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フェスティバル
公式プログラム岡山医療生協は

いのちと心を大切にします

岡山医療生協の理念

岡山医療生協ホームページ
岡山医療生協 検索
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　テレビでおなじみの料理愛好家・平野レミさんをお迎えし、楽しく暮らすヒントが
詰まったスライドを見ながら、元気になるトークショーです。
　家族の絆は「ベロシップ」と、いつも周りを明るく照らすレミさんのお料理のお話
もお楽しみに。

　沖縄医療生協は創立50周年を迎え
ました。沖縄は現在でも都市の中心に
米軍基地があり、様々な問題を抱えて
います。沖縄医療生協の歩みを知り、
沖縄での取り組みや沖縄独自の文化な
どに触れ、みなさんに平和や健康につ
　いて感じていただけるメッセージを
　　お伝えします。

◆平野レミ プロフィール
　主婦として家庭料理を作り続けた経験を生かし、「料理愛好家」として活躍。“シェフ料理”ではなく、
“シュフ料理”をモットーに、テレビ、雑誌などを通じて数々のアイデア料理を発信。著書は50冊以上。
　エッセイ「おいしい子育て」は、第9回料理レシピ本大賞のエッセイ賞を受賞。新刊「平野レミのオ
ールスターレシピ」も好評発売中。　HP：https://www.remy.jp

50周年を迎える
沖縄医療生協と
医療生協への想い
を伝える

料理愛好家 平野レミさん
「食からひろがる健康、地域づくり」
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　岡山医療生協70周年企画のひとつで、組合員の夢を
公募し、それを叶えるお手伝いをする取り組み「夢プ
ロジェクト」。
　心療内科で心理カウンセラーをしていたときに
始めたメイクセラピーの先駆者である岩井結美子
先生を講師にお呼びし、人生の壁にぶつかり自分
に自信を持てなくなったとき、メイクや心理学の
持つ力で自己肯定感を高めることができるたくさ
んのヒントをお話いただきます。

夢プロジェクト企画
「心に自信の魔法をかけるメイクセラピー」

◆岩井結美子（いわい ゆみこ）プロフィール
一般社団法人メイクセラピストジャパン　代表理事
株式会社コンシャスインターナショナル　代表取締役

●メイクセラピスト：岩井結美子先生　特別講演
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　“響けココロに”をモットーに
岡山で活躍されている、シンガー
ソングライターの松本圭介さん。
音楽によって気持ちがひとつに
つながる イベントステージです。

会場とオンラインが一体となりクイズ大会を行います。正解者にはステキな賞品があたるかも。

楽しいパフォーマンスと
音楽の力でココロをつなぐ

全員参加型クイズ大会 

●だがしおじさん紙芝居●プロマジシャンCHAPPY
　さんのステージマジック

お子さまへ
駄菓子を
配布!!

●松本圭介さんミュージックイベント
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※岡山医療生協70周年特設サイトでご確認ください。
https://okayama-health.coop/houzin/70th.html

クイズ大会スポンサー

わたしたちは、「おいしさ、楽しさ、健康、安心」の
世界を拡げる活動に取り組んでいます。

お客様が求める確かなクオリティを、適正な価格
で、よりスピーディにご提供します。

大正2年（1913）、倉敷の町に「井上葬具店」
として産声をあげた株式会社いのうえ

岡山市の成長と共に歩んできた岡山の老舗ホテルです。

コルセット・サポーター・アシストスーツを開発・
販売しています。

〒703-8256　岡山県岡山市中区浜2-3-12
TEL086-272-1201

岡山医療生協  創立70周年記念フェスティバルは、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し開催いたします。

〒701-0203　岡山県岡山市南区古新田1125 宇野店・メルカ店・東高崎店・彦崎店・藤田店・田井店・日比店・
清輝橋店在宅支援センター、ダテ・ライフ・ウエルネス、だてや

北区の寝具店
〒700-0936 岡山県岡山市北区富田525-1
0120-003-803 東岡山店・米倉店・平島店・児島店・岡山山陽店・総社店・津山院庄店・津山インター店



岡山協立病院歯科で食の楽しみをモットーに皆様の
入れ歯作りのお手伝いをしている歯科技工所です。

〒709-0721　岡山県赤磐市桜が丘東6-6-677
TEL 086-995-9898

岡山支店
〒700-0822 岡山県岡山市北区表町3丁目1-45
TEL 086-222-7691

〒703-8285 岡山県岡山市中区桜橋3丁目1-51
TEL 086-272-4111

「安全・安心・快適を提供することにより社会に貢献
する」を使命に、各種建材商品を提供しています。

三和シヤッター工業株式会社
岡山県岡山市北区今村650-106　TEL 086-244-1977

地域の夢、お客様の夢をかなえる創造的なベストバンク

株式会社山陰合同銀行
〒690-0062 島根県松江市魚町10番地

私たちがつくるのは、単なる建物や建造物だけでなく、そ
こに集う人 と々ともにつくりあげていくコミュニティーです。

株式会社熊谷組　岡山営業所
岡山市北区学南町2丁目3-12　TEL 086-252-2311

おかやま信用金庫　旭東支店
〒703-8236 岡山県岡山市中区国富763番地の1
TEL 086-272-5261

創業74年の信頼と実績、全国どこでも迅速に対応。
価値あるソリューションをワンストップで提供。

岡山営業所　　
〒700-0826　岡山市北区磨屋町3-10（岡山ニューシティービル７F）
TEL 086-224-3368

歯科DX 夢を実現 始動 AI・音声電子カルテ
歯科医療に夢と未来を!!

〒700-0971 岡山市北区野田3丁目12-33
TEL 086-243-3003

米の卸・小売・飼料・雑穀

〒702-8002 岡山市中区桑野353番地の5 
TEL 086-276-5333

事務機・スチール家具・複写機・ＯＡ機器ご相談・
見積りなどお受け致します。

株式会社 甲 玉 堂
岡山市北区表町1-1-3　TEL 086-224-6271

歯科医療機器のことなら株式会社マルミ歯科商店
マルミはいつも健康な歯の近くにいます。

〒700-0808 岡山県岡山市北区大和町２丁目3-48
マルミ歯科商店岡山支店

株式会社アイアットOEC

IT商材の販売、サポートと全国で利用されている自社
クラウドサービス（WaWa、@pocket）を展開しています。

〒700-0901 岡山市北区本町6番36号 第一セントラルビル4F

髙木株式会社

創業161年の信頼と実績、
シャディを始めカタログ各種豊富な取り扱い

岡山県岡山市北区問屋町11-101
TEL 086-241-3535（代表）

医療と福祉にやさしくお手伝い
健康で心豊かな暮らしづくりに貢献いたします。

〒700-0942 岡山市南区豊成1丁目11-67
TEL 086-264-4211・FAX 086-264-4240
E-mail :merio@oregano.ocn.ne. jp

株式会社 中国銀行

地元地域やお客さまが抱える様々な課題に対して、最適
な解決策を提供し、お役に立てるよう努力して参ります。

除菌消臭水・
製造・販売元
株式会社アイプランニング
〒703-8236 岡山県岡山市中区国富739-4
TEL 086-201-1122・FAX 086-201-1124

空調設備機器の販売、設備・電気工事、保守メン
テナンスなど、トータルな管理業務を提供しています。

〒702-8048　岡山市南区福吉町3-22
TEL 086-262-9558

消防防災設備・設計・施工・保守

岡山市中区平井1113-6　TEL 086-277-1601

株式会社　協同プランニング

地域に根ざしたかかりつけ薬局へ
どちらの医療機関の処方せんも受け付けます。

〒703-8288　岡山市中区赤坂本町1-12

〒702-8006 岡山市中区藤崎499-5
TEL 086-276-4175・FAX 086-276-6232

わたしたちは民医連綱領の実現をめざし協同の力で組合員の事業に貢献します。

〒700-0054 岡山県岡山市北区下伊福西町1-53
TEL 086-214-3833・FAX 086-214-3822

株式会社エアセーブ

各種エアフィルタ販売・メンテナンス
各種測定業務（バリデーション支援業務）

〒701-0211 岡山市南区東畦241-39
TEL 086-230-6470

〒701-0165 岡山県岡山市北区大内田717-3
（岡山県総合流通センター内）

TEL 086-292-5000（代表）

株式会社第一美装

人が快適に働き、暮らすために、皆様の大切な空間の維持・
管理を続け53年。安心のお手伝いをさせていただきます!

〒703-8282 岡山県岡山市中区平井3丁目589-10
TEL 086-277-1303

岡山営業所　

口と歯の健康は、幸福な人生へと繋がっていく。
私たちは、皆様の「口福」のお手伝いをいたします。

岡山県岡山市北区北長瀬本町9-51　TEL 086-898-1001

ヤマネ株式会社

業務用総合食品商社　油脂・調味料類・冷凍食品を
岡山県を中心に安心安全な食材を元気にお届けします。

岡山県岡山市北区青江1丁目23番5号　TEL 086-232-0544

株式会社 地 球 屋

無料レンタルプリンタ＆リサイクルトナーシステム、R×R System

〒710-0834　岡山県倉敷市笹沖1169-1
TEL 086-441-2100

株式会社山陽セフティ

おかげさまで、50周年!「街の安全と、人の安心を守る」
これが私たちの使命です。警備のご用命は弊社まで!

〒700-0965　岡山市北区西長瀬1206番地7
TEL 086-363-1106

岡山医療生協労働組合

医療と介護ではたらく仲間の
労働組合。労働組合は医療
生協とともに歩んで63年、い
のちと暮らし守ります。

岡山県岡山市中区赤坂本町11-40　TEL 086-273-3894

ユニフォームレンタルの品質にこだわり続け、常にお客
様に寄り添うサービスを目指す株式会社白龍堂です。

岡山県岡山市北区北長瀬表町2-13-27
TEL 086-241-4951

株式会社白龍堂　中四国支店

選ばれ続けて37年　看護師専門の人材紹介・人材派遣サービス

ナースパワー岡山
〒700-0907　岡山市北区下石井1-1-3　日本生命岡山第二ビル新館4F
TEL 086-236-0707

株式会社ナースパワー人材センター

ヒューマンリソシアは、人材派遣、人材紹介サービスを全
国27拠点で展開している総合人材サービス会社です。

〒700-0821　岡山県岡山市北区中山下
1-8-45　NTTクレド岡山ビル15F
TEL 086-225-4530

ヒューマンリソシア株式会社
岡山支店

地域密着のサポート力。地域密着だからできるスピ
ードと確実性。お客様の身になってフォローします。

〒701-0144 岡山市北区久米158番地2
TEL 086-805-0055

株式会社トヨタレンタリース新岡山

地域に根差した地元企業として、幅広
い人材サービスの提供を通じて、はたら
く人と企業の成長をご支援しています。

株式会社キャリアプランニング
岡山営業部　

「食」を通じて、人をつなぎ、日本で一番「ありがとう」
と言われる企業をめざします。

岡山県岡山市北区大内田828-2　TEL 086-259-0188
株式会社泉平　岡山支店

〒701-0165 岡山県岡山市北区大内田822-2
岡山県総合流通センター内　TEL 086-292-3733

〒700-0806 岡山県岡山市北区広瀬町15-27
TEL 086-231-0753

有限会社オークコーポレーション

宅配、店舗、共済、福祉などを通じ岡山県内34万世帯の
よりよいくらしとくらしやすい地域づくりに努めています。

〒700-0026 岡山市北区奉還町1-7-7
HP:https://okayama.coop/

　  協賛企業（五十音順）

ワタキューセイモアは今年で創業150年を迎えます。病院
寝具リネンサプライ事業を中心に、これからも岡山地域の皆
様が健康で快適な生活が過ごせるサービスを提供します。

岡山市南区浜野3丁目17番34号
弊社ホームページもご覧ください⇒

ワタキューセイモア株式会社 中国支店
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四代目 四季菜心 城

創業明治35年
岡山県内で漬物の製造販売。

〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1丁目6-38
TEL 086-221-6100

医療の場に最適のシステムをお届けする

岡山県岡山市南区西市114-13

押入れ産業株式会社

※掲載する企業・団体の他にも協賛いただいております。

岡山県岡山市北区本町6番36号　TEL 086-231-7450
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9：00
9：30
10：00
10：10
10：30
11：00

12：30
13：00

11：20～12：20

13：30
13：40
14：40
15：00
15：20
15：50

オープニングコンサート  (岡山県立岡山東商業高等学校 吹奏楽部）
オープニング挨拶
だがしおじさん紙芝居 （お子さまへ駄菓子を配るよ!!）
プロマジシャンCHAPPYさん ステージマジック
松本圭介さん ミュージックイベント
夢プロジェクト企画
メイクセラピスト 岩井結美子先生講演

午後の部 挨拶
料理愛好家 平野レミさんトークショー
沖縄医療生協のご紹介
岡山医療生協のご紹介
全員参加型クイズ大会
閉会挨拶

開場・受付

❷

❹
❹
❹

❸

❺

❶

※スケジュールは予告なく変更する場合があります。
※会場内では飲食はご遠慮ください。
　会場内での飲食は、水分補給を目的としたソフトドリンクのみ可能とさせていただき、アルコール飲料の
　持ち込みは禁止します。食べ物の持ち込みはなるべく遠慮いただきますようお願いします。
※お申し込み方法はこちらからご確認ください。
　右のQRコードを読み込ませると、お申し込み案内のサイトへジャンプします。
　または、https://okayama-health.coop/houzin/event/20230115.htmlへアクセス。
　お申し込みのお問い合わせや困った際は、健康まちづくりセンターまでご連絡ください。
岡山医療生協健康まちづくりセンター：086-271-7880（平日：9時～17時まで対応可能です。）

講演

ョー
総合司会：
ダイナマイト・イシムラ
岡山を拠点に活動するタレント、
ディスクジョッキー、スタジアムDJ

午
前
の
部

午
後
の
部

午後の部 受付
午後の部 開場

12：20～13：00 感染拡大防止のため換気と清掃を行いますので入場を制限させていただきます

岡山医療生活協同組合創立70周年記念フェスティバル　
主催：岡山医療生活協同組合　　後援：山陽新聞社、RSK山陽放送、TSCテレビせとうち

 ※後援については、2022年11月25日（金）時点


