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10：50～ ミニコンサート（梅谷浩子先生）  

        ウクレレ・フラダンス 

12：30～ 日本民謡（秀敦会） 

13：00～ 研修医による寸劇  

13：30～ アカペラ（parakeet）  

14：00～ 氷上西高校ダンス部による演技  

14：20～ 足立大地ライブ  

14：55～ 氷ノ川太鼓（鼓輝） 

 

10：00～ 柏原高校吹奏楽部による演奏  

＊丹波医療センター・ 

健康センターミルネ完成の軌跡展 

＊福祉機器展   ＊食育チームによるパネル展示 

＊日赤 PRブース  ＊DMATカー展示 

ステージ 

オープニングセレモニー 

展示コーナー 

＊ちびっこナース＆ドクターに変身！ 

＊ヘリポート～院内・ミルネ探検ツアー  

＊スタンプラリー ＊手術体験キッズセミナー  

＊安産神社  

＊健康相談・がん相談等   ＊アロマセラピー   

＊手指衛生チェック  ＊薬局体験 

＊食事バランス診断他  ＊AEDの体験 

＊チェアーヨガ ＊健診メニュー体験 

＊お茶席  ＊さをり織りの展示と体験  

＊氷上高校・病院職員によるバザー 

＊たこ焼き、フランクフルト、パン、カレー、喫茶、 

から揚げ、フライドポテト、大判焼、巻き寿司等 

＊丹波うまいもんマルシェ  

＊ハーバリウム作り 

＊スーパーボールすくい ＊ヨーヨーつり ＊的当て 

 

模擬店  

院内イベント 

丹波医療センター 

健康センターミルネ 

 

フェスタ実行委員会事務局 

 



時間帯 イベント 場　　所 内　　　　　　　　容

９：３０～ 総合受付 玄関前テント
会場案内、スタンプラリーカード、アンケート配布
ヘリポート～院内・ミルネ探検ツアー受付

１０：００～１０：０５ オープニングセレモニー 健康広場 ファンファーレで開幕、院長あいさつ

１０：０５～１０：４５ オープニングコンサート 健康広場 県立柏原高校吹奏楽部による演奏をお楽しみください

１０：４５～１０：５０ 丹波市の歌 玄関ホール 西崎副院長が、岸医師と平田医師の伴奏で歌います

１０：５０～１１：３０ ミニコンサート 玄関ホール
音楽療法士梅谷浩子先生の楽しいコンサート
今年は、ウクレレグループとフラダンスチームのコラボです

１２：３０～１２：４５ 民謡 玄関ホール
秀敦会（代表：米谷威慶さん）
日本民踊を、唄と踊りに三味線で参加

１２：４５～１３：００ 歌＆トーク 玄関ホール
あのゴージャス姉妹が、約10年ぶりについに復活！どんなお話が
聞けるのでしょうか。お楽しみに…

１３：００～１３：３０ 研修医劇「西遊記」 玄関ホール
ミルネの診療所の役割と丹波医療センターの違いを、研修医たちに
よる寸劇でお伝えします

１３：３０～１３：５０ アカペラ 玄関ホール
アカペラグループ『parakeet』さん（産婦人科中島医師ほか）による
熱い歌声をどうぞ

１４：００～１４：１５ ダンス 玄関ホール 氷上西高校ダンス部“Rampant”によるパフォーマンスです

１４：２０～１４：５０ 足立大地ライブ 玄関ホール
丹波市出身のシンガーソングライター足立大地さん
新病院のための歌もあるかも…　金光医師とのコラボも

１４：５５～１５：２５ 舞踊披露 健康広場
甲賀流氷ノ川太鼓振興会の子ども太鼓「鼓輝」による和太鼓演奏で
す

１５：２０～１５：３０ 閉会あいさつ 健康広場 大野実行委員長による閉会あいさつ

１１：００～１５：００
※受付
 　(9:30～14:00)

ヘリポート～院内・ミルネ
探検ツアー

玄関前テント
約15名のグループで　①ヘリポート～②検査室～③調剤室～④リ
ハビリテラス～⑤ミルネ(健診）を巡るコースです

１０：４５～１４：３０
ちびっこナース＆ドクター
に変身!!

総合案内 白衣に着替えて、写真をパチリ！

１１：００～１５：００
※受付
 　(9:30～14:00)

スタンプラリー
ＴＭＣ探検隊

総合案内
受付で配布した用紙に、各ブースに設置したスタンプを押印
一定以上回った方には、ささやかなプレゼントが！

１１：００～１５：００
※要予約
   (10:00～10:45）

手術体験キッズセミナー 手術室
(総合受付にて受付)

超音波メスと電気メスで切離と縫合体験を、
腹腔鏡練習機で腹腔鏡下手術のイメージ体験もできます

１０：３０～１５：００ 小児科・産科ＰＲコーナー 外来待合
安産神社、赤ちゃん写真展示や当院の出産祝い品の紹介
ボーリングゲームもあります

１０：３０～１５：００ 癒やしのアロマセラピー 入院センター
アロママッサージと個別相談
身体も心も癒やすアロマの世界はいかが？

１０：３０～１５：００ 健康・がん相談 総合相談室１
大人向けの健康相談やがん相談
お気軽にご相談ください！

１０：３０～１５：００ カロリー当てクイズ 相談室１ 食べたいお菓子は、どれくらいの運動と同じでしょうか？

１０：３０～１５：００
正しい手洗いできるか
な？

外来待合
きれいに手洗いできてますか？
手洗いチェック体験

１０：３０～１５：００
薬剤耐性（ＡＭＲ）対策の
啓発活動

外来待合
薬剤耐性は抗菌薬の使用により病原体が変化して抗菌薬が効きに
くくなることです。そのような状況になる前に、できることを知ってお
きましょう！

１０：３０～１５：００
薬局体験～お菓子を調
合してみよう～

外来待合
ラムネやマーブルチョコなどのお菓子を薬に見立てて錠剤分包を体
験できます

１０：３０～１５：００ シニア体験コーナー 外来待合 高齢者の疑似体験と認知症テストをしてみませんか？

第１回丹波医療センター・健康センターミルネフェスタ
つながろう病院と地域～令和から未来へ～　イベント一覧（R1．11．9開催）

院内イベント

アトラクション



時間帯 イベント 場　　所 内　　　　　　　　容

１０：３０～１５：００
健康ブース「食は人をよく
する」

外来待合
嚥下機能が下がっても食事が楽しめる！
栄養補助食品､ソフト食の試飲､試食体験できます

１０：３０～１５：００
健康講座「身近に感じる
心臓のおはなし」

外来待合
エコーで心臓の観察をしてみよう！
心不全のことを知ると予防できます

１０：３０～１５：００ ＡＥＤの体験 玄関ホール いざという時に使えるように・・・

１０：３０～１５：００ チェアヨガ 外来待合 約15分間の椅子に座ってのヨガ体験

１０：３０～１５：００
看護師・看護アシスタントリ
クルートブース

外来待合 来年度の急性期病棟オープンに向けたスタッフ募集案内をします

１０：３０～１５：００
食事バランス鑑定団～あの
鐘をならすのはあなた～

健診センター
あなたの食生活は大丈夫？
食事バランスの診断ができます

１０：３０～１５：００ おしゃべりキッチン 健診センター
ヘルシー生活はじめませんか？
「食塩無添加」で作る１品を紹介します

１０：３０～１５：００ 健康セルフチェック 健診センター
血圧測定、体組成計、身長・体重、健康相談
バルーンアートもあるよ

模擬店等

１０：３０～１５：００ お茶席 外来待合
職員によるお茶席で、おもてなしします
おいしい和菓子もあるよ！

１０：３０～１５：００ 織り物の展示と織機体験 総合相談室３ さをり織りの展示と織機での体験、販売

１０：３０～１５：００ ハーバリウム作り 外来待合
ドライフラワーやブリザードフラワーなどをボトルに入れ、オイルに
浸したインテリア雑貨の制作体験こ

１０：３０～１５：００ 氷上高校バサー 健康広場 県立氷上高校による自校で栽培した農産物の販売

１０：３０～１５：００ リサイクルバザー 健康広場
職員によるバザー
掘り出し物があるかも！？

１０：３０～１５：００ 丹波うまいもんマルシェ 健康広場 しし汁・お焼きもちの販売、お菓子釣り

１０：３０～１５：００ たこたこクラブ 健康広場 たこ焼き、フランクフルト、ジュースを販売します

１１：００～１５：００ 給食カレー 健康広場
病院給食の人気メニューのカレーを屋台で販売
この機会に是非！

１０：３０～１５：００ 喫茶コナー 健康広場 丹波医療再生ネットワークによる喫茶・軽食コーナー

１０：３０～１５：００ パン等の販売 健康広場 パン工房むぎはなによる美味しいパン（国産小麦）の販売

１０：３０～１５：００ フェスタ盛り上げ隊 健康広場
焼きそば、唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリーム、巻き寿司等の販
売（天候により内容変更あり）

１０：３０～１５：００ スーパーボールすくい 健康広場 スーパーボールをすくった数で景品がもらえるよ！

１０：３０～１５：００ ヨーヨーつり 健康広場 あなたは何個釣れるかな？

１０：３０～１５：００ 的当て 健康広場 得点に応じた賞品をプレゼント

１０：３０～１５：００

丹波医療センター・丹波市
健康センターミルネ完成の
奇跡展

玄関前テント
写真で振り返る建築の状況
計画時の模型展示

１０：３０～１５：００ 福祉機器展 玄関ホール 各種車椅子と歩行車の展示

１０：３０～１５：００ 健康カード登録ブース 玄関ホール
丹波市医療介護情報連携システムの登録、健康カードの登録がで
きます

１０：３０～１５：００ 日赤ＰＲブース 玄関ホール
一次救命処置のミニ講習コーナー
パネル展示、資料配布、活動資金の募集

１０：３０～１５：００
ＤＭＡＴカー・救急車の展
示

健康広場横 病院のＤＭＡＴカー及び救急車の展示

展示・乗車体験


