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ZOOMに よるオンライン開催

参加費 会員 500円 非会員1000円 学生500円
」よ

暉 講演、

講師 長瀬正子先生 佛教大学社会福祉学部准教授

『子 どもの 権利 を共通言語 に〜医療 にお ける保 育 の 営み を考 える 〜』
爾 施設発表

5施 設 (予 定 )*発 表 して くださる 1施 設 を募集 して いま す。

『各施設における子どもの権利 を大切 にした保育活動』

<プ ログラム >
13:00〜 14:30
14:40〜 15:10
15:20〜 15:40
15:40〜 16:00
16:00〜 17:00

講義 長瀬正子先生 (10分 休憩)
施設発表 3施 設 (10分 休憩)
施設発表 2施 設
質疑応答 0意 見交換
グループディスカッシ ョン

Zoomを 使用。 ご自身のパソコン・ スマー トフォン 0タ ブ レッ ト端末 でのご参カロ
*イ ンターネ ッ ト環境 が必要です。

*要 事前申 し込み
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講 師紹介

長 瀬 正 子

先 生

佛教大学社会福祉学部准教授

社会的養護 で育 つ子 どもや若者 の権利 を保障す るための理念や方法 について研究。
子 どもとおとなの対話を助 ける絵本を紹介 したwebサ イ ト
ちいさなとびら (https://chisanatobira.exb10g.jp/)を 運営。
主な著書に
『きかせてあなたのきもち 子 どもの権利 って しつてる ?』 (ひ だまり舎、2021年 )、
『子 どもア ドボカシー と当事者参画のモヤモヤとこれから』 (共 著、明石書店、2021年 )、
F学 校 という場の可能性 を追究する11の 物語』 (共 著、明石書店、2021年 )な ど。

施設発表者募集 につ いて
「各施設における子 どもの権利 を大切にした保育活動」 のテーマで発表 して
くださる方を募集 しています。 (若 干名)
※8月 中にご連絡ください。 (先 着順)
※発表 は10分 程度です。
※発表された方 には資格更新 に提出できる証明を発行 します。
※発表される方 は23日 19時 からの事前 リハーサルにも参カロしてください。
※発表される方 も通常通 り参加申し込みをしてください。
※発表施設 は問いません。非学会員でも発表可能です。

申 し込み

申込 メー ルア ドレス :kinkLiryouholku@gmalLcom
締 め切 り 9月 4日 (日 )
申込 メールア ドレスに以下 の内容 を書いて送 つて ください。
*振 込先 は申 し込み後 にご連絡 します。
*送 信後 、2週 間経 っても返信がな い場合 は再度 ご連絡 くださ い。
*申 し込みは銀行振込のみとな ります。 *振 込手数料 は自己負担 とな ります。
氏名 (ふ りがな) ②会員・非会員・学生 ③所属施設、職種
ロ
証明となります)
メールア ドレス
ロ
証の郵送希望 (資 格更新の際に参カ
⑥参カ
⑦グループディスカッシ ョンの参加番号 (① 〜⑤ )
ロ
グループディスカッション参カ
希望グループ
①病棟保育 ②病児・病後児保育
③外来保育・ クリニ ック
④療育施設・ 障がい児施設
⑤その他 (フ リー トーク)
*参 加人数によリグループは変更する場合があります。

一 メ ンバー募集
近畿 ブ ロック研修会実行委員会 では、
研修 の企 画 ・運営を
お手伝 い して下 さる方 を
募集 しています。
ご興 味 を持 って くださ つた方 は
下記 メール まで
お気軽 にお問い合わせ下 さい。
￨

kl∩ kl.lryo∪

holku@gmail com

