
 

平成 29 年 6 月 8 日 

機関代表者 各位 

 

一般社団法人東京精神保健福祉士協会 

代表理事 関原 育 

（公印省略） 

一般社団法人東京精神保健福祉士協会 

一般社団法人東京精神科病院協会 PSW 部門 

合同初任者研修会について（ご依頼） 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は当協会の活動にご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。 

 さて、この度（一社）東京精神保健福祉士協会・（一社）東京精神科病院協会 PSW 部門合同初

任者研修会を下記要領にて開催いたします。 

 つきましては、貴機関の精神保健福祉士職員の出席について格段のご配慮を賜りたく、お願い

申し上げます。 

 末文ではありますが、貴機関の益々のご発展を祈念いたします。           

謹白 

記 

1 日  時 平成 29年 7月 8日（土） 13時 30分～16時 30分（受付 13時 00分～） 

2 会  場 東医健保会館 4階会議室 

 東京都新宿区南元町 4番地  （案内図は別紙１参照） 

 

3 内  容  （1）話題提供「PSWとして大切にしていること～これまでの経験をもとに～」 

①公益財団法人 井之頭病院    嶋津 志歩美氏（3年目） 

②特定非営利活動法人エナジー本舗 地域活動支援センターエナジーハウス 

山形 奈緒子氏（5年目） 

（2）意見交換会（名刺交換を行いますので名刺をご用意ください） 

4 時  程 受 付（4階会議室） 13時 00分～13時 30分 

 研修についての説明  13時 30分～13時 40分 

 話題提供① 13時 40分～13時 55分 

 話題提供② 13時 55分～14時 10分 

       質疑応答            14時 10分～14時 20分 

       意見交換会        14時 20分～15時 40分 

       全体会・各協会の説明   15時 50分～16時 30分 

5 申込み先 東精協 PSW部門運営委員会 担当 花立（吉祥寺病院相談室） 

 FAX 042-482-8260 

 ※本研修への申込み要件は、東精協会員病院にご所属の精神保健福祉士       

もしくは東京精神保健福祉士協会の正会員となります 

 

6 問い合わせ先 東京精神保健福祉士協会 tokyooffice@tokyo-psw.com 

以上 



平成 29 年 6 月 8 日 

会員各位 

一般社団法人東京精神保健福祉士協会 

代表理事 関原 育 

（公印省略） 

一般社団法人東京精神保健福祉士協会 

一般社団法人東京精神科病院協会 PSW 部門 

合同初任者研修会 開催のお知らせ 

 

謹啓 時下益々ご清栄のことと存じます。 

 さて、この度下記要領により（一社）東京精神保健福祉士協会・（一社）東京精神科病院協会 PSW

部門合同初任者研修会を開催しますのでお知らせいたします。今回は、初任者を対象とした研修会を

行います。つきましては万障お繰り合わせのうえ、多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

なお、参加ご希望の方は大変お手数ではございますが、別紙２「研修会参加申込用紙」にご記入の

上、6 月 30 日（金）までに FAX にて東精協 PSW 部門運営委員会 花立 あて（吉祥寺病院）にお

送りくださいますようお願いいたします。  

                    謹白 

記 

1 日  時 平成 29年 7月 8日（土） 13時 30分～16時 30分（受付 13時 00分～） 

2 会  場 東医健保会館 4階会議室 

 東京都新宿区南元町 4番地  （案内図は別紙１参照） 

3 内  容 （1）話題提供「PSWとして大切にしていること～これまでの経験をもとに～」 

①公益財団法人 井之頭病院    嶋津 志歩美氏（3年目） 

②特定非営利活動法人エナジー本舗 地域活動支援センターエナジーハウス 

山形 奈緒子氏（5年目） 

（2）意見交換会（名刺交換を行いますので名刺をご用意ください） 

4 時  程 受 付（4階会議室） 13時 00分～13時 30分 

 研修についての説明  13時 30分～13時 40分 

 話題提供① 13時 40分～13時 55分 

 話題提供② 13時 55分～14時 10分 

       質疑応答            14時 10分～14時 20分 

       意見交換会        14時 20分～15時 40分 

       全体会・各協会の説明   15時 50分～16時 30分 

5 申込み先 東精協 PSW部門運営委員会 担当 花立（吉祥寺病院相談室） 

 FAX 042-482-8260 

 ※本研修への申込み要件は、東精協会員病院にご所属の精神保健福祉士       

もしくは東京精神保健福祉士協会の正会員となります 

 

6 問い合わせ先 東京精神保健福祉士協会 tokyooffice@tokyo-psw.com 

 

＊ 東精協 PSW 部門で参加申し込みをされた方は重複しますので申し込みは必要ありません。 

＊ 研修会終了後、近隣別会場で懇親会を予定しております。予算は 3,000 円程度です。 

ご参加お待ちしております。                         以上 



                              

別紙２ 

【FAX送信票】 

 

一般社団法人東京精神保健福祉士協会 

一般社団法人東京精神科病院協会 PSW 部門 

合同初任者研修会参加申込み用紙 

 

[６月 30 日（金）締め切り] 

FAX 送信先：042-482-8260 

東精協 PSW 部門運営委員会 担当 吉祥寺病院 花立 宛て 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

７月 8 日（土）の初任者研修会に参加を希望します  

ご所属名：                            

ご連絡先：                            

 

＜参加される方は、次を記入してください＞ 

氏   名 
PSW 現場経験年数 

（内、資格取得後の経験年数） 

懇親会参加希望者は 

○を付けて下さい 

 年目  

（    年目） 
参加 ・ 不参加 

 年目  

（        年目） 
参加 ・ 不参加 

 年目  

（    年目） 
参加 ・ 不参加 

 年目  

（    年目） 
参加 ・ 不参加 

 年目  

（    年目） 
参加 ・ 不参加 

＊当日は上記資料をもとにグループ分けを致しますので、各項目の記載をお願い致します。 

 

 

以上 


