
  “Meet The HAP 八王子（第６回）”  
特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women（HAP）  
今、HAP の活動に出会う、女性医療の課題にであう  

ウイメンズヘルスを学ぶ	 at 八王子  
 
女性の健康支援プロジェクトNPO法人HAPは、女性のＱＯＬ向上に貢献することを目的とするNPO法人です。
このたび下記の要領で保健医療者・関係研究者・実務者を対象に研修会を開催いたします。 
 

記  

日 時： 平成 23 年 1 月 23 日（日）  12 時 30 分から 15 時 30 分（ 12 時開場） 

場 所： 東京薬科大学実務実習センター 〒192-0083 八王子市旭町 12-1 ファルマ 802 ４F 

対 象： 保健医療者(薬剤師、保健師、看護師、栄養士等 保健医療関係者 )  

会 費： 会員 1,000 円 非会員 1500 円 （学生無料=学生は予め申込必須） 

 

内	 	 容：自分らしい「生き」「死に」を考える  
1. 生き方をことばにしてみよう【40 分】 

渡辺 敏恵	 氏（自分らしい「生き」「死に」を考える会 世話人代表 
医療法人恵幸会理事・東京女子医科大学非常勤講師） 

 
2. 私が望む終末期 ― 家族や主治医は分かっているでしょうか【40 分】 

三浦 靖彦	 氏（（自分らしい「生き」「死に」を考える会 副代表 
医療法人財団 慈生会 野村病院 副院長） 

 
３	 「私の生き方連絡ノート」のご提案：ノートの具体的な説明、簡単ワーク【30 分】 

	  
 

 
討論＆クロージング（まとめと次回への目標確認）	 全員	 	 15:30 終了	  
 
 
 
 
 
主催：特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women 

（女性の健康支援のための NPO 法人 HAP）  

共催：(有)インフィニティ	 横山町薬局  
事務局	 住所	 〒111-0032	 東京都台東区浅草３‐４‐１	 K-BLDG 

電話番号：03-5824-0495	 	 ＦＡＸ番号：03-5824-0496	 当日携帯 090-3381-3823 
ホームページアドレス	 http://www.hap-fw.org事務局担当（宮原、高村、伊藤） 

もしくは	 （八王子）横山町薬局	 宮岡まで（TEL	 042-646-2216	 FAX 042-643-6176） 
メールアドレス	 	 asakusao@hap-fw.org 

薬剤師研修単位 2単位予定 



FAX 送信先	 03-5824-0496 
 

「  Meet The HAP 」研修会  
特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women（HAP）  
今、HAP の活動に出会う、女性医療の課題にであう  

 
日	 	 時：平成 23 年 1 月 23 日（日）12 時 30 分から 15 時 30 分 

定員（40 名）になり次第締め切ります。  
 

 

 

参加申込書 

平成 23 年 1 月 23 日（日） 
 

 

名 前 ：            

御 所 属 ：            

	 該当に○	 	 薬剤師	 助産師	 保健師	 看護師	 栄養士	 医師	 他（	 	 ）	  

郵便番号 ：              

住	 	 所 ：            

電話番号 ：        

FAX 番号 ：        

メールアドレス： 

参加人数 ：     人（複数の場合ご氏名連記お願いします） 

 

 

乳幼児がいて、ベビーシッターが必要な場合はご相談ください。 

有料になりますが、手配のお手伝いができます。 

この情報は、HAP ご案内以外に使用しません。 

 

 



「  6th  Meet The HAP 」研修会  
特定非営利活動法人 Healthy Aging Projects for Women（通称 HAP）  
今、HAP の活動に出会う、女性医療の課題にであう  

 
日	 	 時：平成 23 年 1 月 23 日（日）12 時 30 分から 15 時 30 分 

定員（40 名）になり次第締め切ります。  
 

 

 

受付票 

下記の内容で受付ております。 

当日の会場のご案内を再度いたします 

お間違いの無いよう、お越しください。 

 

場  所： 八王子駅前 〒192-0083 八王子市旭町 12-1 ファルマ 802 ４F 

        （京王八王子駅と 八王子駅のちょうど真ん中あたりです。） 

東京薬科大学実務実習センター（大学ではありませんので注意） 

対  象： 保健医療者(薬剤師、保健師、看護師、栄養士等 保健医療関係者 )  

会  費： 1,000 円 

 

平成 23 年 1 月 23 日（日） 
 

 

名 前 ：            

御 所 属 ：            

参加人数 ：     人（複数の場合ご氏名連記お願いします） 

 
事務局	 住所	 〒111-0032	 東京都台東区浅草３‐４‐１	 K-BLDG 

電話番号：03-5824-0495	 	 ＦＡＸ番号：03-5824-0496	 当日携帯 090-3381-3823 
ホームページアドレス	 http://www.hap-fw.org事務局担当（宮原、小島） 

もしくは	 （八王子）横山町薬局	 宮岡まで（TEL	 042-646-2216	 FAX 042-643-6176） 
メールアドレス	 	 asakusao@hap-fw.org 

薬剤師研修単位 2単位予定 
 


