
2Days!

2023.3.11  -12
10：00～16：00

イオンモール新利府南館
メイン会場：１F ライブスクエア
サブ会場１：１F イオンスタイル前コート
サブ会場２：３F イオンホール

検査コーナー

10：00～11：00
眼からウロコな音楽会♪
バッハも眼の病気だった⁉
楽しみながら眼の病気が学べる
音楽会。眼の健康について一緒に
考えてみませんか？
企画：きょうゆうプロジェクト
　　　宮下 琳太郎／森 里香

目隠しをして、直進できる「GOGOブロック」と
停止&方向転換が必要な「STOPブロック」
２種類の点字ブロックでできたコースを歩いて
タイムを競います。凸凹を足で感じ取って素早く
ゴールし、点字ブロックの奥深さを体感しましょう！
参加申込は不要ですが先着順となります。
企画：立命館大学（公益社団法人NEXT VISION）

第一部   眼科の名医が教える緑内障予防
第二部   いまここから始めるウェルビーイング

視覚障害者（見えない・見えにくい人）がどのように
働いているのか【事例】、どうすれば働けるのか、
あるいはどんな働き方ができるか【アイデア】を
募集しました。今回、審査員に選ばれた受賞者を
「東北大学COI-NEXT：「みえる」からはじまる、
人のつながりと自己実現を支えるエンパワーメント
社会共創拠点」事業として発表します。
企画：立命館大学（公益社団法人NEXT VISION）

病気は「早期発見」が重要。
眼、口、耳、血管まで、様々な
部分を検査してみましょう！

お薬・生命保険等の
ご相談や健康商品をご紹介！

● 感覚を研ぎ澄ませ！
ブラインドサッカーに挑戦しよう！

● 手のジェスチャーや、ペダリングで操作
することを目指した車イスを体験！
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▼

展示コーナー
病気の発見や治療、回復のための
最新機器の紹介や健康なカラダ
づくりのための情報を紹介！

13：30～14：30
市民公開講座
人生100年時代の高血圧～健やかな老後の為に今できる事～

12：15～14：45
isee! “Working Awards”2023 受賞者発表・授賞式

10：00～12：00
ゆるスポーツ「コツコツ！点字ブロックリレー」

15：00～16：00
現役医師による
講演＆トークセッション
「カラダとココロの豊かさのために」

●イベントやコーナーの内容は予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。    ●安心・安全にイベントへご参加いただくため、マスク着用をお願いいたします。感染対策にご協力くださいますようお願いいたします。

※ 混雑時は各コーナー・ステージ共に先着順でのご案内となります。予めご了承ください。

参加無料 事前予約不要

サブ会場 1 サブ会場 2

3/11（土）ステージコンテンツ

3/12（日）ステージコンテンツ

相談コーナー
眼科医師への相談や障がい者就労の
相談が出来ます。ぜひこの機会に、
気軽に相談してみましょう！

体験コーナー
眼に関連する様々な体験に
チャレンジ。楽しみながら、
たくさん学びましょう！

日
時

会
場

土 日

１F イオンスタイル前コート ３F イオンホール

健やかな老後のために重要な血圧管理や
健康づくりについて、ご専門の先生から
お話を聞いてみませんか？
公立刈田綜合病院
特別管理者 伊藤 貞嘉先生
企画：ノバルティス ファーマ株式会社

１F ライブスクエアメイン会場

アンケートに答えておみやげをGET！

アンケートにお答えいただいた方、
両日先着300名（土・日各150名）様に
ステキなおみやげをプレゼントいたします！

会場：1Fライブスクエア内

COI-NEXT
ホームページは
こちらから
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東北大学COI-NEXT拠点プロジェクトリーダー
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公益社団法人NEXT VISION  理事

中澤 徹先生中澤 徹先生中澤 徹先生 伊藤 貞嘉先生伊藤 貞嘉先生伊藤 貞嘉先生

共催：東北大学 COI-NEXT「みえる」からはじまる、人のつながりと自己実現を支えるエンパワーメント社会共創拠点・眼疾患早期発見コンソーシアム



B3. 南館
レストラン入口

メイン会場MAPメイン会場MAP

眼科医師による相談コーナー 眼の不安や悩みを気軽にお話しできます！１回のご相談は約５分です。

虫歯・歯周病のリスクチェック ※３/１２（日）のみ開催

お口の機能をみてみよう！ 残っている歯の本数や舌の筋力を測定して現在のお口の機能をみてみましょう。

爪先毛細血管・“ゴースト血管”測定 爪先の毛細血管の観察・計測であなたの健康状態を見てみましょう！

様々な眼の症状を疑似体験してみよう！
２種類の点字ブロックでできたコースを歩いてタイムを競います。※参加申込は不要ですが先着順となります。ゆるスポーツ「コツコツ！点字ブロックリレー」

緑内障VRヘッドセット体験コーナー
親子で！友達同士で！見え方チェック

白内障や視野狭窄などで、普段当たり前に見ている景色がどのように見えるのか体験してみませんか。

VRの世界を楽しみながら視野の一部がかすんでしまう緑内障体験をしてみましょう。

簡易視力チェックアプリを使って、遠くからと近くからの見え方を親子でチェックしてみましょう。

障がいのある方の就労等に関するご相談コーナー 障がい者就労に関することや障がいに関するさまざまなお悩みについて、何でもご相談ください。
■対象：障がいのある方（当事者）やその周囲の方など、どなたでも可

早期発見よりもっと早く。認知症などの疾病リスク予測が可能なフォーネスビジュアス 認知症も含む「疾病リスク予測検査」をご紹介します。

ロービジョン患者さん向けの最先端機器・体験コーナー メガネ型の最先端ウェアラブルデバイスや、文字を拡大して見やすい色で表示する拡大読書器などを体験できます。

～“見えづらい”を“見える”に変えたい～
ロービジョンの方のための最新機器

カメラからの映像を網膜に投影することで、周りの景色を見たり、
写真や動画を撮影できます。

～眼の異常を、超手軽に早期発見～
誰もが手軽に眼の状態を確認できるヘルスチェック セルフチェックによる確認で、適切な眼科受診につなげませんか？

コーナー コーナー名 内容No.

１F イオンスタイル前コート

出展企業　イオン・アリアンツ生命／
イオン東北／ウエルシア薬局

お薬・生命保険等のご相談や
健康商品をご紹介！

３F イオンホール

ブラインドサッカー体験を通して、見えることの
大切さをぜひ実感してください！
●企画運営：参天製薬株式会社

手のジェスチャーで操作することを目指した車イスや
ペダリングで操作できる車イスの体験をしてみませんか？

●企画運営：東北大学大学院工学研究科

感覚を研ぎ澄ませ！
ブラインドサッカーに挑戦しよう！

みんなで一緒に！
インクルーシブなロボット車いす開発

相談
コーナー

サブ会場 1 サブ会場 2

イベントやコーナーの内容は予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

メイン会場

その他体験コーナー

コンテンツ一覧コンテンツ一覧2Days!

1

「きこえ」を良くして楽しい生活を 難聴の有無のチェック、難聴の予防や治療、補聴器の適切な使い方についてご案内します。9

緑内障をご存知ですか？ 緑内障のことを知って、手軽にスクリーニング検査を体験してみませんか。7

お菓子な！？眼のサプリ『onoono for eye』新発売!! ～気分に合わせて選べる4タイプ～をお試し頂けます。黄斑色素密度を高くするサプリメント（onoono）の紹介4

老眼や加齢に伴う見えづらさ発見・体験ブース 老眼チェックや老眼の仕組みを理解、加齢による見え方の変化を発見できる体験コーナーです。2
誰でも簡単に眼の健康チェック MEOCHECKつきいちし～やで、裸眼のままで簡単に眼の健康チェックを行うことができます。3
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クイズで学ぶ「生活習慣と眼の関係」 生活習慣は眼の健康とも密接に関係しています。クイズによって、楽しく学びましょう。22

19

21

20

「眼科医師による相談コーナー」
眼の不安や悩みを気軽にお話しできます。
3/11（土）11：00-13：00／14：00-16：00
3/12（日）10：00-12：00／13：00-15：00
※1回のご相談は約5分です。

「障がいのある方の就労等に関するご相談コーナー」
障がい者就労に関する情報発信と相談ができます。
時間　10：00-12：00／14：00-16：00
■対象：障がいのある方（当事者）や
その周囲の方など、どなたでも可

アンケートに答えておみやげをGET！

アンケートにお答えいただいた方、
両日先着300名（土・日各150名）様に
ステキなおみやげをプレゼントいたします！

会場：1F ライブスクエア内

体験
コーナー

１F ライブスクエア
イベントステージ、検査、体験、展示など様々なコーナーに
参加して、自分のカラダや健康のことをもっと知りましょう！
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２F ABCマート向かい付近 ※常設 普段どおり歩くだけ。歩行年齢をチェックしてみましょう。
運動不足が「みえる」かも！？無料でご利用いただけます。

眼底写真で健康チェック6 眼の奥側にある網膜の写真を撮影し、眼の状態や全身の状態を観察できます。眼底写真の印刷を持って
「医師による相談コーナー」へ。撮影は短時間で終わりますので、目が悪くない人にもオススメの検査です。

５分間の唾液検査でお口の健康状態を６項目のチャートでお示しします！
※飲食は２時間前にお済ませください。※検査キットの数に限りがございます。

バランスウォーキング

OCTスキャナー 最新の検査機器で目の断面を簡単に撮影できる検査です。
3/11（土）10：00-12：00／13：30-16：00　3/12（日）10：00-11：30／13：00-15：008

あなたの眼は大丈夫！？ 　  新・緑内障簡易検査の体験場 緑内障の診断検査（視野検査）を手軽に、身近に！新しい視野検査方法を体験できます。
3/11（土）10：00-12：00／13：30-16：00　3/12（日）10：00-11：30／13：00-15：005

検査
コーナー

展示
コーナー

※３/１２（日）のみ開催


