎月開催）を開催

130 旧遷喬尋常小学校

131 岡山城

132 岡山ターミナルスクエアビル

133 備中国分寺

134 津山城

135 鶴山公園備中櫓

136 津山中央病院

137 ブルーライトアップ 11/13～15 17:00～翌朝6：00 中島病院　横「城西浪漫館」 医療法人和風会中島病院
0868-22-8251/
0868-22-8252

138 11月14日世界糖尿病デーブルーライトアップ 17：00～22：00 広島城

・11/14　［基町クレドふれあい広場］
街頭啓発、ヴィジョンへのＶＴＲ放映を実施
・11/14　［広島市内路面電車内］　糖尿病講座を実施

139 世界糖尿病ＤＡＹ福山地区イベント 未定 芦田川大橋
・11/14　15：00-19：00　［さんすて福山］来店された一般市民を
対象に無料血糖測定を実施

140 ブルーライトアップ 11/14 18：00～22：00 尾道市西国寺
・11/14　しまなみ交流館での講演会、クイズ、メディアコンサート
を実施

141 三次世界糖尿病デーブルーライトアップ 11/6～16 日没～22：00 十日市コミュニティーセンター
・11/8　［三次市健康福祉センター］9：00-17：00
みよし健康福祉まつり：無料血糖測定、医師による無料相談を実
施

・11/14　岡山駅他、岡山市内8か所にて世界糖尿病デーに関す
電光掲示による啓発運動を実施
・11/14　［岡山市役所］［岡山県庁］　懸垂幕掲示を実施

11/14
086-235-7235/
086-222-5214

11/8～14

広島県糖尿病対策推進会議
082-232-7211/
082-293-3363

「世界糖尿病デー」ブルーライトアップイベント 18：00～24：00

0868-21-8111/
0868-21-8201

日没～23：00

世界糖尿病デー イン 兵庫 ブルーライトアップ 兵庫県世界糖尿病デー実行委員会

世界糖尿病デーブル-ライトアップ 11/14 18：00～24：00 津山中央病院

兵庫

078-382-5868/
078-382-2080

11/13～
15

岡山

広島

岡山県糖尿病対策推進会議

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

142 ブルーライトアップ 11/10～15 18：30～20：30 庄原市役所本庁舎　市民ホール
・11/10-20　［1階ロビー］　食育ポスター展示、庄原市国保にか
かる医療費状況のパネル展示を実施

- ― ― ― ―
・11/14　11：00-14：30　［庄原赤十字病院］　理学療法士による
運動指導、健康チェック（血圧・体組成・血糖・みそ汁試飲）、講演
会、パネル展示、コースターづくりを実施

鳥取 143 「世界糖尿病デー」 in 鳥取2015・米子市文化ホールブルーライトアップ 11/14 17：20～21：00 米子市文化ホール 鳥取県糖尿病対策推進会議
0857-27-5566/
0857-29-1578

・11/14　16：00-17：00　［同ホール内イベントホール］
糖尿病に関する市民向けの講演会を開催

144 17：30～20：00 出雲大社　御本殿(国宝) ・11/14　15：30-17：00　［出雲大社社務所2階］　記念講演会

145 宇迦橋大鳥居

146 旧大社駅(重要文化財)

147 11/2,4,7,9～15 18：00～20：00 山口県総合保健会館（山口市） ・11/14　13：00-16：30　［下関市生涯プラザ（ドリームシップ）2階・3階］

148 11/14（予定） 永源山公園の風車（夢風車：周南市）

149 11/12～14 海峡ゆめタワー（下関市）

150 亀山八幡宮参道（下関市）

151 秋田商会ビル・南部町郵便局（下関市）

152 旧英国領事館(下関市)

153 下関市消防局　中央消防署　火の見櫓

154 はい！からっと横丁観覧車（下関市）

155 18：00～21：00 錦帯橋（岩国市）

156 ときわ公園観覧車（宇部市）

157 やまぐちフラワーランド「花くるりん」（柳井市）

158 柳井市町並み資料館等（柳井市）

159 日没～22：00 琴弾公園・銭形

160 17：00～24：00 丸亀城

161 日没～23：00 玉藻公園

162 土渕海峡

163 さぬき市民病院

164 ブルーライトアップ 11/9～11/14 日没～夜明 白鳥病院駐車場 香川県立白鳥病院
0879-25-154/
0879-25-5410

庄原市の地域医療を考える会
0824-72-3111/
0824-72-3576

香川県糖尿病対策推進会議

11/14（予定）
17：30～22：00

11/14

島根

世界糖尿病デー in 香川 2015 ブルーライトアップ

「世界糖尿病デー」やまぐちブルーライトアップイベント2015

11/12～14

11/8～15

・11/14　14：00-17：00　［出雲大社　御神苑・旧大社駅］
展示物案内：日本糖尿病協会・患者会紹介・企業展示
健康ブース：健康相談、栄養相談、血糖測定、展示品、運動療法
等

ミニコンサート、講演会、運動療法指導（30分前より受付、先着50
名）、自己血糖測定（先着100名）、糖尿病に関する展示、クイズ
ラリー（先着100名景品あり）、17：00～トワイライトウォークラリー
（ブルーライトアップを見ながら皆さんでウォーキングしましょう！）

島根県糖尿病対策推進会議11/14

17：00～21：00

0853-20-2183/
0853-23-8650

(島根大学医学部内)18：00～20：00

「世界糖尿病デー」やまぐちブルーライトアップイベント2015

香川

087-823-0155/
087-823-0266

山口県糖尿病対策推進会議

083-922-2510/
083-922-2527

083-922-2510/
083-922-2527

17：30～22：00

17：30～22：00

世界糖尿病デー出雲大社ブルーライトアップ

山口県糖尿病対策推進会議

山口

広島

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

165 11/未定 夕刻 阿波おどり会館 徳島県糖尿病対策推進会議
088-633-7587/
088-633-7589

・11/未定　ブルーライトウォーキング
・11/8　［ふれあい健康館］糖尿病フォーラム徳島2015市民公開
講座　　・11/29　［徳島県JA会館］　糖尿病予防キャンペーン

166 11/10～14 徳島県立中央病院

167 11/1～30 徳島市民病院

168 11/9～16 徳島県鳴門病院

169 11/9～ 美馬市デ・レイケ公園

高知 170 高知城ブルーライトアップ 11/14 18：00～23：00 高知城（天守閣、追手門） 高知県糖尿病協会
088-880-2343/
088-880-2344

（高知大学医学部）

・11/1　［高知城公園］　10：30-15：00
2015年歩いて学ぶ高知ウォ-クラリー開催
・11/15　13：55-16：00　［高知県民文化ホール　第6多目的室］
市民公開講座開催

171 ブルーライトアップ 11/1～15 17：00～21：00 聖光会鷹の子病院 聖光会鷹の子病院
089-976-5551/
089-976-5572

172 今治市公会堂ブルーライトアップ 11/13～15 17:00～22：00 今治市公会堂 今治市医師会
0898-22-0660/
0898-22-2655

(いまおか内科クリニック)

173 日没～22：00 いよてつ高島屋（大観覧車くるりん）

174 日没～23：00 松山城

175 18:00～21：00 福岡ブロック会場(旧福岡県公会堂貴賓館)

・11/14　18：00-点灯式
・11/14　10：00-16：00　［天神中央公園芝生広場］　ミニレク
チャー、血糖自己測定指導＆栄養・医療相談、小冊子の配布を
実施

176 18:00～21：00 北九州ブロック会場(ＪＲ黒崎駅舎、ペデストリアンデッキ)

・11/14　18：00-点灯式
・11/14　16：00-19：00　［黒崎コムシティ］　ミニ講演会、血糖自
己測定指導＆栄養・医療相談、小冊子の配布を実施

177 18：00～21：00 筑豊ブロック会場(田川市石炭記念公園竪坑櫓、煙突)

・11/14　18：00-点灯式
・11/14　14：30-演奏終了時［田川医師会館］ミニ講演会、血糖
自己測定指導＆栄養・医療相談、展示(パネル・フードモデル・食
事献立表)、田川高校吹奏学部による演奏を開催

178 18：00～21：00 筑後ブロック会場(聖マリア病院外来診療棟)

・11/14　18：00-点灯式　・11/14　15：00-18：00　［聖マリア外来
診療棟2階Ｓブロック］　ミニ講演会、認知症予防のためのiPad
ノート体験会、血糖自己測定指導＆栄養・医療相談、展示（糖尿
病治療の進歩・食事・運動等）、ミニコンサートを開催

・11/7　［徳島中央公園　鷲の門広場］　15：00-18：30（予定）
健康セミナー、阿波踊り体操、ウォーキング、点灯式、アトラク
ション　　　（健康○×クイズ・抽選会）を実施（先着順500名：参加
者全員に記念品贈呈）
・11/14　［13番大日寺～17番井戸寺］8：15-11：40　13番大日寺
～17番井戸寺までの5つの札所を巡るウォークを実施

・11/10　［阿南ひまわり会館2階　ふれあいホール］18：00-20：00
講演会を実施（受付17：30～）
・11/23　［徳島グランヴィリオホテル1Ｆ］　13：30-
セミナー、体験、歯科相談、展示コーナーなどを開催（定員300
名：サンスター製品プレゼント）

徳島

未定 徳島県医師会

ブルーライトアップin徳島

愛媛

福岡

・11/15　10：00-16：00
　［松山市大街道2丁目商店街］　各種健康相談・健康チェック、
口腔ケア指導、パネル展示、チラシ配布、体操イベントなど開催

福岡県糖尿病対策推進会議
092-631-0656/同
(福岡県糖尿病協会)

愛媛県糖尿病対策推進会議

080-5667-2786/
089-960-5423

(愛媛大学医学部)

11/14

みんなでブルーサークル 糖尿病予防 in えひめ

088-622-0264/
088-623-5679

11/14

世界糖尿病デー2015ブルーライトアップＦＵＫUOKA

世界糖尿病デー実行委員会
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都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
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・以下各地で啓発活動実施

10/10,11［中部地区］　リレーフォーライフ

10/18［中部地区　大野川河川敷］コスモスまつり

10/18［中部地区　東部公民館］　東部公民館まつり

10月［南部地区］　津久見市ふるさと振興祭

10月-11月［国東地区］　国東町ふるさと祭り

10月-11月［国東地区］　安岐町ふるさと祭り

10月-11月［国東地区］　国見町ふるさと祭り

10月-11月［国東地区］　武蔵町ふるさと祭り

11/3［中部地区］古国府地区イベント

11/1［中部地区　大分大学旦野原キャンパス］　大分大学イベン
ト
11月［西部地区　湯布院］　スポーツレクリエーション大会

11/8［別府地区］　世界糖尿病デイ関連活動

11/8　午前・午後［中部地区　パークプレイス］世界糖尿病デイ関
連活動

11月［西部地区　玖珠］　糖尿病予防維進活動

11月［西部地区　庄内］　糖尿病予防維進活動

11月［豊肥地区］　世界糖尿病デイ関連活動

11/15［中部地区　ホルトホール］　世界糖尿病デイ記念講演会

11/15［中部地区　日岡小学校］　日岡地区健康つくりイベント

11月［北部地区］　第40回糖尿病教室

佐賀 180 2015年　世界糖尿病デー in さが 11/9～15 17：30～22：00 唐津城 佐賀県糖尿病対策推進会議

0952-33-1414/
0952-33-0102

・11/3　10：00-14：00　［嬉野商店街（嬉野秋祭り会場）］
血糖・ＨｂＡ1ｃ・血圧測定、歯周病チェック、薬剤・健康・栄養相
談、食品などの展示、ポケットティッシュ・ちらし配布など開催
・11/10-15　10：00-14：00　［佐賀県庁本館］　懸垂幕掲示
・11/3　ＳＴＳテレビスポット放送を活用した広報、記者発表など
による県民等への広報活動を実施

長崎 181 世界糖尿病デー in 長崎 11/14 18：00～22：00 眼鏡橋 長崎県糖尿病対策推進会議

095-825-0092/
095-825-0136
(大坪クリニック)

・11/14　13：00-17：00
　［眼鏡橋周辺］　無料血圧・ 血糖測定や栄養相談など実施

182 11/14 日没 ～23：00 熊本城

183 11/9～15 18：00～22：00 天草キリシタン館

・11/14　17：00-　［熊本市辛島公園］
global diabetes walk（パレード）実施

096-373-5169/
096-366-8397

（熊本大学大学院）

WORLD DIABETES
DAY  in KUMAMOTO

実行委員会

大分県糖尿病協会 097-586-5052/同

WORLD DIABETES DAY 2015 in KUMAMOTO熊本

大分 ブルーライトアップイベント 11/14 日没～0：00 別府タワー179

世界糖尿病デー実行委員会



平成27年世界糖尿病デー　全国各地のブルーライトアップイベント一覧 2015/11/11　現在

日付 時間 会場 団体名 TEL/FAX
都道府県

ブルーライトアップイベント お問い合わせ先
イベント名 その他イベント

- ― ― ― ―

・11/8　9：30-16：00　［イオンモール都城駅前　イーストコート］
血圧測定、自己血糖測定、医療相談、栄養相談、口臭測定
・11/15　9：30-16：00　［イオンモール宮崎　ウエストコート］
自己血糖測定、医療相談、栄養相談、口臭測定の実施

184 世界糖尿病デーin宮崎2015　 11/9～15 日没～22：00 宮崎県庁本館
・11/1　13：30-16：30　［宮崎市民文化ホール］　　ブルーライト
アップ点灯式、講演会、ミュージックイベントを開催

185 アミュプラザ鹿児島屋上観覧車（アミュ覧）
・11/9-15　8：00～23：00［ＪＲ鹿児島中央駅アミュ広場アミュビ
ジョン］糖尿病対策啓発ＤＶＤ放映を実施

186 ドルフィンポートなぎさタワー

187 世界糖尿病デーブルーサークル・ライトアップイルミネーション 11/1～12/31 18：00～22：00 いちき串木野市旭町中心商店街　ロータリー交差点内

・12/6　12：00-16：00　食育まつり：無料血圧・血糖測定、健康相
談、展示・掲示物を実施

188 世界糖尿病デ―2015＠川内 11/1～14 終日 駅前シンボルツリー（薩摩川内市内）

・11/1～14　終日　［薩摩川内市内］　スクリーン告知、ポスター
掲示、ティッシュ配布、ヘルシー弁当に尿糖検査紙を添付、地元
川内ラジオ局で啓発告知ＣＭ放送など実施

- ― ― ― ―
0996-32-0080/
0996-29-3921

（さゆりクリニック）

・12/6　9：30-16：00　［アクアホール］　世界糖尿病デーや糖尿
病についての啓発用掲示・展示物を設置、希望される市民の方
に無料血糖値測定・味覚テスト、健康相談、栄養相談、清涼飲料
水の砂糖ペットボトルを展示

189 世界糖尿病デー記念イベント：ブルーライトアップ 11/2～30 18：00～21：00 沖縄県医師会館 沖縄県糖尿病対策推進会議
098-888-0087/
098-888-0089

- ― ― ― ― 沖縄県糖尿病協会
098-886-6955/
098-884-2600

・11/7　10：00-18：00　［パレットくもじ市民劇場及びパレットくもじ
前広場］　講演会（無料）、医師による健康相談、栄養士・看護
師・運動指導士による食事（栄養）、療養、運動相談（いぞれも無
料）、パネル展示を実施

沖縄

鹿児島

ブルーライトアップ 11/9～15 未定

099-254-8121/
099-254-8129

鹿児島県糖尿病対策推進会議

宮崎 宮崎県糖尿病対策推進会議
0985-22-5118/
0985-27-6550

世界糖尿病デー実行委員会


