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日本准看護師連絡協議会「市民公開講座及び交流会」の開催について  

（ご案内及び参考資料提供のお願い）  

 
 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  

さて今般、日本准看護師連絡協議会より、平成３０年９月８日（土）に日本医師

会館で開催する「市民公開講座及び交流会」についての周知協力方依頼がありま

した。  

今回の講演会は市民公開講座として「笑いがもたらす健康講座」をテーマに開

催されます（講演者：落語家／医学博士 立川らく朝氏）。医療関係者だけでなく、

一般市民の方や看護学生の方等も参加可能です（参加費無料／要事前申込）。特に

東京近郊の医師会におかれましては、広くご周知いただければ幸いです。  

また、交流会として「復職支援ブース」「相談ブース」「体験ブース」を出展し、  

復職を検討中の方や進学を検討中の准看護師の方の相談、またこれから看護師・

准看護師を目指す方の相談等を行うとのことであります。  

この「交流会」に関連して、准看協賛助会員団体に、病院・施設等パンフレッ

ト、学生募集要項等の提供をお願いしたいとのことであります。賛助会員になっ

ていない場合でも、この機にご加入いただき、資料をご提供いただければ幸いで

す（電話等による問い合わせにも活用するため、地域の制限はないとのことです）。 

つきましては、貴会におかれましてもご了知いただきますとともに、貴会管下

郡市区医師会、医師会立看護師・准看護師養成所、会員医療機関等への周知方に

つきまして、ご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。  
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市民公開講座及び交流会の開催について 
（ご案内及び参考資料提供の協力願い） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にあり

がとうございます。 

さて、平成 30 年 9 月 8 日（土）に、第３回講演会（市民公開講座）と交流会を昨年に引き続き、

日本医師会館にて開催する運びとなりました。 

つきましては、お忙しいとは存じますが、貴会会員の皆様並びに都道府県医師会・郡市区医師会

に下記事項につきましてご周知いただきますとともに、広報活動（施設内への掲示や市民へのチラ

シ配布）等にご理解ご協力をお願いいたします。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

日 程 平成 30年 9月 8日（土） 

会 場 日本医師会館 1階   第 3回講演会（大講堂） ・ 交流会（フロア） 

内 容 別紙チラシ参照 

＜お願い事項＞ 

① 広報活動への協力願い 

貴会会員の皆様並びに都道府県郡市医師会及び看護学校養成校等に、開催チラシを送付いただ

き、施設内での掲示や関係者へのお声かけ・参加動員にご協力をお願いいたします。 

・どなたでもご参加いただけます。 

・講演会は定員制のため事前申込が必要となっております。 

・交流会は開催時間内の出入りは自由であり、興味あるブースにご参加いただけます。 

② 病院・看護学校のパンフレット提供のお願い 

交流会の「復職支援ブース」「相談ブース」での情報提供に活用するため、病院や看護学校の

パンフレット等の提供にご協力をお願いします。ご提供いただくにあたり、現状での当会加入

の有無は問いませんが、未加入のところには賛助会員団体の入会用紙を併せてご案内いただけ

れば幸いです。 

・病院や看護学校のパンフレットは、2～3部をご郵送ください。 

・PDFファイル等でも構いません。office@junkankyo.com にお送りください。 

 ※当会ホームページ「これから准看護師を目指す人」に掲載検討中。 

以上  

 

mailto:office@junkankyo.com


平成 30年 4月 16日 

関係者各位 

一般社団法人日本准看護師連絡協議会 

会 長  滝田 浩一    

 

第３回講演会・交流会の開催ご案内及び 

病院・学校のご案内パンフレット等の提供について（お願い） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にあり

がとうございます。 

 さて、平成 30年 9月 8日（土）に、第 3回講演会（市民公開講座）と交流会の同時開催を昨年同 

様に開催する運びとなりました。 

今回の講演会は「笑いがもたらす健康講座」をテーマに、落語家で医学博士の立川らく朝さんに 

90 分間ご講演いただきます。この講演会は市民公開講座としておりますので、どなたでも聴講いた

だけますが、定員制のため事前申込が必要です。 

交流会は３つのブースに分かれており、開催時間内の出入りは自由で興味あるブースにお立ち寄 

りいただけます。1つめの復職支援ブースは、再就職を考える潜在看護師や医療・介護領域で働くこ

とを望む求職者に対して、皆様から提供いただくパンフレットをもとに情報提供を考えています。

２つめの相談ブースは、看護学生やこれから准看護師をめざそうと考える社会人を対象に、相談内

容にあわせて学校紹介や進学・試験へのアドバイス等を行います。３つめの体験ブースは、健康増

進の啓発活動として、複数の企業に協力いただき食品サンプルや健康チェック(血管年齢・ストレス

チェック等)の体験をして『健康』について改めて考えていただく場を提供します。 

つきましては、多くの皆様にご参加いただけるよう、職員、関係者の皆様方にご周知いただき、

チラシ等の配布にもご協力いただければ幸いです。 

 また、交流会の復職支援ブースと相談ブースでは、来場者に対して全国の病院での求人状況や看

護学校の内容や学生募集等の情報提供も予定しておりますので、貴施設(病院・看護学校)のパンフ

レット等ございましたら、お手数ではございますが准看協事務局までご郵送いただきますようお願

い申し上げます。 

敬具  

記 

１． 開  催 平成30年9月8日（土）第3回講演会（市民公開講座）＆交流会 

２． 要望事項 病院・看護学校のパンフレット等の提供 

※お送り頂いたパンフレット等は返却できませんので予めご了承ください。 

３． 使用目的 交流会の「復職支援ブース」「相談ブース」での情報提供及び配布資料 

４． 送付部数 2～3部 

５． 送付期日 平成30年8月24日（金）必着 

６． 送 付 先 〒108-0023 東京都港区芝浦3-15-14 6階 TEL:03-6435-0647    

(一社)日本准看護師連絡協議会 交流会係り            以上 

 



 

日時 

会場 

2018年9 月8 日（土） 14 時～15 時30 分 

日本医師会館 1階大講堂 
（〒113－8621東京都文京区本駒込 2-28-16） 

第３回講演会 

笑い  がもたらす健康講座 
 

 

落語家・医学博士   

 

“笑い”が、いかに健康に大切かを、エピソードを交えながら講演いただきます。 

定員200 名 

           

 

対象：離職中の看護職,これから准看護師・看護師を目指したい方,看護学生など 

・看護職で職場復帰に不安がある方、キャリアアップでのお悩みなど、現役職員がご相談にお応えします。 

・全国各地の病院パンフレットや求人情報、看護学校養成所等の情報(学生募集要項等)など、多数準備してお待ちし

ております。 

対象：どなたでもご参加いただけます。講演会の前後に、いつでもお気軽にお立寄りください。 

ストレスチェック,寝具,ヘルス機器,介護機器,リラクゼーション機器など、その場で実体験いただけます。スタッフ

が説明・対応しますので、安心して体験いただけます。 

交流会を同時開催！ 
交流会 13：00～16：00 1階フロアにて  ※講演会と同館内で開催中 

共催：公益社団法人日本医師会,一般社団法人日本病院会,公益社団法人全日本病院協会 

一般社団法人日本医療法人協会,公益社団法人日本精神科病院協会 

 後援：厚生労働省,文京区 

協賛：東洋羽毛工業株式会社 

お問合せ先 一般社団法人日本准看護師連絡協議会 〒108-0023東京都港区芝浦 3-15-14 6階 

TEL:０３-６４３５－０６４７ FAX:03-5232-3309 E-mail:office@junkankyo.com 

この講演会に参加ご希望の方は、事前のお申込みが必要です。 

※申込方法は、裏面をご覧ください。 

※お申込み方法でお困りの際やご不明な点は、下記お問合せ先へご連絡ください。 

 

（開場 12：30） 

立川らく朝 

プロフィール 

QR コード 
 



准看協 第３回講演会 

市民公開講座 
  

会期 

会場 

2018年9 月 8 日（土）14：00～15：30（開場 12：30） 

日本医師会館 1階大講堂 

立川 らく朝（落語家・医学博士） 

事前申込制

参加費無料 お申込み方法 
参加ご希望の方は、ファックス 又は メールにて、 

① 郵便番号、住所、②所属名(無所属の方は空白)、③申込者名、④参加人数、 

⑤連絡先をご記入のうえお申込みください。 

FAX にてお申込みの方 

以下のフォームに記入のうえ、FAX：03-5232-3309へ送信ください。 

お申込み受信確認後「承認通知」を返信しますので、FAX番号を忘れずご記入ください。 

     〒 

① 住 所                                     

 

②所属名                                     

 ※複数名でお申込みの場合は、どなたか 1名のお名前をご記入ください。  ※申込者を含む参加人数を記入ください。 

ふりがな                           参加 

③ 申込者名                       ④人数          人 

 

⑤ ファックス番号              

 

※申込後数日経過しても返信がない場合は、念のために下記へご連絡ください。 

E メールにてお申込みの方 

① ②③④をメール本文にご記入のうえ、E メール:office@junkankyo.com へ送信ください。 

お申込み受信確認後、「承認通知」を返信しますので、受信有無を必ずご確認ください。 

※申込後数日経過しても返信がない場合は、念のために下記へご連絡ください。 

＜注意とお願い＞ 

※携帯電話等からお申込みの際は、junkankyo.comドメインからのメールを受信可能となるよう設定して

ください。 

※ファックス又はメールでのお申込みができない環境にある方は、下記へお電話ください。 

【お申込み・お問合せ先】 
一般社団法人日本准看護師連絡協議会 事務局 

〒108-0023 東京都港区芝浦 3-15-14 6階 

TEL０３-６４３５－０６４７  

FAX０３-５２３２－３３０９ 

Eメール office@junkankyo.com 

申込締切 

2018 年 8 月 31 日（金）必着 

講師 

＜会場へのアクセス＞ 
JR 駒込駅南口より徒歩 10 分メトロ南北線駒込駅より徒歩 10 分 

都営三田線千石駅より徒歩 8分 

 


