＜会場かえで＞開催イベントのご案内

14:00〜14:50

名称

化学物質過敏症座談会

みんなのEXPO2021 フロアマップ／プログラム

タイムテーブル

講演者

(一社)環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク

宮城支部

【講師】
15:00〜15:50

[畳店向け]トコジラミ被害の事前対応のススメ
（基礎知識とマーケット開拓編）

(一社)寝室環境衛生管理協会

代表理事

塩田忠則氏

＜主催＞
(一社)寝室環境衛生管理協会

発行 / 一般社団法人日本環境保健機構

【講師】
株式会社東北メディアクリエイション
代表取締役社長・防災士

16:00〜16:50

菊池健一氏

第4回災害関連死ゼロフォーラム

＜聞き手＞

全国大会シンポジウム

一般社団法人地域防災支援協会
野呂順正氏

高尾和宏

事務局長

(一社)地域防災支援協会

17:00〜17:50

18:00〜18:50

＜主催＞

環境アレルギーアドバイザー

支援ネットワーク支部長会議

(一社)環境アレルギーアドバイザー支援ネットワーク

シックハウス診断士協会

＜主催＞

支部長会議

(一社)シックハウス診断士協会

スタンプをすべて揃えた方には︑協賛企業からのプレゼントを

進呈します︒スタンプを終えましたら︑﹁協賛品お渡しエリア﹂

までお越しください︒

〒 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 日本橋吉泉ビル2F

＜主催＞

フロアマップ／プログラム

みんなのアレルギー EXPO2021

災害時の住環境・生活環境EXPO2021

１ アレルギー対策関連セミナー

１ 防災関連セミナー

最新のアレルギー対策の知識が学べる

被害を最小限にとどめるために学ぼう

会場「花 特設会場」「けやき」「かえで」「グレースルーム」では、アレルギー対策

災害があったら、住んでいる家はどうなってしまうの？生活を再建するためには何をしなけ

に携わる第一線の専門家より、アレルギー対策の最新知識が学べるセミナーを配信

ればならないの？大勢の人と共に暮らす避難所生活で気を付けなければならないポイント

します。テーマは、アレルギー症状に関する研究の最新事例やすぐできるアレルギー

とは？など、聞いておけば災害の被害を最小限にとどめることのできる重要テーマの数々。

対策方法、アレルギー対応食品や住環境に関するものなど、多岐にわたっています。

２ ２防災関連企業・自治体・学校法人配信

２ アレルギー対策関連企業・団体配信

あなたと家族を守る知識を入手

各企業・団体の取組みや製品に触れる

防災関連の企業や団体の最新の取組みを配信します。避けようのない災害から身を守るた
めには、まずは「知ること」が非常に大切。ここで知ったことが、イザという時のあなた

アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症など「環境由来の健康問題」に

や家族を救うかもしれません。備えあれば憂いなし。備えをするために、
ぜひご覧ください。

取組む企業や団体の配信を行います。ここでは、最新の製品やサービスについて知
ることができます。加え、患者会として対策に取組んでいる団体の方や自治体、大
学などの取組みを配信いたします。

アレルギー EXPO では下記にも注目！

３

借り上げ福祉避難所（宿泊施設避難所）推進プログラム

あらたな避難所の形として
災害発生時に多くの避難所を確保するため、内閣府と観光庁は災害避難所として活用可能

第3回
食物アレルギー対応スイーツコンテスト

授賞式

15：00〜15：50
第３回目

EQBC
2020
結果発表

金属アレルギーに優しいデザイン・アイデアコンテスト

授賞式 Award ceremony
12：00〜12：45

受賞作品はこちらでご覧いただけます➡https://metallicallergy.or.jp/eqbc2021/result
02

なホテルや旅館などの宿泊施設を発表しています。そこで避難所として開設されたホテル
や旅館における、平時での社員教育プログラムとなります。
https://hinanjoex.syusuien.com/ryokan-hinanjo/

４ ２借り上げ福祉避難所（宿泊施設避難所）推進施設認証制度
災害に強い施設・会社を認証
災害対策に取り組み、社員及びお客様への安全を配慮している施設・会社に対する「防
災教育・訓練施設認証」制度を紹介します。
https://kariage-syukusya.jp/

共通イベント
時東ぁみさん（タレント・防災士・環境アレルギーアドバイザー）に EXPO オープニング
イベントやブースにて、ご参加者様とコミュニケーションをとっていただきます。
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＜花特別会場＞開催イベントのご案内
タイムテーブル

名称

10:00〜10:50

講演者

＜会場けやき＞開催イベントのご案内
タイムテーブル

名称

講演者
【講師】

みんなのEXPOオープニングセレモニー

10:30〜10:40

＜主催＞
11:00〜11:50

第一回IAQ(室内空気質)

・第一回室内空気改善コンテスト実行委員会

改善コンテスト決勝大会

・一般社団法人日本室内空気保健協会

あなたの街でもできる

【地域協働復興特別セミナー】
12:00〜12:50

宿泊施設のプロに聞く
〜女将の防災へのチャレンジ〜

◆宝来館

岩崎昭子氏

女将

13:00〜13:50

金属アレルギーコンテスト

授賞式

10:45〜11:15

研修推進センター

早稲田大学地域社会と危機管理研究所
専修大学

非常勤講師

共同代表
招聘研究員

11:30〜12:15

浅野幸子氏

＜主催＞

上岡朋子氏

必要なのは、被災時に住民が動けるマンション防災です

【講師】

「地震対応箱MEASプログラム」

あんぜんマンションプロジェクト

奥田建蔵氏

【講師】

食物アレルギーをもつ幼児の
小学校入学に向けての課題と対策について

◆ながさき食物アレルギーの会ペンギン
◆食物アレルギー体験レポーター

一般社団法人 金属アレルギー協会

12:30〜13:15

【講師】

マイホームを長持ちさせるための方法

日本ボレイト株式会社 代表取締役社長 浅葉健介様

食物アレルギー×発達障害っ子

◆みかんろくすけ

あるある小話ラジオ

◆就労移行支援事業所フォーム竹ノ塚

15:00〜15:50

16:00〜16:20

16:30〜17:20

17:30〜18:20

18:30〜18:50

奥澤拓史氏

【講師】
一般社団法人寝室環境衛生管理協会

14:30〜14:50

益子美沙子氏

◆アレルギーっ子の旅す情報局CAT

第4回EQBC2021

すべての人が安全に、

代表

岡夫婦

サービス管理責任者・精神保健福祉士
14:00〜14:20

しのとうさとみ氏

株式会社イオタ

飯野由希子氏

◆減災と男女共同参画

防災アドバイザー

＜協賛＞

【講師】
女将

代表理事

◆NPO法人コドモト

「6歳までの子育て防災」

・一般社団法人寝室環境衛生管理協会

◆いかほ秀水園

◆NPO法人コドモト

13:30〜14:15

【地域協働復興事業】

代表理事

塩田忠則氏

[宿泊施設向け]トコジラミ被害の事前対応のススメ
＜主催＞

復興パネルの紹介

一般社団法人寝室環境衛生管理協会

第3回アレルギー対応
スイーツコンテスト表彰式

＜主催＞
・第3回アレルギー対応スイーツコンテスト実行委員会
・一般社団法人日本環境保健機構

健康と美しさは腸内細菌が

【講師】

カギを握っている！！

株式会社 Biogenics Tokyo

０歳児から始めるスキンケアの重要性

【講師】

〜赤ちゃんのための知っておくべき

◆スキンケアアドバイザー

アレルギーとお肌の話〜

◆日本sango15

災害時における屋根の

【講師】

応急処置活動の重要性について

NPO 法人災害救援レスキューアシスト

代表

代表取締役

14:30〜15:15

「避難所エキスパート」の立ち位置と方向性

＜主催＞

〜事前対策の推進に向けて〜

一般社団法人地域防災支援協会
【講師】

石田千明氏

NPO法人全国動物避難所協会
15:30〜16:15

川崎 あゆみ氏

理事長 奥田 順之氏 動物避難所の設置・運営について
〜8月の豪雨災害での取り組み〜
＜主催＞

貞方智子氏

NPO法人日本動物避難所協会
代表理事

中島武志氏

16:30〜17:15

【防災レシピセミナー】

【講師】

「いつも」の食事を「もしも」の食事に

株式会社WA・ON

みんなのEXPOクロージングセッション

代表取締役

飯田和子氏

LIVE配信「防災番組」×名古屋大学・防災サークル『轍』

＜会場グレースルーム＞開催イベントのご案内

17:30〜18:15

防災まち歩き体験

小林直人氏

―大学生と考える地域防災

佐々木雅司氏
竹田元生氏

16:00 〜 18:30＜グレースルーム または オンライン＞

タイムテーブル

名称

10:00〜12:05

ノングルテン米粉の製造工程管理ＪＡＳ認証

説明会

〜一般消費者対象〜

12:50〜15:00

ノングルテン米粉の製造工程管理ＪＡＳ認証

説明会

〜事業者対象〜

16:00〜18:00

ローカルSDGｓアクションフォーラム

※交流会のみ本館 4 階花の間となります
後援：環境省／神奈川県／ジャパン SDGｓアクション推進協議会
0：当フォーラムの趣旨
1：基調講演：ローカル SDGs の基礎説明

受賞作品展
開催中
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2：アクション紹介：官民連携での地域課題に対する取り組みのご紹介
3：オープンイノベーション拠点の必要性
4：総括・質疑応答
5：交流会：登壇者、参加者との交流、意見交換の場

05

06

07

みんなの EXPO2021 ピックアップ情報
環境アレルギーアドバイザー

（一社）日本環境保健機構 米粉製品ノングルテン (Non-Gluten) 認証機関

シックハウス診断士

アレルギーやシックハウス症候群など環境

シックハウス症候群についての幅広い知識を身に

由来の健康問題に対して正しい知識を有

つけ、シックハウス症候群に悩まされている方の

し、患者やその家族、周囲の環境を理解し

住宅の調査、室内空気環境の測定などを行い、専

ノングルテン（Non-Gluten）米粉を普及し、その利用を推進させるため、日本米粉協会に

環境改善をサポートする専門家です。

門家としてのアドバイスをします。

おいて、米粉製品の普及のための表示に関するガイドラインの基準を満たしたノングルテン

基準を満たしたノングルテン米粉製品を認証し、普及を推進

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

（Non-Gluten) 米粉製品であることを証明する「米粉製品のノングルテン（Non-Gluten）

●資格紹介 URL：http://jeho.or.jp/about/

●資格紹介 URL：https://jeho.or.jp/sicklife/

認証」制度が構築されました。
（一社）日本環境保健機構は、当認証の認証機関となっています。
＜お問い合わせ＞ 一般社団法人日本環境保健機構

カビ・ダニ測定技能士

金属アレルギーマイスター

東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 11 番 5 号日本橋吉泉ビル 2 階

カビやダニを採取し、分析した結果から現

金属アレルギーに関する正しい知識を持ち、

状を正しく読み取り、室内環境を清浄に保

第三者に金属を使用した商品またはサービ

つためにアドバイスやケアを行える専門家

スの適切な利用方法と安全性を的確にアド

です。

バイスするための能力を認定する資格です。

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

●資格実施団体：一般社団法人金属アレルギー協会

●資格紹介 URL：http://jeho.or.jp/mtmp/about.html

●資格紹介 URL：https://www.metallicallergy.or.jp/

Tel：03-6869-8270 ／ Fax：03-6869-8272 ／ Mail：info@jeho.or.jp ／ URL：https://nongluten.jp/

借り上げ福祉避難所（宿泊施設避難所）推進施設認証制度
借り上げ福祉避難所（宿泊施設避難所）推進施設認証制度とは
災害発生時に多くの避難所を確保するため、内閣府と観光庁は災害避難所として活用可能な

マンション防災推進アドバイザー

ペット共生型住環境アドバイザー

マンション防災推進アドバイザーは、まずマンション防災

「ペット共生型住環境アドバイザー」は、

を進める際に必要となる考え方や、取り組み方、目標の設

ペットの生態や習性を学び、「ペットと共

定を理解することで、マンション防災を現場で支援するた

に生きる」住環境・生活環境づくりを知る

めに必要な土台を資格習得を通じて固めていきます。

ための資格です。

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

●資格紹介 URL：https://jeho.or.jp/mansion/

●資格紹介 URL：https://jeho.or.jp/pet/

ホテルや旅館などの宿泊施設を発表しています。そこで避難所として開設されたホテルや旅
館において、平時より社員教育の一環として、災害対策に取り組み、社員及びお客様への安
全を配慮している施設・会社に対して「防災教育・訓練施設認証」制度が構築されました。
＜お問い合わせ＞ 一般社団法人日本環境保健機構
東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 11 番 5 号日本橋吉泉ビル 2 階
Tel：03-6869-8270 ／ Fax：03-6869-8272 ／ Mail：info@jeho.or.jp ／ URL：https://kariage-syukusya.jp/

誰ひとり取り残さない、安全なホウ酸のシロアリ対策「ボロン de ガード ®」
ジュースマイスター

化学物質過敏症サポーター

全ての方に安全なシロアリ対策…日本ボレイト株式会社

「ジュース」に対するより深い知識とその材

化学物質過敏症で悩まれている方を少しで

料への知識の習得をベースとして、ジュー

も理解・サポートできる人材育成のための

日本の木の家は、いまだに農薬系合成殺虫剤をつかってシロアリ対策を行うことが一般的ですが、薬剤に敏感な方やお子さんの

スの奥深さを学ぶための認定資格です。

認定資格です。

健康被害が後を絶ちません。一方、欧米では、自然素材であるホウ酸をつかうことが一般的。日本の気候風土に合わせたホウ酸
処理「ボロン de ガード ®」は、空気を汚すことが無く、すべての方に安全なシロアリ対策です。

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

●資格実施団体：一般社団法人日本環境保健機構

＜お問い合わせ＞ 日本ボレイト株式会社

●資格紹介 URL：https://jeho.or.jp/cs̲supporter/

東京都千代田区東神田 2-6-2 タカラビル 7F
Tel：03-6659-5785 ／ Mail：nihon@borate.jp ／ URL：https://borate.jp/

子どもの食事に悩むママを助けられる知識が取得できる講座

幼児期の大切な時期のために、しっかりとした知識を身につける！
受講生の声
一部ご紹介

食事に関して改めて大切なことが分かりました

塩分をどんどん子どもに与えていたかと思うとぞっとしました

離乳食中に知りたいことがつまっていました

自分でも作ってみよう！！という気持ちになりました

＜詳しくは HP をご覧ください＞
●講座実施団体：一般社団法人日本幼児食協会
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●講座紹介 URL：youjishoku-kyoukai.com/course/

ステップアッ
プによって
副収入や講師
として独立も
可能！

一般社団法人日本幼児食協会「協会認定講座」

＜柿渋 × 銀イオン＞菌やバクテリアの繁殖をさっと拭くだけで簡単予防
抗菌タオル＆抗菌クロス…株式会社エム・ケー企画
柿渋とは…柿渋の果実を長年にわたり、発酵熟成させ、天然の茶褐色の液体となったもの。柿渋に含まれる柿タンニンのポリフェ
ノール効果は赤ワインの 20 倍ともいわれ、その抗菌作用、解毒作用を最大限活かすことで製品化に成功しました。
＜お問い合わせ＞ 株式会社エム・ケー企画
神奈川県横浜市青葉区元石川町 6309-2
Tel：050-5240-2519 ／ URL：https://kakishibu-ag.com/
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みんなの EXPO2021 掲示板
イラスト案募集
アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症など、
環境由来の健康問題に関するイラストテーマを募集しています。
給食の調理中

スキンケア

洗濯物を干す

教室

布団をたたむ

咳き込む

体を洗う

体のかゆみ

セミナーでの資料やイベントでのチラシやポスターなどに自由に使っていただけます！

アレルギー体験団募集
アレルギーなど環境由来の問題を伝えるためにアレルギーなどの体験談を「マンガ」にしています。
ご自身やご家族などの実際に体験されたつらいこと、苦しかったこと、時にはアレルギーを
通じて得たことや今となっては笑い話にもできるストーリーを募集しています。

①原稿作成

②ヒアリング

体験談を文章でまとめてください。

③下書き

原稿をもとに内容（ストーリー）確認を行います。

④仕上げ

ストーリーをもとに下書きをします。

下書きをもとに彩色など仕上げ作業を行います。

内容に問題がないかをを確認していただき、

仕上げ後、最終確認をしていただきます。

問題がなければ仕上げ作業に入ります。

体験マンガの
利用について

〇体験談をマンガにした作品の著作権は一般社団法人日本環境保健機構に帰属します。
〇体験談をマンガにしたものはみんなのアレルギー EXPO

やその他イベントなどで使用します。

〇体験談をマンガにしたものを集め、本として出版する場合があります。

お問い合わせやご応募は、下記へお電話またはメール・FAX で受け付けております
一般社団法人日本環境保健機構 イラスト案募集係 or アレルギー体験談募集係
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-11-5 吉泉ビル 2F
TEL：03-6869-8270 ／ FAX：03-6869-8272 ／メールアドレス：info@jeho.or.jp

10

EXPO 会場には、皆さまの投稿から作成した「アレルギー体験談漫画」が展示してあります。
ここで紹介しているのはその一部。ぜひ、会場で探してみてください
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