
 
 

 

日本ヒューマン・ケア心理学会学術集会第22回大会 
 

 

ご挨拶 

  

日本ヒューマン・ケア心理学会学術集会第 22 回大会は、2020 年 7 月 4 日(土)～7 月 5

日（日）、広島国際大学呉キャンパスで開催させて頂くことになりました。中国地方で初

めての本学会学術集会の開催になります。呉キャンパスは広島駅から JR 呉線で約 1 時間

の新広駅で下車し、そこから徒歩約 7分のところにございます。呉線は沿岸を走っており、

晴れていれば途中、きれいな瀬戸内の海や島々が見え、とても心癒される景色がご堪能

いただけます。また、運が良ければ四国への連絡船や漁船、タンカーなどに交じって、

海上自衛隊の護衛艦や潜水艦が航行しているのを見ることができます。ただし、天候が

悪ければ電車に遅れがでたり、不通になる可能性もございますので、宿泊する際は広島

市内より、呉駅周辺のホテルを予約することをお勧めいたします。東日本にお住まいの

先生方には遠方のためご不便をお掛けいたしますが、道中の小旅行も含め、お楽しみい

ただければと思っております。 

今回の学術集会のテーマは「ヒューマン・ケアから考えるしあわせ」とさせて頂きま

した。このテーマをあげた理由は 2 つあります。1 つは、会場となる広島国際大学は「し

あわせになる学び舎」を将来像に掲げている医療・福祉を中心とした総合大学です。こ

の会場で、漠然としている「しあわせ」という概念をヒューマン・ケアの立場から考え

てみたいと思ったからです。2 つ目は呉キャンパスでこの学会を開催する意味を考えまし

た。2018 年度の西日本豪雨災害に呉市周辺が巻き込まれて 2 年が経ち、災害を客観視で

きるようになったこの時期に、住民も交えて前向きに「しあわせ」を考えみたいと思い

ました。このテーマに基づき、基調講演者には幸福学をご専門の 1 つとしていらっしゃる慶

応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の前野隆司教授を、シンポジスト、

また研修会のゲストスピーカーには、2019 年 4 月の NHK 番組「クローズアップ現代」に出演

され、2019 年 10 月からは TBS「グッとラック！」の火曜コメンテーターとして出演中の、看

護師と僧侶という２つの立場を活かしヒューマン・ケアを実践していらっしゃる玉置妙憂先

生をお招きしています。もちろん、一般口演、示説、ラウンドテーブル等も企画しておりま

す。 

こじんまりとした学術集会ではありますが運営委員一同、参加して良かったと思える

学術集会の開催に向け、準備を進めております。是非ご自分の日ごろの研究成果を発表

する１つの機会としていただくとともに、クライエントのみならず、自分自身のしあわ

せを一緒に考える機会としていただきたいと思います。 

小規模ながら充実した学術集会になりますよう、会員の皆様のご参加とご協力を心よ

り重ねてお願い申し上げます。 

 

   2020 年 1月 吉日 

第 22 回大会準備委員会委員長 山崎登志子（広島国際大学） 

大会テーマ：ヒューマン・ケアから考えるしあわせ 



 

 

1. 会 期 2020 年7 月 ４ 日（土）～ 7 月５ 日（日） 

2. 会 場 広島国際大学呉キャンパス（広島県呉市広古新開5丁目1番1号）3号館(予定) 

3. アクセス   主要駅からのアクセス 

          ・ 広島駅から  JR呉線・新広駅（約1時間）より徒歩7分                

 

 

 

4. キャンパスマップ 

Ⅰ．会期・会場 

学会会場（予定） 



 

7月 4 日（土） 学 術 集 会   広島国際大学呉キャンパス 9：00～（受付開始） 

１．一般演題 

口頭発表    10:40～11:10 

ポスター発表  11:00～12:00 

2.  総会      12:10～13:10 

3.  基調講演   13:40～15:10 

テーマ：しあわせのメカニズム 

講  師： 前野隆司先生 

（慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科・教授） 

      座 長： 山崎登志子（広島国際大学 看護学部学部長・教授） 

 

4．シンポジウム  15:20～16:50 

テーマ：しあわせを生み出す力 

シンポジスト：大西 舞 先生 (呉市地域支え合いセンター 生活支援相談員・保健師) 

玉置妙憂先生（一般社団法人大慈学苑 代表理事・看護師・僧侶） 

 田中秀樹先生（広島国際大学 健康科学部学部長・教授） 

前野隆司先生（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科・教授） 

（発表順）          

 

   座  長   ：山崎登志子 (広島国際大学 看護学部学部長・教授) 

 

5.  懇親会  17:10～19:10  

            

  

Ⅱ．プログラムの概要  

「しあわせを生み出す力」をテーマに、様々な視点からしあわせな生活に向けた実践力を養う方

法について考えていきたいと思います。今回は、呉市で生活支援相談員として西日本豪雨災害被

災者支援を実践している大西舞先生には「被災者支援体験から考えるしあわせ」について、また

看護師でもあり僧侶でもある玉置妙憂先生から「医療と宗教の接点から考えるしあわせ」につい

て、心理学研究者で睡眠研究の第一人者である田中秀樹先生から「睡眠から考えるしあわせ」に

ついて、お話をしていただきます。その後、基調講演者の前野隆司先生にもご参加いただき、参加

者とともに意見交換をしていきたいと思います。 

ヒューマンインタフェース、ロボット、教育、 地域社会、ビジネス、価値、幸福な人生等、様々な

分野でシステムデザイン・マネジメントを研究されている前野隆司先生をお招きしています。 

著書「幸せのメカニズム」をベースに、因子分析で導き出された幸せの4つの要因について説明し

ていただき、well-beingの向上に向け重要なことを学んでいきたいと思います。 



7月 ５ 日（日）学 術 集 会 ・ 研 修 会   広島国際大学呉キャンパス 9：00～（受付開始） 

１．学会論文賞授賞式  9:15～9:30 

2. 研修会          9:40～11:40 

テーマ：対話の力：生きること、死ぬことをめぐるヒューマン・ケアの在り方 

講  師：田村恵子先生（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系 教授・がん看護専門看護師） 

ゲストスピーカー：玉置妙憂先生 （一般社団法人大慈学苑 代表理事・看護師・僧侶） 

※会員には修了証を発行します。       

 

    3. ラウンドテーブル   12:10～13:40 

テーマ：ヒューマン･ケアとスピリチュアルケア Ⅱ   

 

 

 

   

１．参加申込方法 参加申込専用フォーム（https://ws.formzu.net/fgen/S54358989/）よりご登録ください。 

                  ※研修会には学部生は参加できません。 

２．参加費の支払い 大会当日（研修会に参加される場合は研修会当日）に総合受付にてお支払いください。 

３．大会プログラム・抄録集  大会当日（研修会に参加される場合は研修会当日）に総合受付にてお渡し致します。 

４．事前参加申込期間    2020年2月1日(土）～ 5月16日(土)  

 

 

 

 

 

Ⅲ．第 22回大会 学術集会・研修会の参加申込 

生きること、死ぬことをめぐるヒューマン・ケアの在り方について探究するため、医療現場での多く

の体験をもとに、ケアの実践・本質を問い続けておられる田村恵子先生を講師にお招きします。 

田村先生は、わが国のホスピス病棟の草創期から看護師としての取り組みをなさり、その後「がん

看護専門看護師」のパイオニアとして20余年を活動されています。ゲストスピーカーの玉置妙憂

先生は、看護師でもあり僧侶でもあり、さまざまな看取りのご経験からの具体的なご発言もいた

だくことができるでしょう。 

このお二人による「対話」を通して、我々のめざす「ケア」の真髄のひとつの水路を発見したり、

あるいは、それぞれの心に響き、それなりに腑に落ちる体験もしていただけるのではないかと、期待

しております。 

 

 第21回大会では、「ヒューマン・ケアとスピリチュアルケア」と題して、その関係性、臨床実践の場に

おけるスピリチュアルケア、遺伝性疾患とスピリチュアルケア、看護教育とスピリチュアルケアを発表して

いただき、意見交換を行いました。今大会では、そのⅡとして、日本人のスピリチュアリティーおよびス

ピリチュアルニーズ、また災害におけるスピリチュアルケアについて、意見交換を行いたいと思います。

特に近年の災害現場での支援に結びつくことを期待します。 

 

https://ws.formzu.net/fgen/S54358989/


 

 

１．応募資格 

• 筆頭発表者は本学会の正会員に限ります。非会員の場合は、事前に入会手続きをお願いします。 

• 連名発表者に非会員が含まれる場合は、非会員 1 名につき4,000円の発表登録料が必要です。 

発表登録料は筆頭発表者が全員分をとりまとめ、大会当日（研修会に参加される場合は研修会当

日）に総合受付でお支払いください。 

• なお、非会員連名発表者が学術集会にご参加される場合は、当日参加費として6,000円（発表登録

料の4,000円含む）を総合受付でお支払い下さい。 

• 演題は研究倫理審査の手続きを経て、承認が下りている研究内容に限ります。 

 

２．発表形式 

• 一般演題は「口頭発表」または「ポスター発表」のいずれかを選択してください。 

• 口頭発表時間：1 演題 15 分（発表 12 分、質疑応答 3 分） 

• ポスター発表時間：1時間（11:00～12:00、掲示時間10:30～16:00） 

発表者は、発表時間の間ポスター前に待機し、質問者に対する説明や議論を行ってください。 

• ポスターサイズ：（縦 145㎝×横 87 ㎝）×２ 

＊縦 145㎝×横 87 ㎝サイズのパネルを１演題につき、2つ用意いたします。 

• ポスター発表に関しましては、演題数によって、口頭発表に切り替えをお願いすることもあります。 

• 演題番号は大会事務局で準備します。 

• 詳細は以下の発表申込専用フォームをご覧ください。 

 

３．発表申込方法 

• 発表をご希望の方は、発表申込専用フォーム（https://ws.formzu.net/fgen/S39796922/）より 

ご登録ください。 

• 発表申込専用フォームにてご登録いただいたメールアドレス宛てに後日、大会事務局より「発表データ作成要項」

「大会プログラム・抄録集原稿テンプレート（一般演題用）」をお送りします。 

• 上記の「大会プログラム・抄録集原稿テンプレート（一般演題用）」に必要事項をすべてご記入の上、 

提出専用アドレス宛に、メール添付にてお送りください。 

※提出専用アドレスは、発表申込専用フォームよりご登録いただいた方のみにお知らせ致します。 

 

4．申込期間 

• 発表申込期間：  2020年2月1日(土）～ 3月31日(火) 

• 大会プログラム・抄録集原稿提出締切：2020年4月18日(土） 

• 期日までに大会プログラム・抄録集原稿が届かない場合は、発表申込は取り消しとなります。 

 

5．採択の通知 

• 査読後、演題登録者に結果を通知します。 

 

Ⅳ．一般演題（口頭発表・ポスター発表）申込 

https://ws.formzu.net/fgen/S39796922/


・ 発表上のご留意事項 

 

 

本大会では、演題登録時にエントリーをされた方のみを対象に「優秀発表賞」の審査を行い、口頭発表部門および 

ポスター発表部門の優秀発表賞として懇親会にて表彰いたします。審査をご希望の方は「大会プログラム・抄録集原

稿テンプレート（一般演題用）」の「審査希望」欄に必ずチェックを入れてください。 

 

 

「自主企画シンポジウム・ワークショップ」とは、会員の方に自由にテーマを設定し、企画、運営いただくものです。本大会に

おける開催数は最大２件までとし、定員になり次第、申込専用フォームに掲示致します。 

 

１．応募資格 

• 企画代表者は申込の時点で正会員の方に限ります。非会員の場合は、事前に入会手続きをお願いします。 

 

2．発表形式 

• 企画代表者が必要に応じて出演者（座長，話題提供者，指定討論者など）について人数を含めてお決め

ください。企画の形式についてもシンポジウムやフロアとの自由討論など自由に設定していただいてかまいません。 

• 発表時間：1企画につき、90分厳守。 

 

３．申込方法 

• 自主企画シンポジウム・ワークショップの発表をご希望の方は、発表申込専用フォーム

（https://ws.formzu.net/fgen/S39796922/）よりご登録ください。 

• 発表申込専用フォームにてご登録いただいたメールアドレス宛てに後日、大会事務局より「発表データ作成要項」

「大会プログラム・抄録集原稿テンプレート（自主企画シンポジウム・ワークショップ用）」をお送りします。 

• 上記の「大会プログラム・抄録集原稿テンプレート（自主企画シンポジウム・ワークショップ用）」に必要事項をす

べてご記入の上、提出専用アドレス宛に、メール添付にてお送りください。 

※原稿提出専用アドレスは、発表申込専用フォームよりご登録いただいた方のみにお知らせ致します。 

 

4．申込期間 

• 発表申込期間： 2020年3月31日(火) 

• 大会プログラム・抄録集原稿提出締切： 2020年4月18日(土) 

• 発表演題は、未発表・未投稿のものに限ります。 

• 期日までに大会プログラム・抄録集原稿が届かない場合は、発表申込は取り消しとなります。 

 

Ⅵ．自主企画シンポジウム・ワークショップの申込み 

Ⅴ．優秀発表賞への応募 

学会発表（口頭発表・ポスター発表ともに）は、抄録集の掲載とともに、当日の会場発表をもって実

施したことになります。抄録集の掲載のみでは「学会発表」となりません。あらかじめ、研究に貢献した方々

を共同研究者とし、筆頭発表者が当日発表できない場合は、共同研究者が代わりにご発表ください。万

が一、当日発表ができなくなった場合、抄録集掲載のみでは業績とはなりません。その場合、他の学会等

で発表する際には、同タイトルとならないようご留意願います。発表に際して、変更事項が生じた場合は、

速やかに大会事務局にご連絡ください。 

https://ws.formzu.net/fgen/S39796922/


5．採択の通知 

• 査読後、企画代表者に結果を通知します。 

 

 

 

・ 日時：2020年7月4日(土) 17:10～19:10 

・   会場：陽だまりレストラン 

               ※広島国際大学呉キャンパス3号館にあるレストランです。 

・   参加申込方法 

第22回大会の参加申込専用フォーム（https://ws.formzu.net/fgen/S54358989/）にてご登録ください。 

 

 

• 受付業務の簡略化のため、可能な限り事前登録をいただけますよう、お願いいたします。 

• 参加費は大会当日（研修会に参加される場合は研修会当日）に、総合受付にてお支払いください。 

• 学生参加費（学部生のみ）を利用される場合は大会当日、総合受付にて学生証をご提示ください。 

• 本大会会場周辺に飲食店はあまり多くはございません。学食（土曜昼のみ）の利用も出来ますが、 

お弁当（お茶付き900円）の事前申し込みをすることをお勧めいたします。 

 

諸費用一覧 

参加申込区分 支払区分 大会参加費  研修参加費 懇親会費 

参加費 

（会員・非会員共通） 

事前登録（5/16まで） 5,000 円  

3,000 円 

    

事前4,000円 

 

当日5,000円 

当 日 6,000 円 

学生参加費 

（学部生のみ） 

事前登録（5/16まで） 2,000 円 
 

当 日 3,000 円 

 

 

・大会に関するお問い合わせ 

日本ヒューマン・ケア心理学会学術集会第22回大会事務局 

広島国際大学看護学部  担当：中村 

E-mail ： 2020humancare@gmail.com  

 

・研修会に関するお問い合わせ 

日本ヒューマン・ケア心理学会学術集会第22回大会・研修会事務局 

 担当:大場 

    E-mail ： 2020HC.kenshu@gmail.com 

 

 

  

Ⅶ．懇親会 

Ⅷ．参加にあたっての諸費用と支払方法 

Ⅸ．大会・研修会に関するお問い合わせ 

https://ws.formzu.net/fgen/S54358989/
mailto:2020humancare@gmail.com
mailto:2020HC.kenshu@gmail.com


 

 
※申込状況によっては、時間割りや教室割りの予定を変更する場合もございます。

第１日目

学術集会

３号館１階

3101教室

収容定員　213名

3号館３階

ラーニング・コモンズ

「LINK」

３号館３階

スタディルーム２

収容定員　20名

３号館３階

3301教室

収容定員　213名

３号館３階

3302教室

収容定員　228名

9:00 総合受付

３号館１階 理事会

10:00 9:00-17:00 9:20-10:20

開会式

クローク 10:30～10:35

口頭発表1 口頭発表2

11:00 ポスター発表
10:40-11:10 10:40-11:10

12:00 11:00-12:00

東洋羽毛展示

13:00 （コーヒーブレイク）

14:00

13:40～15:10

15:00

16:00

17:00

第２日目

学術集会

研修会

３号館１階

3101教室

収容定員　213名

9:00 研修受付
３号館１階

9:00～9:40
学会論文賞授賞式

9:15～9:30

10:00 　総合受付

11:00 ３号館１階

9:00-14:00

12:00

クローク

ラウンドテーブル

13:00 12:10～13:40

9:00-14:10

閉会式

14:00 13:50～13:55

3号館1階

陽だまりレストラン

シンポジウム
15:20～16:50

大会日程と会場案　　　会場：広島国際大学呉キャンパス　3号館　

http://www.hirokoku-u.ac.jp/access/kure.html

2020年7月4日（土）

３号館3階

教育サポートセンター１

9:00-17:30

ポスター貼付
9:00～10:30

ポスター掲示
10:30～16:00

総会
12:10～13:10

3号館1階

陽だまりカフェ

基調講演

飲食スペース

３号館3階

教育サポートセンター１

ポスター撤去
16:00-17:00

懇親会【呉キャンパス】　3号館１階　陽だまりレストラン
17:10～19:10

2020年7月5日（日）

研修会
9:40～11:40

学術委員会企画

Ⅹ．日程表  



 

５.申込締切日について　（学術集会参加，研修会，懇親会，宿泊，弁当）

６.費用お支払い期限　　（お振込：宿泊費・お弁当を申込まれた方）   

　　　　お申し込みのご案内

７.お知らせとお願い

お申し込み方法

１.申込受付期間

２.学術集会参加費

令和2年5月16日（土）

令和2年6月12日（金）

学  部 学  生　　2,000円（税込）/　3,000円（税込）

研　修 会  費　　　　　　　3,000円（税込）

（発送予定5月下旬）

※　学術集会当日は宿泊代とお弁当代のお支払いを受け付け致しません。必ず締切日までにお支払い下さい。

懇　親 会　費 　4,000円（税込）/　5,000円（税込）

　　　（事前申込）　　　　/　　　（当日申込）令和2年2月1日（土）～5月16日（土）

会員・非会員　  5,000円（税込）/　6,000円（税込）日本ヒューマン・ケア心理学会

 【お弁当・宿泊費用お支払い期限】 令和2年6月12日（金）

 【取消料について】

 参加費・研修費については、学術集会（研修会）参加当日に受付でお支払い下さい。

① インターネットの場合 ② ＦＡＸの場合 ③ 郵送の場合

別紙参加申込書を記入「日本ヒューマン・ケア心理学会」検索

http://www.j-hc.jp/

「第22回学術集会」検索
学会参加申し込み専用フォーム

https://ws.formzu.net/fgen/S54358989/

ＦＡＸ：0823-32-5200

㈱あすなろ旅倶楽部呉本社内支店

日本ヒューマン・ケア心理学会 宛

〒737-0032

広島県呉市本町6-8児玉ビル1階

㈱あすなろ旅倶楽部呉本社内支店

日本ヒューマン・ケア心理学会係 宛

担当：岩本 ・下中

ＴＥＬ：0823-32-5100/ＦＡＸ：0823-32-5200

申込締切り後，宿泊・お弁当代などの予約確認書・請求書をを発送します。期日までにお振込ください。

(１) お電話での申込みは一切受け付けておりません。

(２) 振込確認後、宿泊券、宿泊のご案内、弁当券、領収書を送付させて頂きます。各確認書面は紛失すること

なく当日ご持参下さい。（再発行は致しません）

(３) 申込締切日間近は申込件数が多くなるため、書類の発送等に日数を要しますので、できるだけお早めに

お申込み下さいますよう、お願い致します。

1

学会参加費，研修会費，懇親会費は当日総合受付でお支払いください。

３．申込方法

学術集会専用ホームページからお申込みいただくか、別紙の参加申込書に必要事項を記入して、ＦＡＸ又は郵

送にてお申込み下さい。

４．手続きの流れ

（１） 学術集会，研修会，懇親会の参加のみの申し込みの方は①からお手続きください。

（２） 学術集会，研修会，懇親会の参加とあわせて宿泊・お弁当をお申込みの方は②、③の方法でお手続きい

ただくと、申し込みが1度で済みます。

（３） お弁当の当日注文は受け付けておりませんのでご注意ください。

1

Ⅺ．お申し込みのご案内

 



 
 

 

 

  

  電車の場合：呉駅発　「広駅」「三原駅」「糸崎駅」行きに乗車　  　 新広駅下車　　　　　　　　         約 7分
バスの場合：呉駅発　広電バス 郷原黒瀬線、広仁方線 に乗車　  広支所前下車　　　　　　　　　　　 約29分
　　　　　　　　　　　　　　ＪＲバス 西条線行き乗車　　　　　　　　　　　広支所前下車　　　　　　　　　　　 約21分

■大会会場までは呉駅から新広駅まで公共交通機関でお越しください。新広駅から徒歩約７分です。（700ｍ）

■最少催行人員１名で添乗員は同行致しません。　１泊毎の旅行契約となります。

■上記宿泊プランについての注意事項

１.　上表の宿泊代金は１泊朝食付、税金・サービス料込のお一人様あたりの料金です。

２.　お申込みは申込記号でご記入ください。先着順での受付とさせていただきます。

　　満室の場合はご予約が可能なホテルにてご案内をさせていただきます。

■Ｃ： コンフォートホテル呉 、 Ｆ：呉森沢ホテルの朝食はホテルによる無料朝食サービスです。

徒歩15分（900ｍ）

Ｅ ビジネスホテルごとう　（＊） シングル 6,500円 6,500円 徒歩2分（150ｍ）

Ｆ 呉森沢ホテル シングル 12,000円 12,000円

徒歩5分（400ｍ）

Ｃ コンフォートホテル呉 シングル 9,700円 9,700円 徒歩3分（200ｍ）

Ｄ ビューポートくれホテル シングル 8,200円 8,200円

シングル 6,500円 6,500円 徒歩6分（500ｍ）

Ａ クレイトンベイホテル シングル 12,000円 12,000円
呉駅前からシャトルバスが出

ております。（乗車時間約5分）

Ｂ 呉ファーストホテル　（＊）

呉駅までの
移動時間

　　　　ご宿泊のご案内

●設定日：　2020年７月3日(金）　2泊

●宿泊代に含まれるもの：　税金・サービス料込、朝食付　　１泊1名様あたりの料金です。

7/3(金） 7/4(土）

地図
番号

ホテル名 部屋タイプ

宿泊代金

表の（＊）表示があるホテルのみ素泊まり料金となります。

２



 

 

  

映画ロケ地情報　・・・　海猿、この世界の片隅に、孤狼の血、坂の上の雲、アルキメデスの大戦（NEW！）

（詳しくは呉駅等のパンフレット、若しくはくれまち情報プラザへ）

呉森沢ホテル

クレイトンベイホテル ビジネスホテル第二山中 コンフォートホテル呉

ビューポートくれホテル ビジネスホテル後藤

宿泊ホテルＭＡＰ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

ＢＡ Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

呉駅前からホテルまでのシャトルバスが出ております。

呉湾が見え、護衛艦が見えることもあります。 呉駅からすぐの立地に建っております。

一度橋を渡るので少し遠いですが、安価はホテルです。 呉駅から陸橋通ればすぐのアクセスです。

他のホテルに比べて遠いですが、

近くの「れんが通り」には飲食店がたくさんあります。

３



 

〒　　　　－

○

会員番号

904904 ○ ○ ○

口座番号 　　普通　・　当座 　口座名義

振 込 額 合　計
（宿泊費・お弁当代）

＜ご返金の際の振込先をご記入ください＞

銀行名 銀行　・　金庫　　本店　・　　　　　支店　　 　フリガナ

禁煙　・　喫煙5

3

2

禁煙　・　喫煙

4 禁煙　・　喫煙

禁煙　・　喫煙

〇 ○ 25,600円女 27

禁煙　・　喫煙

A

1

（例） 広島
ヒロシマ

　呉
クレ

子
コ

性　別 年　齢
禁煙・喫煙

希望

日替わり弁当 ・ お茶付
900円

7/4（土）
7/4（土）
（1日目）

7/5（日）
　（2日目）

番号

7/3（金）

宿　　泊学生
参加費
～事前～

2,000円

（フリガナ）
氏　　　　　名

会員・非会員

参加費
～事前～

5,000円

研修
会費

3,000円

懇親会費
～事前～

4,000円

A 禁煙　・　喫煙

フリガナ
氏　名

年齢　　才 勤務先

自宅（携帯） ＴＥＬ　：　（　　　　）　　　　　－　　　　　　 受付日
月　　　　　日

書類送付先　　　　　　　　住所
自宅又は勤務先

受付者

（　自宅　・　勤務先　　：〇をつけて下さい。　）

連絡先
勤務先

ＴＥＬ　：　（　　　　）　　　　　－　　　　　　内線

ＦＡＸ　：　（　　　　）　　　　　－　　　　　　内線
当
社
記
入
欄

学術集会参加登録及び旅行手配等のために必要な範囲内での日本ヒューマン・ケア心理学会・宿泊機関・保険会社等への個人データの提供について同意のうえ、以下に申し込みます。

日本ヒューマン・ケア心理学会 申 込 書
（学術集会・研修会・懇親会参加・ 宿泊・ 弁当）

◎送り先 ㈱あすなろ旅倶楽部 呉本社内支店

日本ヒューマン・ケア心理学会係宛

〒737-0032

住所 広島県呉市本町6-8児玉ビル1階

ＴＥＬ：0823-32-5100

ＦＡＸ：0823-32-5200

※ 申込書記入上の注意

1.学術集会の参加申込方法をご参照の上お申込み下さい。

2学会参加費・研修会費・懇親会費は学会参加当日に総合受付でお支払いください．

事前振込は宿泊とお弁当を申込まれた方のみとなります．

3.郵送の場合は必ず控えにコピーをおとり下さい。

4.宿泊券・お弁当引換券・領収書等は６月中に発送いたします。

5.禁煙喫煙はご希望に添えない場合もありますので、ご了承下さい。

6.当社と日本ヒューマン・ケア心理学会は参加者の個人情報を共同して

利用し、 協会事務局にて参加者名簿を作成します。

尚、学術集会終了後、学会事務局で参加者名簿を管理致します。

【お振込み先について】

備考

広島呉の名物、「小イワシ」を1日ずつ料理内容を変えております。

キュウリのなますには「音戸ちりめん」を使用しております。


