平成 29 年度

生涯教育制度現職者選択研修会開催案内と参加要項
（修正版）

現職者選択研修会開催案内
（注）主な対象は基礎研修未修了者ですが、基礎研修修了者も受講可能（2 ポイント配布）

年間予定
Ａ．平成 29 年 10 月 1 日（日） 9:00～17:00
Ｂ．平成 29 年 6 月 4 日（日） 9:00～17:00
Ｃ．平成 29 年 7 月 30 日 (日)
9:00～17:00

弘前会場
青森会場
八戸会場

＊ＢとＣは、生活行為向上マネジメント基礎研修となります。
Ａ．弘前会場
日時： 平成 29 年 10 月 1 日（日）

9:10～17:00

会場： 弘前市総合学習センター 第 2・3 研修室
〒036-8085 弘前市大字末広 4 丁目 10-1
アクセス詳細は弘前市総合学習センターのホームページでご確認ください

9：10～09：30

受付・開会

9：30～11：00 「身体障害領域の基礎知識」
青森慈恵会病院

相馬 雅之 氏

にしかわ整形外科

及川 友和 氏

11：10～12：40 「筋骨格系・外傷」

12：40～13：30

休

憩

13：30～15：00 「神経筋・内部障害」
鷹揚郷腎研究所弘前病院

柴田

薫 氏

15：10～16：40 「脳血管障害」
弘前脳卒中・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
16：40～17：00

算用子暁美 氏

閉会・受講確認

上記研修会の申込み締め切りは、資料印刷の都合上、9 月 29 日（金）17:30 までです。
申込み方法は 3 ページを参照してください。
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Ｂ．青森会場
日時： 平成 29 年 6 月 4 日（日） 9:10～16:30
会場： 県民福祉プラザ 多目的室 4A
〒030-0822 青森県青森市中央三丁目 20-30
アクセス詳細は県民福祉プラザのホームページでご確認ください。
8：50～9：00
9：00～10：30
10：30～12：00
12：00～13：00

受付・開会
「概論」
「演習①」
休憩

13：00～14：30

「演習②」

14：30～16：00

「演習③」

16：00～17：00

「演習④」閉会・受講確認
八戸在宅クリニック

阿部 三知代 氏

Ｃ．八戸会場
日時： 平成 29 年 7 月 30 日（日）

9:10～16:30

会場： 東北メディカル学院 教室 1
〒039-1522 青森県三戸郡五戸町字苗代沢 3-638
アクセス詳細は東北メディカル学院のホームページでご確認ください。
8：50～9：00
9：00～10：30
10：30～12：00
12：00～13：00

受付・開会
「概論」
「演習①」
休憩

13：00～14：30

「演習②」

14：30～16：00

「演習③」

16：00～17：00

「演習④」閉会・受講確認
八戸在宅クリニック
弘前脳卒中・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

阿部 三知代 氏
金谷

圭子 氏

上記研修会の申込み締め切りは、資料印刷の都合上、B 会場 6 月 2 日（金）17：30、C 会場 7
月 28 日（金）17：30 までです。
申込み方法は 3 ページを参照してください。
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参加申し込みについて
１．申し込み方法
下記のメールアドレスに必要事項を記入の上、送信してください。メールが困難な場合は、4 ページ
の申し込み用紙に必要事項を記入し FAX でお申し込みください。
※OT 協会未加入者は受講できません。申請中の場合は、入会申込済みを証明するもの（払込受領証
など）を研修会当日、受付に提示してください。
２．申し込み先
＜E-mail での申込み＞
送信先 makinaka@rinken.ac.jp
件名に「現職者選択研修」と記載して下さい。本文には、参加を希望する研修会の記号（ＡやＢ）、テ
ーマ名、所属、氏名、日本作業療法士協会会員番号を必ず記載してください。
＜FAX での申込み＞
4 ページの申し込み用紙に必要事項を記入してください。
FAX：0178-61-0034
３．参加費
現職者選択研修会：一律

4,000 円/日（当日会場で徴収します）

※基礎研修ポイントとして 2 ポイントを配布いたします。
４．締め切り
弘前会場：平成 29 年

9月

23 日

金曜日

17:30 まで

青森会場：平成 29 年

6月

2日

金曜日

17:30 まで

八戸会場：平成 29 年

7月

28 日

金曜日

17:30 まで

※申込締切日までに申込者数が 5 名未満の場合は中止となります。中止となる場合は、各研修
会開催の 3 日前までにメールにてお知らせいたします。
５．受講に必要なもの
・ 生涯教育手帳、OT 協会会員証、青森県士会会員証
６．公文書
出張依頼に関する公文書が必要な方は、申込み時に「公文書郵送希望」と記載してください。なお、
公文書は郵送しますので、研修会開催 2 週間前までに申し込みください。
７．問い合わせ先
東北メディカル学院 教務部 作業療法学科内 教育部担当：中居 真紀子
TEL：0178-61-0606

メールアドレス：makinaka@rinken.ac.jp
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東北メディカル学院
FAX

作業療法学科

中居 行

0178－61－0034

生涯教育制度現職者 選択研修会

参加申し込み書

氏名
所属
TEL/FAX

TEL：

FAX：

OT 協会会員番号

受講講座
（参加会場とテーマに
○）

出張依頼公文書

現職者選択研修

弘前会場（9/29 締め切り）

現職者選択研修

青森会場（6/2 締め切り）

現職者選択研修

八戸会場（7/28 締め切り）

必要

不要

問い合わせ事項
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