入会のご案内
当学会に⼊会を希望される場合
１ 正会員の紹介を得て，ホームページの⼊会フォームより
お申込みいただくか，⼊会申込⽤紙（ホームページより⼊⼿可）
に必要事項をご記⼊の上，郵送または FAX にて事務局まで
お送りください．
２ 同時に年会費を下記⼝座にお振込みください．

正会員

⼊会⾦ 2,000 円

年会費 7,000 円

学⽣会員

⼊会⾦ 無料

年会費 3,000 円

賛助会員も随時募集しています．（⼀⼝

振込⼝座

Japanese Society of
Health Education and Promotion

一般社団法人

日本健康教育学会

20,000 円）

銀⾏名 埼⽟りそな銀⾏（0017）
⽀店名 坂⼾⽀店（398）
預⾦種類 普通
⼝座番号 5342918
加⼊者名 ⼀般社団法⼈⽇本健康教育学会
詳しくは，ホームページで

会員の特典
１．年次学術⼤会に演題申込できます．
２．筆頭著者，責任著者として，学会誌に論⽂投稿
できます．掲載された論⽂は J-STAGE で無料
公開されます．
３．学会が主催するセミナーへ，会員価格で参加で
きます．
４．最新の学会情報を盛り込んだ，学会員向けの
メールマガジンが配信されます．

【一般社団法人 日本健康教育学会事務局】

学会 員 向けメールマガジン
役⽴つ情報提供はもちろん，学会員同⼠の情報交換の場として，

〒350-0288 埼玉県坂戸市千代田 3-9-21
女子栄養大学食生態学研究室内

発⾏されています．

電話：049-283-2310

ホー ム ページによる情報提供

E-mail: nkkg@eiyo.ac.jp

“ 役⽴つ教材紹介 ”，“ 論⽂投稿 Q&A”，
“ 学会員インタビュー ”
など，ホームページを通して，情報提供を⾏っています．

⽇本健康教育学会

FAX：049-282-3721

検索

http://nkkg.eiyo.ac.jp/index.html

ここに来れば最新の情報が得られる
ここに来れば，多彩な専門分野の人と出会える
そして，新たな創造を経験できる！

目的
健康教育・ヘルスプロモーションの充実・推進および
その普及を図ること

設立
平成 3 年（1991 年）6 ⽉ 29 ⽇
平成 26 年（2014 年）7 ⽉ 1 ⽇⼀般社団法⼈に移⾏

学会員の構成

主な活動
学術大会
の
開催

健康教育・ヘルスプロモーション
毎年開催される学術⼤会では，会員同⼠の活発な
ディスカッションが⾏われます．ラウンドテーブル

といわれる発表形式は，本学会の学術⼤会の特徴の 1 つ

※投稿料無料，筆頭著者・
責任著者以外の共著者は会員外も可︕

会期︓平成 29 年 6 ⽉ 24 ⽇（⼟）〜 25 ⽇（⽇）

学会を⽇本における「健康教育・ヘルスプロモー

新宿区⻄早稲⽥ 1-6-1

テーマ ︓

ション」のプラットフォームとしたいと思ってい
理事長

神馬征峰

年 1 回開催しています．毎年，定員を超える申し
込みをいただく好評あるセミナーです．

健康課題の解決に向けたアドボカシースキル向上セミナー

（早稲田大学スポーツ科学学術院

教授）

（早稲田大学スポーツ科学学術院

教授）

ワークを通じてエビデンスを政策につなげるための
アドボカシースキルを実践的に⾼めよう︕

（首都大学東京 准教授）

2016.2.5（⽇）10 時 -16 時
⼥⼦栄養⼤学駒込キャンパス⼩講堂

社会的成果をもたらす健康づくり
－個別から集団へ

ます．

学会員の関⼼の⾼いテーマをとりあげ，

2016 年度学会主催セミナーのご案内

会場︓早稲⽥⼤学 早稲⽥キャンパス
学 会 長 ： 荒尾 孝
副学会長 : 岡浩一朗
事務局長 : 稲山貴代

【理事長のご挨拶】

本来の専⾨が何であれ，ここにくれば「健康教育・

学会主催
セミナー
( 年 1 回）

The 26th Annual Conference of the Japanese
Society of Health Education and Promotion

正会員 1,022 名， 学⽣会員 91 名， 名誉会員 8 名
賛助会員 9 社 (10 ⼝）， 図書館 42 館

⽂も歓迎しています．

学⽣分け隔てなく，意⾒交換が⾏われています．

第 26 回⽇本健康教育学会学術⼤会

会員数 （平成27年9月1日現在）

新規性のある原著論⽂はもちろん，実践報告論

です．学術⼤会中に開催される懇親会でも，研究者，実践者，

平成29年度学術大会

地域保健・学校保健・産業保健の各分野で研究と
実践に携わる専⾨職

に寄与する論⽂を受付けています．
に

学会誌
の発行
（年 4 回）

http://nkkg.eiyo.ac.jp/privacy/pg156.html

学会 HP︓http://www.2017-26nkkg.jp/index.html

過去の報告・関連論⽂こちら

hhttp://nkkg.eiyo.ac.jp/privacy/hokoku.html

ヘルスプロモーション」についての基本的な知識や技術が⾝に

詳細
お申込みは
WEB へ

つく．ここに来れば最新の情報が得られる．そしてここに来れば，
多彩な専⾨分野の⼈と出会い，新たな創造を経験できる．そん
な学会を⽬指したいと思います．

学会奨励賞
健康教育・ヘルスプロモーション分野の研究または実践活動に

早稲田大学スポーツ科学学術院

福岡大学

戸ヶ里泰典

吉田 亨

放送大学

群馬大学

中村 正和

【監事】
岩永 俊博

公益社団法人 地域医療振興協会

ヘルスプロモーション研究センター

春山 康夫
獨協医科大学

健康なまちづくり
支援ネットワーク

村山 伸子
新潟県立大学

活動

○○○○殿

岡 浩一朗

福岡歯科大学

研究会

若手の会
表彰状

日本ウェルネススポーツ大学

守山 正樹

ある業績をあげられました

大津一義

首都大学東京

筒井 昭仁

あなたは健康教育 ヘ･ルスプロ
モーション分野における研究

首都大学東京

女子栄養大学

今後の益益
益々の研鑽と発展を期

稲山 貴代

星 旦二

または実践活動において価値

東京大学名誉教授

順天堂大学

武見 ゆかり

を表彰いたします

衞藤 隆

福田 洋

千葉大学

回回奨励賞を贈りこれ
待し第四回

早稲田大学スポーツ科学学術院

高橋 浩之

待される若⼿会員を表彰しています．

神馬征峰

荒尾 孝

対象に，将来本学会で活躍することが期

深井保健科学研究所

理事長

赤松 利恵
お茶の水女子大学

深井 穫博

埼玉県立大学

平成二十六年七月十二日

東京大学大学院

北畠 義典

一般社団法人日本健康教育学会
一一一一一一一一一一一一一一一

おいて価値ある業績を有する若⼿会員を
【理事】
神馬 征峰

関⼼のある分野の学会員が集まり，研究活動を⾏っています．
栄養教育研究会企画ワークショップのご案内

「学校における食育の評価」の実践に向けたワークショップ
2017 年 3 ⽉ 25 ⽇（⼟）10 時〜 16 時
お茶の⽔⼥⼦⼤学本館 306
http://nkkg.eiyo.ac.jp/cn49/pg157.html
過去の報告・関連論⽂こちら

http://nkkg.eiyo.ac.jp/cn49/pg364.html

詳細
お申込みは
WEB へ

「⽇本健康教育学会

若⼿の会」は，若⼿研究者・実践者の交流

や資質向上を⽬的に，学習会や交流会を開催したり，学会活動
に参加したりして，活動をしている団体です．
詳細および⼊会に関しては HP でご確認ください．
http://nkkg.eiyo.ac.jp/wakate.html

