
千葉市薬剤師会「まちかどお薬講演会（相談会）」のご紹介 

 

千葉市薬剤師会では地区公民館などで地域住民を対象として、地域の薬剤師が「薬の正

しい使い方」などの講演会や「お薬相談会」を実施しています。 

 

まちかどお薬講演会（開催可能日：水曜日・木曜日・日曜日） 

４０分～５０分ほどで「薬の正しい使い方」などの講演を行い、その後、10 分～２０分

ほどのご質問やご相談をお受け致します。 

 

まちかどお薬相談会（開催可能日：日曜日） 

20 分～３０分ほどで「薬の正しい使い方」などの講演を行い。その後、30 分～４０分

ほどのお薬相談や健康相談をお受け致します。 

 

※上記は基本プランであり、ご希望に応じて内容や時間を調整させていただきます。 

 

 【講演の基本テーマ】 

 お薬の正しい使い方 

 セルフメディケーションと OTC 

 高齢者と薬 

 

本講演会（相談会）は、千葉市の各区で年１

回を計画しており、募集期間中に複数の申し

込みがあった場合は抽選とさせていただきま

す。抽選等でご希望に沿えなかった際は、次

年度以降に考慮させていただきます。 

 

また、この他に、YouTube チャンネル「市

民公開講座」として、お薬に関わるテーマで

動画配信しております。無料でのご提供とな

っておりますので是非ともご利用ください。 

http://www.chibashiyaku.or.jp/index.php 

 

 

（一社）千葉市薬剤師会 TEL 043-242-8193 FAX 043-244-9360 

 

 

 

令和 3 年●月●日 
○○時〜○○時 
場所： 



申込日　：　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

団体名

住所

担当者

連絡先　　ＴＥＬ・FAX

Email

開催場所

　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　水曜日　・　木曜日　・　日曜日　　

　 午前　 ・　午後　　(具体的な時間　：　            　　　　～   　　  　     　　　 )

その他候補日（必須）

希望内容 ●形式　　　□お薬講演会（講演を主体）　　□お薬相談会（相談を主体）

●内容

□　薬の正しい飲み方

□　セルフメディケーションとOTC (健康食品の話を含みます)

□　高齢者と薬

対象者（年齢等）

参加人数（予定） 最低１０名以上の人数でお願いいたします。

その他ご意見・質問等

備考

本講演会（相談会）は、千葉市の各区で年１回を計画しており、募集期間中に複数の
申し込みがあった場合は抽選とさせていただきます。抽選等でご希望に沿えなかっ
た際は、次年度以降に考慮させていただきます。

本講演会の他に、YouTubeチャンネル「市民公開講座」として、お薬に関わるテーマ
で動画配信しております。無料でのご提供となっておりますので是非ともご利用くだ
さい。
http://www.chibashiyaku.or.jp/index.php

千葉市薬剤師会　まちかどお薬講演会　申込書

必要事項をご記入の上、千葉市薬剤師会事務局までＦＡＸをお願い申し上げます。

希望日時

後日改めて千葉市薬剤師会より連絡させていただきます。

（一社）千葉市薬剤師会　TEL  043-242-8193　　ＦＡＸ  043-244-9360



団体名

担当者

連絡先　　ＴＥＬ・FAX

Email

開催場所

開催日時

予定人数

講演内容

資料の準備
資料は事前にメールで送信させていただきます

貴団体の設備
機材は薬剤師会でご用意可能です

事前の動作確認をお願いします

（例）

その他

（一社）千葉市薬剤師会   TEL　043-242-8193　　ＦＡＸ　043-244-9360

受付場所（□会場内　　□会場外（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
会場見取り図

※延長コードは貴施設でご用意をお願いします

千葉市薬剤師会　「まちかどお薬講演会」　確認事項

この度は、当講演会にお申込みをいただき誠にありがとうございます。

講演会開催が決定した団体様におかれましては、下記にご記入の上、千葉市薬剤師会にFAXをお願い
申し上げます。

□プロジェクター（□HDMI端子あり　□VGA端子あり）

　　　　年　　　月　　　日（　　　）　［　　　：　　　～　　　：　　　　］　　　　　　分

　　　　　　　人　（対象：　　　　　　　　　　　　）

●形式　　　□お薬講演会（講演を主体）　　□お薬相談会（相談を主体）

●講演タイトル

□スクリーン（大きさ　縦　　　　　㎝　、横　　　　　　　㎝）

会場の広さ（　　　　　㎡）、着席時最大収容人数（　　　　　　　人）　

●具体的な要望

□　印刷物（資料）は貴団体で用意

□　印刷物（資料）は千葉市薬剤師会で用意

□駐車スペース（　　台）

スクリーン

プロジェクター

入口

座席
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令和3年度　

日付 時間 場所 内容 講師 参加者人数

①お薬の正しい飲み方 安藤博之

②おくすり相談会 速水智惠

①お薬の正しい飲み方

②おくすり相談会

①お薬の正しい飲み方 高橋節子

②おくすり相談会(中止)

14：00～16：00

10：00～12：00

10：00～11：30

蔓延防止適用期間の為
中止

2022年3月17日 生浜公民館 20名

2021年11月18日 幸町公民館 20名

2022年2月6日 更科公民館

まちかどお薬講演会実績



日付 場所 内容 参加者人数

①お薬の正しい飲み方

②おくすり相談会

①お薬の正しい飲み方

②おくすり相談会

①お薬の正しい飲み方

②おくすり相談会

①お薬の正しい飲み方

②おくすり相談会

①お薬の正しい飲み方

②高齢者と薬

①お薬の正しい飲み方

②高齢者と薬

①お薬の正しい飲み方

②高齢者と薬

①お薬の正しい飲み方

②高齢者と薬

①お薬の正しい飲み方

②高齢者と薬

①お薬の正しい飲み方

②高齢者と薬

2019年11月12日 火曜日 新宿公民館 18名

2019年12月8日 日曜日 黒砂公民館 19名

2019年11月1日 金曜日 宮崎公民館 16名

2019年8月20日 火曜日 UR集会所 (花見川区朝日ヶ丘） 12名

2019年10月17日 木曜日 星久喜南部会館 10名

2019年7月10日 水曜日 幕張西公民館 20名

2019年7月14日 日曜日 三和会館 27名

平成３１年度　

2019年7月7日 日曜日 土気あすみが丘プラザ 34名

2019年5月16日 木曜日 ゆみーる鎌取ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 16名

2019年5月30日 木曜日 千葉市社会福祉研修センター 17名

まちかどお薬講演会実績



平成３０年度 

日付 場所 内容 参加人数 

４月１９日 緑区 

ゆみーる鎌取 

① お薬の正しい使い方 

② お薬相談会 

２４名 

７月１４日 稲毛区 

稲毛スカイタウン 

① お薬の正しい使い方 

② 高齢者とお薬 

１９名 

７月２１日 稲毛区 

草野公民館 

① お薬の正しい使い方 

② お薬相談会 

２１名 

１１月１０日 美浜区 

検見川マリンタウン 

① お薬の正しい使い方 

② 高齢者と薬 

２０名 

１１月１７日 稲毛区 

グリーンプラザ園生 

① お薬の正しい使い方 

② 高齢者と薬 

２５名 

１１月２８日 中央区 

新宿公民館 

① お薬の正しい使い方 

② お薬相談会 

１０名 

１２月９日 花見川区 

幕張公民館 

① お薬の正しい使い方 

② お薬相談会 

５名 

２月１３日 美浜区 

ボナージュ稲毛海岸 

① お薬の正しい使い方 

② 高齢者と薬 

１７名 

２月１５日 中央区 

南町共栄会館 

① お薬の正しい使い方 

 

５５名 

３月２１日 稲毛区 

黒砂公民館 

① お薬の正しい使い方 

② お薬相談会 

１５名 

３月３０日 稲毛区 

宮野木あさま台自治会館 

① お薬の正しい使い方 

② 高齢者と薬 

２０名 

 

 



平成２９年度 

日付 場所 内容 参加人数 
７月２６日 稲毛区 

千草台団地 集会場 
① お薬の正しい使い方 
② お薬相談会 

２５名 

９月２４日 稲毛区 
コープ園生 集会場 

① お薬の正しい使い方 
② お薬相談会 

１８名 

９月２６日 花見川区 
さつきが丘公民館 

① お薬の正しい使い方 
② お薬相談会 

２４名 

１０月１２日 稲毛区 
萩台わかば自治会館 

① お薬の正しい使い方 
② お薬相談会 

１７名 

１１月９日 花見川区 
幕張公民館 

① お薬の正しい使い方 
② お薬相談会 

１４名 

１１月１８日 花見川区 
こてはし台中学校 体育館 

① お薬の正しい使い方 
 

３４名 

１２月７日 中央区 
千葉市社会福祉研修セン

ター 研修室 

① お薬の正しい使い方 
② お薬相談会 
 

２３名 

１月２４日 若葉区 
更科公民館 

① お薬の正しい使い方 
② お薬相談会 

１９名 

 

 



平成２８年度 

日付 場所 内容 参加人数 
４月１２日 若葉区 

大宮いきいきセンター 
① 薬の正しい使い方 
② 在宅における薬剤師の役割について 
③ お薬手帳の役割について 

１６名 

４月１３日 若葉区 
大宮いきいきセンター 

① 薬の正しい使い方 
② 高齢者と薬 

１４名 

４月１４日 若葉区 
大宮いきいきセンター 

① 薬の正しい使い方 
② 高齢者と薬 

１８名 

４月１５日 若葉区 
大宮いきいきセンター 

① 薬の正しい使い方 
② 高齢者と薬 

１５名 

４月１６日 若葉区 
大宮いきいきセンター 

① 薬の正しい使い方 
② 高齢者と薬 

１６名 

９月２２日 美浜区 
美浜いきいきプラザ 

① 薬の正しい使い方 
② 健康食品・サプリメントについて 
③ 高齢者と薬 

３１名 

１２月６日 緑区 
イオンゆみ～る鎌取ショ

ッピングセンター 

① 薬の正しい使い方 
② 健康食品・サプリメントについて 
③ 高齢者と薬 

１９名 

１月２９日 緑区 
越智いきいきセンター 

① 薬の正しい使い方 
② 健康食品・サプリメントについて 
③ 高齢者と薬 

１０名 

３月５日 中央区 
森の下会館 

① 薬の正しい使い方 
② 高齢者と薬 

２１名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

平成２７年度 

日付 場所 内容 参加人数 
６月２８日 美浜区 

高洲第二団地 第一集会所 
① 薬の正しい使い方 
② 高齢者と薬 

６０名 

１１月１５日 若葉区 
都賀いきいきセンター 

① 薬の正しい使い方 
② 健康食品・サプリメントについて 
③ 高齢者と薬 

２６名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

平成２６年度 

日付 場所 内容 参加人数 
６月１５日 中央区 

蘇我いきいきセンター 
① 薬の正しい飲み方 
② 自分で出来る健康管理をめざして 
③ 高齢者と薬 

１６名 

１１月９日 若葉区 
都賀いきいきセンター 

① 薬の正しい飲み方 
② 健康食品・サプリメントについて 
③ 高齢者と薬 

４０名 

１２月１８日 緑区 
椎名公民館 

① 薬の正しい飲み方 
② 高齢者と薬 

２０名 

１月１８日 稲毛区 
コープ園生 

① 薬の正しい飲み方 
② 健康食品・サプリメントについて 
③ 高齢者と薬 

１７名 

１月２８日 
 

 

美浜区 
脳トレ美浜会 

① 薬の正しい使い方 
② 薬をもらう際の注意点 
③ 高齢者と薬 

１５０名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

平成２５年度 

日付 場所 内容 参加人数 
５月１６日 中央区千葉県教育会館 ① 薬の正しい飲み方 ４５名 
６月１６日 中央区 

蘇我いきいきセンター 
① 薬の正しい飲み方 
② 自分で出来る健康管理 
③ 高齢者と薬 

２０名 

７月１７日 美浜区高浜公民館 ① 薬の正しい飲み方 
② サプリメントについて 
③ 高齢者と薬 

１７名 

１０月２０日 中央区松波公民館 ① 薬の正しい飲み方 
② サプリメントについて 
③ 高齢者と薬 

３２名 

１１月４日 稲毛区 
イオン稲毛文化ホール 

① 高齢者とかかりつけ薬局 ５０名 
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