2019年度 各郡市区歯科医師会「歯と口の健康週間」事業（予定）
郡市区
賀 茂

伊東市

熱海市
田 方

三島市

駿 東

沼津市

富士市

行

事

名

歯っぴースマイルフェスティバル
図画・ポスター展示、スタンプラリー、フッ素塗布・ブラッシング指導（衛生士会）
図画・ポスターコンクール審査
図画・ポスターコンクール展示
健康フェスタ2019
図画・ポスターコンクール及び8020コンクール表彰式、歯科健診・歯科相談、
ブラッシング指導・噛むカム指導コーナー（歯科衛生士）、野菜レシピコンテスト（伊東市歯科医師会協賛）
歯と口の健康週間ポスター１次審査
歯と口の健康週間ポスター2次審査・展示
歯と口の健康週間ポスター展示
図画・ポスター審査会
図画・ポスター展示
図画・ポスター審査会
元三島南高校美術教諭、三島市健康づくり課課長、三島市教育委員会、
三島市歯科医師会会長・広報理事による審査
図画・ポスター展示
歯と口の健康まつり・表彰式（図画ポスター）
噛むカムケア8020コンクール、無料歯科健診、さがせバイキンマンコーナー、図画ポスター展示コーナー、
三島市薬剤師会による薬の相談コーナー、歯科技工士会による石膏手形作り、
歯科衛生士会によるブラッシング指導、8020推進委員による紙芝居、
8020推進員によるオーラルフレイルチェック、食育認定店の料理講習会、ビッグチャンス抽選会！
御殿場市「第39回笑顔がうれしい歯っぴー祭り」
8020コンクール表彰式、歯科相談、ポスター・標語展示、ブラッシング指導、
むし歯のない５歳児認定証交付、衛生士会による歯や健康に良い菓子と試食、技工士会バルーンアート
清 水 町「歯の健康まつり」
8020コンクール表彰、幼児むし歯ゼロ優良施設表彰、図画・ポスター・標語展示、歯科健診、歯周病検査、
咬合力検査、歯ブラシ圧測定、ブラッシング指導、石膏模型づくり、手作りおやつ紹介、
8020推進員「むし歯予防の紙芝居上演」
裾 野 市「第41回健康と歯のフェスティバル・第40回よい歯をつくる親子のつどい」
8020コンクール表彰、7020認定表彰、５歳児表彰、３歳児認定、歯科健診、フッ素塗布、位相差顕微鏡、
ブラッシング指導、フッ素洗口、pHテスト、RDテスト、バルーンアート、石膏人形配布
小 山 町「第14回おやま健康フェスタ」
よい歯の５歳児表彰、食育ランド、お茶ふるまい隊、バルーンパフォーマンス、お口の健康チェック、
歯科相談、フッ素入りはみがきジェル体験、咀嚼力判定ガム
長 泉 町「福祉健康まつり」
咬む力チェック、歯周病チェック、ポスター展示、歯科健診、歯科相談、7020、8020、9020コンクール表彰、
8020推進員コーナー（人形劇「はなこちゃんの思いちがい」）
図画・ポスター審査会
図画・ポスター展示
表彰式
図画・ポスターコンクール、8020コンクール、親と子のよい歯のコンクール
「歯と口の健康週間」イベント Let's go歯ッピーウィーク
8020達成者表彰式、歯科健診・相談、キッズ歯科コーナー、健口コーナー、親と子のよい歯のコンクール、
クイズラリー、歯みがきコーナー・フッ素塗布、オーラルフレイル講演会、オーラルフレイルチェック
図画ポスター・標語コンクール 審査会
図画ポスター審査委員：元中学教諭（美術）３名、歯科医師会三役
標語コンクール審査委員：元小学校校長１名、歯科医師会三役
親と子のよい歯のコンクール 審査
親と子コンクール対象者90名
一次審査：往復はがきで１次審査実施（４月17日発送）書類選考
二次審査：生活習慣、口腔内診査等…市長賞１、会長賞２、優秀賞 若干名
富士市 歯と口の健康週間 表彰式（富士市・富士市教育委員会・（一社）富士市歯科医師会 三者共催）
親と子のよい歯コンクール、児童生徒のよい歯コンクール、
歯・口の健康啓発標語コンクール、図画・ポスターコンクール
図画ポスター・標語コンクール 作品展示
歯っぴい健口フェスタ2019
歯科健診、歯科相談、歯みがき指導（歯科衛生士・鈴木学園学生）、フッ化物塗布（歯科衛生士）、
フッ化物利用のパネル展示、石膏手形（技工士会）、キッズ歯医者さん、むし歯菌顕微鏡観察、
歯と口の健口啓発パネル展示、食育コーナー（富士市食育推進室）、富士のお茶試飲コーナー、
8020、オーラルフレイル予防コーナー（富士市健康政策課）、スタンプラリー、おもちゃ、

開 催 日

会

場

６月２日

下田ベイステージ

５月24日
６月１日～７日
11月17日

※理事会にて審査
伊東市役所 １Fロビー
伊東市健康福祉センター

５月29日
５月31日
６月１日、２日
６月１日
６月４日～10日
５月23日

いきいきプラザ
起雲閣
起雲閣
田方歯科医師会事務所
アピタ大仁店
三島市立保健センター

５月30日～６月５日
６月９日

三島市役所玄関ホール
三島市生涯学習センター

６月１日

御殿場市民会館

６月１日

清水町地域交流センター

６月８日

裾野市民文化センター

６月15日

小山町総合体育館

10月20日

ウェルピア長泉・いずみの郷

５月23日
５月30日～６月12日
６月20日

沼津市歯科医師会館
沼津市立図書館 ４Ｆ展示ホール
沼津市歯科医師会館

６月２日

プラサヴェルデ

５月23日

富士市歯科医師会館

５月19日、23日

富士市歯科医師会館 歯科診療室

６月８日

富士市フィランセ 西館４F大ホール

６月８日（10:00～18:00）
６月９日（10:00～16:00）
６月９日

富士市フィランセ 西館４F大ホール
〃
富士市フィランセ 西館１～３F

５月15日
６月８日、９日
６月９日
６月８日、９日

富士宮市役所
富士宮市保健センター
富士宮市総合福祉会館
富士宮市保健センター

６月２日

静岡市清水保健福祉センター

６月２日

静岡市清水保健福祉センター

６月２日

静岡市清水保健福祉センター

歯科医師会パネル（会員診療所、休日診療、障がい者診療協力医、訪問診療協力医）、その他（着ぐるみ）

図画・ポスター審査会
図画・ポスター展示
富士宮市 表彰式
歯と口の健康週間
図画・ポスター表彰式、8020コンクール表彰式、図画ポスター作品展示、歯周病検診、歯科相談、フッ化物塗布

静岡市
清 水

We love teeth お口の健康が全身の健康
無料歯科相談、母と子のよい歯のコンクール、噛むカムケア8020コンクール表彰式、
手作り石膏模型コーナー、「フッ化物洗口」体験コーナー、FM放送マリンパル特番、
シズラスタンプラリー、ポスター展、お口の機能評価テスト、歯医者さん体験
歯っぴい噛む噛む講演会（We love teethイベント内で開催）
「あなたのお口、弱っていませんか？～すぐできるカンタンお口の機能アップ！～」
講師：静岡市清水歯科医師会 歯科衛生士 高木佐余子
母と子のよい歯のコンクール（We love teethイベント内で開催）

2019年度 各郡市区歯科医師会「歯と口の健康週間」事業（予定）
郡市区

静岡市
静 岡

焼津市

藤 枝

島 田

行

事

名

噛むカムケア8020コンクール審査
図画ポスターコンクール審査
第26回 お口健康 歯っぴーふぇあ
ステージイベント（キッズダンス・トリアージ劇・ハンドベル演奏・マジックショー・清水みなと祭り）、
スタンプラリー、歯周病検査、歯科医師体験、歯みがき指導コーナー、歯科相談、石こう手型（技工士会）、
噛むカムケア8020コンクール表彰式、図画ポスター作品展示
第41回 歯と口の健康まつり
図画・ポスター表彰式、8020コンクール表彰式、歯科健診・相談、フッ化物塗布、ブラッシング指導、

開 催 日

会

場

５月16日
５月23日
６月２日

歯と口の保健医療センター
静岡市静岡歯科医師会 会館３F
葵スクエア・青葉公園緑地B１

６月８日

焼津文化会館

５月21日
６月４日～６月14日
６月８日

藤枝歯科保健センター
藤枝市保健センター
藤枝市保健センター

５月23日

島田市保健福祉センター 運動室

石膏手形コーナー、健口くんによるオーラルフレイルチェック、展示コーナー（図画・ポスター作品・8020受賞者の紹介・歯科健診案内等）

アンケート・おみやげコーナー
図画・ポスター審査会
図画ポスターコンクール作品展示
藤枝市歯の健康まつり
図画・ポスターコンクール表彰式、8020コンクール表彰式、歯科健診・相談、フッ化物塗布、
ブラッシング指導、石膏手形（協力：技工士会）、位相差顕微鏡によるむし歯菌の観察、ミニ歯科講演会、
歯科衛生士による寸劇、バルーンアート、プチ歯医者さんになろう（白衣に着替えて写真を撮ろう）、
食育に関するコーナー（食推協）、健康チェックコーナー（血圧・体脂肪・骨密度・ストレスチェックなど）
禁煙相談、冷茶の提供
図画・ポスター審査会
図画・ポスター展示
8020コンクール成績上位表彰式
8020コンクール審査及び認定式 川根会場
〃
島田会場
歯と口の市民フェスティバル
8020コンクール成績上位表彰式、図画・ポスター作品展示、歯科健診、歯科相談、フッ化物塗布体験、

６月２日～19日（※休館日除く） 島田市保健福祉センター １Ｆロビー

６月２日
５月22日
５月23日
６月２日

島田市保健福祉センター

島田市保健福祉センター

ブラッシング指導、オーラルフレイルチェック（口の働きの衰えを調べます）、紙芝居、しまだ汁配布（食推協）、

大道芸、スーパーボールすくい、サイコロゲーム
図画・ポスター審査会

５月23日
図画・ポスター展示 牧之原市
（旧榛原町の園・学校の入賞作品展示：総合健康福祉センターさざんか） ６月初旬～７月初旬
（旧相良町の園・学校の入賞作品展示：相良保健センター）
〃
吉田町（町内の園・校の全応募作品の展示）
６月上旬～中旬
〃
川根本町
６月3日～13日
６月14日～28日
牧之原市 マキノ「歯フェスタ」
11月頃
榛 原
歯科相談、クイズ等
噛むカムケア8020コンクール
７月頃
吉田町 ふれあい広場
10月27日
噛むカムケア8020コンクール
６月中旬～下旬
川根本町 歯の健康まつり
11月３日
歯周病検診（40・50・60・70歳の対象者）、オーラルフレイルチェック
噛むカムケア8020コンクール
６月中旬
図画・ポスター審査会
５月30日
小笠掛川
図画・ポスター展示
６月４日～10日
図画・ポスター展示
６月３日～14日
磐 周
噛むカムケア8020コンクール 表彰式（袋井市）
８月末（予定）
歯と口の健康週間 図画・ポスター・標語コンクール
審査
５月13日
展示 中・東・南区
６月４日～６月７日
〃 北区
６月４日～６月９日
表彰式
６月14日
噛むカムケア8020コンクール
審査・表彰式 中・東・南・西区
６月９日
〃
北区
６月９日
〃
浜北区
６月９日
審査
天竜区（※表彰は郵送）
６月９日
※全域で上位５名は6月14日の表彰式に出席
６月16日
はままつ歯と口の健康フェスタ2019
中・東・南・西区
６月９日
歯科健診・相談、オーラルフレイルチェック、フッ化物塗布（先着400名 ※３歳児～未就学児）
浜松市
歯医者さん体験コーナー（ＣＲ充填体験 ※先着100名）
歯科技工士会による体験コーナー（石膏手形模型作り ※先着70名）
歯科衛生士会コーナー（歯科衛生士さん体験コーナー、バキューム・3wayシリンジ、スケーラー体験）
クイズラリー、浜松市の健康啓発、食育チェック、なりきり記念撮影、ワイヤー曲げ体験コーナー、

榛原医師会館
総合健康福祉センターさざんか・相良保健センター

吉田町立図書館
川根本町町民ギャラリー
川根本町文化会館
まきのはら産業フェア会場
本通商店街 又は しんまち遊ロード
はあとふる
川根本町町民ギャラリー

掛川医療センター
掛川市生涯学習センター
磐田市役所本庁舎１F
袋井市役所 市長公室
浜松歯科衛生士専門学校 ホール
浜松市中区役所1Fロビー、東・南・西区役所市民ホール

みをつくし文化センター
浜松歯科衛生士専門学校 ホール
クリエート浜松
みをつくし文化センター
浜北保健センター
会員診療所
浜松歯科衛生士専門学校 ホール
クリエート浜松

レジンアクセサリー作り体験コーナー、浜松歯科衛生士専門学校案内展示、歯科衛生士職業告知、ゆるキャラ参上

北区
歯科健診・相談、オーラルフレイルチェック、フッ化物塗布（先着100名 ※３歳児～未就学児）
歯科衛生士会コーナー（パネルシアター）、クイズラリー、浜松市の健康啓発、フッ化物洗口体験、
ちんどんや、8020前健診、お楽しみくじ
浜北区
歯科健診・相談、オーラルフレイルチェック、フッ化物塗布（希望者 ※年齢制限無し）＊1

６月９日

みをつくし文化センター

６月９日

浜北保健センター

６月９日

天竜保健福祉センター

５月29日
５月31日～６月５日
６月９日

湖西市健康福祉センター
湖西市立中央図書館
湖西市健康福祉センター

＊1 浜北区のフッ化物塗布は、希望者多数の場合には、お断りすることがあります

歯科衛生士会コーナー（紙芝居）、浜松市の健康啓発、市民公開講座
天竜区
歯科健診・相談、オーラルフレイルチェック、浜松市の健康啓発、食育コーナー、お楽しみクイズ、口腔内観察コーナー

浜 名

歯の健康まつり
図画・ポスター展示
歯とからだの健康まつり
３歳むし歯ゼロコンクール、歯科検診、歯周病検診、ブラッシング指導、歯科相談、フッ化物塗布、
歯と食のクイズ、骨密度測定、肺年齢測定、8020コンクール表彰式、体成分分析、血管年齢測定

