
 

  

 

 

         
 

         

      

     

                     

                     

 

 
 

     

    
 

    
    

 

    

    
  

    

    
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜申し込み方法＞
 

①ＦＡＸの場合

特定非営利活動法人ベネッセレ

ＦＡＸ
 

②メールの場合

医療法人社団

メール

ワーカーズサロンは
 

社会福祉士会

精神保健福祉士協会

医療ソーシャルワーカー協会

の３団体にて協働し開催してきまし

たが、今年度から「

を仲間に加えてリフレッシュいたし

ました。サロン形式なので、難しい

ことは何もありません。自由に交流

する「ワールドカフェ方式」による

交流会も行います。是非、これから

つながりを作ろうとしている新人職

員の皆様、連携を築きたいと思って

いる皆様、知人等にもお声をかけて

頂き
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＜申し込み方法＞

①ＦＡＸの場合 

特定非営利活動法人ベネッセレ

ＦＡＸ ： （０１６６）７４－３２６２

②メールの場合 

医療法人社団 はらだ病院

メール ： msw@haradahospital.or.jp
出席連絡票（

ワーカーズサロンは

社会福祉士会 

精神保健福祉士協会

医療ソーシャルワーカー協会

の３団体にて協働し開催してきまし

たが、今年度から「

を仲間に加えてリフレッシュいたし

ました。サロン形式なので、難しい

ことは何もありません。自由に交流

する「ワールドカフェ方式」による

交流会も行います。是非、これから

つながりを作ろうとしている新人職

員の皆様、連携を築きたいと思って

いる皆様、知人等にもお声をかけて

頂きご参加ください。
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＜申し込み方法＞ 

 

特定非営利活動法人ベネッセレ 

（０１６６）７４－３２６２

 

はらだ病院 ＭＳＷ

msw@haradahospital.or.jp
出席連絡票（FAX はこのまま送信ください）

ワーカーズサロンは ．．． 

精神保健福祉士協会 

医療ソーシャルワーカー協会 

の３団体にて協働し開催してきまし

たが、今年度から「 介護福祉士会

を仲間に加えてリフレッシュいたし

ました。サロン形式なので、難しい

ことは何もありません。自由に交流

する「ワールドカフェ方式」による

交流会も行います。是非、これから

つながりを作ろうとしている新人職

員の皆様、連携を築きたいと思って

いる皆様、知人等にもお声をかけて

参加ください。 
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回 ワーカーズサロンのご案内

本格的な夏を迎え、アウトドアに最適なシーズンになりました

皆様いかがお過ごしでしょうか。

連携をテーマにし、

トラン

地域包括ケアが進められているこの時代、

要になってきます。この機会を利用し、

顔の見える連携を

 

 

                     

                      

            

            

                     

                     

                 

                 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

 ファブリカ 

（０１６６）７４－３２６２

ＭＳＷ 山田 

msw@haradahospital.or.jp
はこのまま送信ください）

 

 

の３団体にて協働し開催してきまし

介護福祉士会 」

を仲間に加えてリフレッシュいたし

ました。サロン形式なので、難しい

ことは何もありません。自由に交流

する「ワールドカフェ方式」による 

交流会も行います。是非、これから

つながりを作ろうとしている新人職

員の皆様、連携を築きたいと思って 

いる皆様、知人等にもお声をかけて

ワーカーズサロンのご案内

本格的な夏を迎え、アウトドアに最適なシーズンになりました

皆様いかがお過ごしでしょうか。

連携をテーマにし、

トランのメニュー表に見立てて

地域包括ケアが進められているこの時代、

要になってきます。この機会を利用し、

の見える連携を

第１８回ワーカーズサロン

各職能団体の紹介・顔の見える連携

開催日

                  

会

                 

            住

            電

                     参加費

                     備

                 

                 

                 
                 

                                  

                 

                 

                 

                 

                 

 柴田 宛 

（０１６６）７４－３２６２ 

 宛      

msw@haradahospital.or.jp    
はこのまま送信ください）                

ワーカーズサロンのご案内

本格的な夏を迎え、アウトドアに最適なシーズンになりました

皆様いかがお過ごしでしょうか。

連携をテーマにし、談話を楽しむ会食の雰囲気をイメージ

のメニュー表に見立てて

地域包括ケアが進められているこの時代、

要になってきます。この機会を利用し、

の見える連携を築きませんか？

第１８回ワーカーズサロン

各職能団体の紹介・顔の見える連携

開催日 ： 

                  

会 場 ： 

                 

住 所 ： 

電 話 : 

参加費 : 

備 考 : 

                 社会福祉士会のお話し

                 北海道社会福祉士会

                 医療ソーシャルワーカー協会のお話し
                 北海道医療ソーシャルワーカー協会

                              

                 精神保健福祉士協会のお話し

                 北海道精神保健福祉士協会

                 介護福祉士会のお話し

                 北海道介護福祉士会

                 グループワーク

全体共有

MENU

 

      今後の連絡方法について下記のいずれかに

         
                

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

お名前 

 

E-mail：（協力お願いします

ワーカーズサロンのご案内

本格的な夏を迎え、アウトドアに最適なシーズンになりました

皆様いかがお過ごしでしょうか。今回のワーカーズサロンは

談話を楽しむ会食の雰囲気をイメージ

のメニュー表に見立てて企画しました。

地域包括ケアが進められているこの時代、

要になってきます。この機会を利用し、

ませんか？ 

第１８回ワーカーズサロン

各職能団体の紹介・顔の見える連携

 平成２７
                  

 特定非営利活動法人

                 

 旭川市東３条１丁目２番８号

 (０１６６)

 無 料 

 ファブリカさんより手作りパンがもらえる♪

社会福祉士会のお話し

北海道社会福祉士会 道北地区支部

医療ソーシャルワーカー協会のお話し
北海道医療ソーシャルワーカー協会

                              

精神保健福祉士協会のお話し

北海道精神保健福祉士協会 

介護福祉士会のお話し

北海道介護福祉士会 道北支部

グループワーク（グループワークを楽しむ秘策あり！

全体共有（全体シェア）

MENU 

連絡方法について下記のいずれかに

     
                

：（協力お願いします）

ワーカーズサロンのご案内

本格的な夏を迎え、アウトドアに最適なシーズンになりました

今回のワーカーズサロンは

談話を楽しむ会食の雰囲気をイメージ

企画しました。

地域包括ケアが進められているこの時代、職能を超えた連携が必

要になってきます。この機会を利用し、今一度各職能団体を知って

第１８回ワーカーズサロン 

各職能団体の紹介・顔の見える連携

２７年８月２７
                  １９:００～

特定非営利活動法人

                 ファブリカ

旭川市東３条１丁目２番８号

)７４－３２７０

ファブリカさんより手作りパンがもらえる♪

社会福祉士会のお話し 

道北地区支部 支部長   

医療ソーシャルワーカー協会のお話し
北海道医療ソーシャルワーカー協会 北支部

                              

精神保健福祉士協会のお話し

 道北ブロック理事

介護福祉士会のお話し 

道北支部 支部長    

グループワークを楽しむ秘策あり！

（全体シェア） 

連絡方法について下記のいずれかに

     メールで参加申込をしたい

                ＦＡＸで参加申込をしたい

） 職場名・連絡先電話番号

ワーカーズサロンのご案内

本格的な夏を迎え、アウトドアに最適なシーズンになりました

今回のワーカーズサロンは

談話を楽しむ会食の雰囲気をイメージ

企画しました。 

職能を超えた連携が必

今一度各職能団体を知って

各職能団体の紹介・顔の見える連携

２７日(木

００～2０

特定非営利活動法人 ベネッセレ

ファブリカ ３

旭川市東３条１丁目２番８号 

７４－３２７０ 

ファブリカさんより手作りパンがもらえる♪

    山口昌宏

医療ソーシャルワーカー協会のお話し 
北支部 医療福祉活動部長

                              山田純一

精神保健福祉士協会のお話し 

道北ブロック理事  椿本とよみ

      青山こずえ

グループワークを楽しむ秘策あり！

連絡方法について下記のいずれかに☑をつけて下さい。

メールで参加申込をしたい

ＦＡＸで参加申込をしたい

職場名・連絡先電話番号

ワーカーズサロンのご案内 

本格的な夏を迎え、アウトドアに最適なシーズンになりましたが 

今回のワーカーズサロンは他職種 

談話を楽しむ会食の雰囲気をイメージしたレス 

職能を超えた連携が必 

今一度各職能団体を知って 

各職能団体の紹介・顔の見える連携 

木) 

０:３0 

ベネッセレ 

３F 研修室 

 

ファブリカさんより手作りパンがもらえる♪ 

山口昌宏 

 
医療福祉活動部長 

山田純一 

椿本とよみ 

青山こずえ 

グループワークを楽しむ秘策あり！）

をつけて下さい。

メールで参加申込をしたい 

ＦＡＸで参加申込をしたい 

業種(介護員等)

職場名・連絡先電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

） 

をつけて下さい。 

 

 

) 



 

 

 

ＦＡＸ送付のお知らせ 
 

北海道社会福祉士会 道北地区支部会員各位 

北海道精神保健福祉士協会 道北ブロック会員各位 

北海道医療ソーシャルワーカー協会北支部会員各位 

北海道介護福祉士会 道北地区支部会員各位 
 

上記四団体、または非会員でもサロンに参加したいと考えている相談援助職の皆様、 

ワーカーズサロンに参加して日々感じている疑問を解消したり、交流により顔の見える 

関係をつくりませんか？各自お誘いあわせの上、多くのご参加をお待ちしております。 

事務の効率化から、メーリングリストを作成して、メール周知を行いたいと思います。 

是非メールアドレスの記載にご協力ください。 

しかし、ＦＡＸ環境での受信手段がご希望の方は、ＦＡＸにて案内をおこないます。 

道北社会福祉士会 上川中部ブロック研修 

北海道精神保健福祉士協会 道北ブロック研修担当 

北海道医療ソーシャルワーカー協会 北支部 医療福祉活動部 

 

○世話人 

特定非営利活動法人 ベネッセレ 多機能型事業所ファブリカ 施設長 柴田 淳  

特定非営利活動法人 ベネッセレ 地域活動支援センターあしすと センター長 椿本とよみ 

旭川市 豊岡地域包括支援センター 社会福祉士 早苗 隆宣  

デイサービス北彩都 生活相談員 天山 晴人 

社会福祉法人かがやき 福島将恭 

社会福祉法人友和会デイサービスセンターきらら センター長 栗田俊佑 

医療法人仁友会北彩都病院 ＭＳＷ 綱渕美穂 

医療法人社団はらだ病院 地域医療連携室・居宅介護支援事業所 ＭＳＷ 山田 純一 

 


