アレルギー EXPO マップ表面

2016.12.09

明るく 楽しく 一緒に元気に ！

情報提供コーナー
公的団体をはじめとするアレルギーやシックハウスなど環境
由来の健康問題に対する啓発情報の紹介をします。

みんなのアレルギー
EXPO 2016

●

各自治体が作成しているパンフレットや案内など

●

アレルギーやシックハウスなどに対する啓発活動をされている団体など

●

アレルギーやシックハウス、化学物質過敏症などの患者会の活動

測定実演コーナー

展示ブースでの
製品・取り組み紹介
企 業 など 団 体 のアレルギー や
シックハウスなど 環 境 由 来 の
健 康 問 題に対 する取り組 みや
製品などの紹介を行います。

室内空気中の化学物質濃度などの測定の
実演を行います。
室内環境測定実演（化学物質など）

※試食・販売会もあります。

セミナー

アレルギーなど環境由来の健康問題に対する取り組み事例や関連する情報をセミナーで紹介します。

時 間

2 016年

アレルギーなど環境由来の

タ イト ル

講師

「コレくらい食べても大丈夫でしょ？」ちょっと待った！
11:30〜12:10
その言葉！あなたは食物アレルギーのことをどれくらい知っていますか？

食物アレルギー体験レポーター岡夫婦

10:30〜12:00

頭のよい子が育つ家デザインクライテリア健康環境

四十万靖(一般社団法人四十万未来研究所代表理事)

12:00〜13:00

アレルギー座談会及びアレルギーらいふ説明会

司会進行：山本聡子 ポータルサイトデモンストレーター：山本渉

アレルギーっ子ファミリーが、
お出かけで何を悩んでいるのか、
何を今後求めているのか

村田愛(アレルギーっ子の旅するサイトCAT代表)

14:00〜15:50

災害とアレルギーのワークショップ
〜東日本大震災の教訓から学ぶ・さすけなぶる〜

天野和彦(福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター 特任准教授)
野呂順正(一般社団法人 地域防災支援センター 事務局長)

そして社会一般の人たちにとっての

16:00〜16:40

衣類が危ない!? 繊維に含まれる有害化学物質のお話
エコテックス規格100で安心・安全な衣生活

山崎利明(一般財団法人ニッセンケン品質評価センターエコテックス事業所 所長代理)
原田千雅子(同 認証課係長)

希望の場となる、交流イベントです。

10:30〜11:10

その体調不良、
もしかすると小麦(グルテン)アレルギー？

フォーブス弥生(一般社団法人グルテンフリーライフ協会 代表理事)

14：00〜14：40

いつもの食物が慢性症状の原因？
！
気づきにくいアレルギー「IgG食物感受性」と検査について

志賀惠子(アンブロシア株式会社)

14：00〜15：00

マンガで学ぶ災害救護の進め方 〜トリアージってなんだろう？〜

鈴木正弘(一般社団法人 地域防災支援協会 理事)

11:30〜12:10

家庭でできる食物アレルギー対策とは？

石川麻由(株式会社ウィルモア代表取締役)

13:00〜13:40

ペットのアレルギーと脂肪酸サプリメントの活用

工藤美保(獣医師)

13:00〜14:00

アレルギー座談会及びアレルギーらいふ説明会

司会進行：山本聡子 ポータルサイトデモンストレーター：山本渉

13:00〜14:30

頭のよい子が育つ家デザインクライテリア健康環境

四十万靖(一般社団法人四十万未来研究所代表理事)

15:00〜15:40

ダニとアレルギーと布団のお話

塩田忠則(環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク群馬代表)

健康問題に対しての

月

12 13:00〜13:40

おもいや意見に耳を傾け、

日

15

これからの未来を育む子供たち、

(木)

2 016年

2016 年12 月15日(木)・16日(金)
10 : 00〜17 : 00（最終日は16時まで）

月

12

大田区産業プラザ PiO 大展示ホール

日

16

(金)

香りの強いものの使用を控えてご来場いただけますようご協力ください。

※追加セミナーに関する最新セミナー情報はホームページをご確認ください。

アレルギーやシックハウス、化学物質過敏症など環境由来の健康問題や現代社会において
知っておいた方がよい日常生活環境と住まい方についてわかりやすく分野（ブース）ごとに紹介をします。
アレルギー（アトピー性皮膚炎、ぜん息、花粉症など）
食物アレルギー
● 金属アレルギー
● ペットのアレルギー
●

●

（ワンちゃんなどペットの罹るアトピー性皮膚炎など）

災害とアレルギー
シックハウス
● 化学物質過敏症
● シックスクール

繊維と衣類
美容（化粧品など）
● 日常生活用品
● ダニ、
カビ
● その他

●

●

●

●

（学校における環境由来の健康問題）

ご挨拶

紙芝居
■「食物アレルギーの子をまもるために
こうちゃん星人★あらわれる」
（ウサギクラブ子育て支援サークル制作）

■ ぼく しんぺい シリーズ「じしんがきたゾ〜」
（NPO法人アレルギー支援ネットワーク制作・
紙芝居はホームページからダウンロードできます）
http://www.alle-net.com/info/info07/info07-03/

環境由来の健康問題で直接お困りの方々をはじめ、
これから子供を産み育てたい人や子育てに取り組んでおられるご夫婦、
さらに広く一般の方々にこれらの問題の情報を

ミニワークショップ

ご提供できるように努めています。その一環として昨年、
「みんなのアレルギーEXPO 2015」を開催し、多くの方からイベントの継続希望の声をいただきました。そこで

■ キッズコーナー

今年も社会全体でアレルギーなど環境由来の健康問題の改善に取り組み、安心して暮らせる社会の構築を積極的に進めておられる患者会、企業やNPOなど法人、
自治体とともに情報共有や情報交換などを図る場として「第2回 みんなのアレルギーEXPO 2016」という形で開催する運びとなりました。この「第2回 みんなのアレ
ルギーEXPO 2016」は出展者から来場者に一方的に情報を流すだけではなく、来場者のおもいや意見に耳を傾ける交流、
さらに出展者同士の交流など参加者同士が
横のつながりを持ち、発展していく場としていければと考えています。さらにこの「第2回 みんなのアレルギーEXPO 2016」がアレルギーなど環境由来の健康問題の
悩みを抱える人たち、
これからの未来を育む子供たち、そして社会一般の人たちにとって希望となれる取り組みとなれば幸いです。

一般社団法人日本環境保健機構 みんなのアレルギーEXPO 2016実行委員会

アトピー協会推薦の空気消臭除菌装置

マスクフジコー

交流コーナー
■ 想いを伝えるマッピング
アレルギーやシックハウスなど環境由来の健康問題などへの悩み、社会
やアレルギーなどに取り組む企業、団体への要望などを自由に書いて
もらい、壁に貼っているマッピングボードに貼り付けてもらいます。

トークセッション（一般社団法人環境アレルギー ―アドバイザー支援ネットワーク 支部会主催）
■（ 衣）
（食）
（住）身にまとう×食す×住まう 専門家のトークセッション
テーマ：
〈自分色の衣食住〉体と心に良いものとは何か？
その取り入れ方と彩ある生活のポイント
出演予定

一般社団法人日本環境保健機構及び一般社団法人環境アレルギーアドバイザー支援ネットワークでは、アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症などといった

食物アレルギー岡夫婦コーディネートコーナー

●住担当

連 健夫氏（有限会社連健夫建築研究室 一級建築士事務所代表）

●食担当

飯田 和子氏(株式会社ＷＡ・ＯＮ代表／栄養士 国際薬膳師）

●衣担当

遠木 なお氏（訪問美容 そよかぜ代表）

■ 畳コースター作り体験コーナー（畳・見直しネットワーク）

スタンプラリー
美 容コーナー
その他イベントも追加予定です。

アレルギー版さすけなぶる
■ 災害とアレルギーのワークショップ
〜東日本大震災の教訓から学ぶ・さすけなぶる〜
※さすけなぶる：東日本大震災の大規模避難所（ビッグパレットふくしま）の教訓を基に開発
された防災教訓ワークショップ

■ 協賛企業（五十音順）

第７回
環境アレルギーアドバイザー資格試験
２０１７
（平成２９）年３月５日（日）開催予定
http://jeho.or.jp/

https://allergylife.jp/

●株式会社愛幸 ●株式会社アグリ・コーポレーション ●株式会社アップテラス ●アーテック工房株式会社 ●飯島高之 ●有限会社イシナガ建築工房 ●いちかわ47万人対話カフェ ●株式
会社VandP ●株式会社MC ●整体院 加藤 ●有限会社角藤 ●一般社団法人環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク 支部会 ●環境アレルゲン info and care株式会社 ●イラスト
レーター北野彩 ●キッコーマン食品株式会社 ●gleam-nac野菜ブーケsenka ●クルフト
（ヘルスコートシステム ® ） ●ケンミン食品株式会社 ●株式会社抗菌研究所 ●山笑堂 ●一般社団
法人四十万未来研究所 ●株式会社スイシン ●株式会社地の塩社 ●株式会社THジャパン ●株式会社 テクノ・タカ ●一般社団法人日本折り句協会 ●一般社団法人日本珠算協会 ●mizuiro
株式会社 ●パパゲーナ ●福田武道具店 ●プルデンシャル生命保険株式会社多摩支社 ●真下労務サポートオフィス ●株式会社みしん本舗 ●有限会社三友 ●有限会社連健夫建築研究室
●税理士法人ももとせ ●森のレストランころむす ●NPO法人矢部川流域プロジェクト ●株式会社ゆふ・は ●株式会社龍宮 ●ルイドール ●LEC（株式会社 東京リーガルマインド）

主 催：第2回みんなのアレルギーEXPO 2016実行委員会 一般社団法人日本環境保健機構 一般社団法人環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク 後援：大田区 NPO法人シックハウス診断士協会 全国室内環境改善事業協同組合 財団法人職業技能振興会「日本を健康にする！」研究会 主幹企業：株式会社倉和コミュニケーションズ 監事企業：食品産業新聞社 LEC東京リーガルマインド 株式会社タビマップ

