
第2回

2017

sunday
10:00‒16:00

11
19 学校法人 大麻学園

四国医療専門学校 別館

ずっと健康、
  ずっと元気に。

場所

入場無料

どなたでも参加できます！

アクセス

別館住所

宇多津町浜五番丁 61－2
 ● JR 宇多津駅から徒歩約 8分
※ 車でお越しの際は、
 所定の駐車場に駐車ください。

お問い合わせ

TEL (0877) 41-2310
（鍼灸マッサージ学科・鍼灸学科教務部まで）

協賛 宇多津町 後援 四国新聞社

※ イベントの詳細についてはこちらまで
 お問い合わせください

http://www.459.ac.jp

今回の「健康で長生きまつり」では、看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、アスレティックトレーナー、
鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師など、それぞれの専門資格を持つ経験豊かな教員が、皆さまのからだ健康
チェックや健康講座、体操、治療体験などを行います。イベントは、からだの健康チェックに始まり、
認知・介護予防の体操、スポーツ、はりきゅう、美容、カラダよろこぶおいしいものなど、お子様からご高
齢の方までゆっくりお楽しみいただける内容です。ぜひこの機会に、ご家族皆さまでお立ち寄りくださいませ。

梅木佳子監督作品無料上映会

さぬき映画祭2015と2017の優秀企画上映作品「W&M」
「Lemon＆Letter」を上映します。当日、監督・出演者のアフター
トークあり！「Lemon＆Letter」は、札幌国際短編映画祭入選&
ベルリン国際フィルムメーカー映画祭６部門ノミネート。監督
賞＆脚本賞＆主演男優賞グランプリ３冠。

大藪雅孝展 ～ふるさとを描く～

会　期 11 月 3 日（金）、4 日（土）、
 5 日（日）、11 日（土）、
 12 日（日）、18 日（土）、
 19 日（日）の 7日間
時　間 10 時～ 16 時
後　援 丸亀高校同窓会
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参加費　 無料　　　時　間　 開場13時30分　開演14時
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イベント詳細

① 10:30～11:00 認知症予防の体操コグニサイズ

② 11:30～12:00 長寿とお灸

③ 12:30～13:00 介護予防のためのロコモ体操

④ 13:30～14:00 美容のツボで若々しく、そして美しく

⑤ 14:30～15:00 薬膳のき・ほ・ん

※ ①と③は動きやすい服装でお越しください。

ステージイベント

各回先着

50名様

① くぼさんのとうふ 青豆のおぼろどうふ
 とうふのドルチェ

② 柿茶本舗 柿茶

③ 佳杜 和漢ブレンド香花茶
 薬膳デザート

④ まねきねこ家 薬膳弁当、薬膳デザート

⑤ 紀州みなべ てらがき農園 無農薬の梅

⑥ 五色台ハーブ園 ハーブティー、ドライハーブ
 ハーブグッズ

⑦ ultra bakeshop & coffee 天然酵母のパン
 コーヒー・グラノーラ

⑧ ダイヤ FACTORY コルセットとサポーターの試着

⑨ 岩佐佛喜堂 貴妃や空海が使ったお香

⑩ インセクトシールドジャパン四国 着るだけで虫よけウェア

　 寳月堂 季節の和菓子
 本日限定 大麻学園クッキー

　 The FARM 牛スジカレー
 農家から直接仕入れた新鮮野菜

展示・販売

一緒に写真を撮りましょう♪

からだ健康チェック
看護師が身体測定（身長、体重、腹囲、血圧、血管年齢、
骨密度測定、体脂肪測定）、理学療法士が日常動作バランス、
柔道整復師が転倒キケン度、アスレティックトレーナーが
筋肉の硬さをチェックします。結果をふまえてそれぞれの
専門家がていねいにアドバイスします。

「浜五番丁工房」と「こどもの物づくり体験」
「浜五番丁工房ではお正月のプリザーブドフラワーを作ります」
材料費：500 円、時間：13 時～15 時、定員：20 名

「こどもの物づくり体験」
材料費：300 円、対象：年中～小学校低学年
※材料がなくなり次第終了

東洋医学体質チェックと鍼治療体験
ぽかぽかしょうが灸体験（お灸・お灸の本販売）

こどもの白衣体験

宇多津町観光 PRブース
宇多津町のゆるキャラ うーみん・ゆーみん・なーみんが遊び
に来ます。

ノルディックウォーキング（学校⇔臨海公園）
時間： ① 11 時～ 12 時　② 14 時～ 15 時　
集合：別館前、参加費：300 円

ブース

会　期 11 月 3 日（金）、4日（土）、5日（日）、11 日（土）、
  12 日（日）、18 日（土）、19 日（日）の 7日間

時　間 10 時～ 16 時

昨年惜しくも 79 歳で逝去された巨匠・大藪雅孝先生の没後記念展
を開催いたします。
屋島、讃岐富士など 30 点余りを展覧いたします。ぜひこの機会に
ご高覧賜りますようご案内申し上げます。

大藪 雅孝 Masataka Ooyabu
1937 年 ソウルに生まれる
1942 年 帰国、小学・中学時代は善通寺、
 高校時代は丸亀で暮らす
1960 年 銀座・村松画廊にて第１回個展
 東京藝術大学美術学部工芸科図案計画専攻卒業
1962 年 第 6 回シェル美術賞展に入選、佳作賞を受賞
1977 年 中国・モンゴルを取材旅行する
1982 年 東京藝術大学美術学部デザイン科助教授に就任

大藪雅孝展 ～ふるさとを描く～

1990 年 東京藝術大学美術学部教授に就任
2007 年 香川県文化功労者表彰
2010 年 ロシア ( モスクワ ) の国立美術館「- 現代日本絵画 - 日本の美展」の
 メイン作家として、ロシアアートアカデミーの会員に推挙される
2015 年 東京藝術大学名誉教授
2016 年  9 月 逝去

麺匠 豊三の薬膳うどんをご賞味ください！学生ホール

3年熟成梅のディップづくり【所要時間：30 分】
熊野古道に伝わる3年熟成梅を使って仁入りディップを作ります。

長寿のための紅葉塗香の調合体験【所要時間：60 分】
古来僧侶が健康長寿のために使用した塗香を紅葉をイメージし生薬で作ります。

リラックス＆脳とお肌の若返りアロマ【所要時間：60 分】
心までいい気分！ローズ＆ラベンダー炭酸アロマバスとオールイン１
アロマアンチエイジングクリームを作ります。

ワークショップ

参加費　 1,000 円　　　時　間　 11 時～、14 時～

参加費　 1,000 円　　　時　間　 12 時～、15 時～

参加費　 1,300 円　　　時　間　 10時30分～、13時30分～

タオル、飲み物を
お持ちください。

各回30分
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