
『親と子のための 市民講座』

のご案内

30～ 17:30

不童機 ・憲庭内●力 。ひ●こも11●この予備 ・解熱ヘ

岬食葛齋

●合失口生

【曰 時】 平成 18年 11月 19日 (日)

■
(8夜

洋壺

ギャンブル

【会 場】 札幌市教育文化会館 1階 小ホール

■崚市中央日tl彙 薔10T曰   lCt 011-271-5321

:参加費】 500円 (小中高校生無料) どなたでもご自由に参加できます

担当 ,内●燎法摯 櫂本 ,日 T[t011-644-511l Fぶ 011-644-1001

【事務局】お気燿にご相談、お問い合わせ下さい。臓

“

、0理 士による相餃も受付けております。

〒|10-∞

“

 ll幌市西区山の手5彙 5丁目1-l  E■ 菫人麟●会礼颯大国

"眈

主

　

後

h t t D〃 館 3-r● ●hto Or i D′   臼 田  '11oON w o r o● ht=o7' p

凰■月110■ (0:1-622-4110)でもご●●を晏付けております。

●】 北海菫内●●基●嬌会 (第21日)日 本嗜暉内,壼蔵研究会 く,2日 )

撮】 t● 菫医饉会 社颯市饉饉全 ■力菫重青委員会 札颯市崚■■員会 北海迪学校彙●会
■,市十崚保●会 t簿菫PIA菫査会 札曖市PIA饉摯奎 t"逍 晰洒菫合会 lt優連合嗜洒会
■颯西ロータリークラフ 北海達いじめ ●力 ひきこもり若●■

'会

 ●曖C ニドムの会

当会はIt海ヨ医

“

会の彙彗を,て rt海菫E“会生凛●定崚青●奎J(3単 位)と して厠薔致します



0■21回r北海道内観憲法懇話会J 012日 「日本菫床内観凛法研究会Jプログラム

以下のプログラムで0●は中 内
・・・

38●Jです   以下0ジログラムで●印はけ 内饉
"●

10"・ です

0日  lt i 平咸18年 11月 10日 (日)10:30-17:30
0会  場 : te● ●●文化会●1●小ホール (■颯市中央区21彙 百10丁目 IE1 011-271-5821)
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:北海菫内●壼藩●●会のE■ 1(1991～2嚇 卒)  主な,演 ■ (口不同 敬幕■)

第 1口 (91) 大田 薔平 (It曖大田

"鵬

籠■)三 木 書0(日 本内●学会,会 ■)
第 2口 (91) ll元 饉澪 (日本内嬌学会会長)薔 地 浩光 (曰蝸●念●饒医学情颯椰)

第3日 (02) ■谷
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清 (口疇内●■

"所

所長)上 野ミユキ 〈It輌大田

"曖

内●担当饉■)

第4口 (02) ■彙■■明 (●がし,日丼

"籠

)● ■ 弘 (4t海道少年掟法■■)
第5口 〈00) ■谷

'1 
清 〈

“

疇内●研修昴所長)内 澤 由=(内 ●■及協会会長)

■6日 (93) ■● 正博 〈北饉内●研修所所長)=趙  ●● くれ輌大田輌曖E鰤 )
,7国 (94) 檬丼 薔,(1ヒ 海道大学文学●助崚侵)五 +菫 ―夫 (■暢内●輌●所所■)

,8日 (“) 岩ネ 饉● (北海道大学文宇椰薇量)富 下 詢く市立三=お 合

"鵬

EO

第9日 (05) 二十■―夫 (It●内■研修所新■)i谷
"1 

オ (爛綺内■研●研両長)
第 10曰  く06) 移山 書硼 (■滉EII大 学名苦薇長)二 十●―夫 〈II幌内●7● 両所長)

第 11日 (96) 石丼 光 (■山学腱大学助崚螢)■ ●11 ■ (■嗜■●輌●昴所長)

第 12回 ('7) 泄上 吉0(多 市鮨内●研停所所長)市
"| 

口子 (北海道大学姜朦管理センター)

第 ■ 回  (98) 氏颯 ■ (楡の会子どもクリニック腱■)友 口 籠,(リ ュウ0■

“

床オフイス所長)
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14回 (00) 菫多野二三0(東 京弁口士会所口弁饉士)壺 ● ● (スクールカウンセラー)
第 15回 (∞) 二十■―夫 (■輌内●研修所所長)内 海 由雄 (内●=晨 t会 会長)
第 16回 (01) ●丼 丼 〈,山 ■陸大学薇授)● ● 正 (行動内■7● センター代■)
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不奎核 いじめなどの子育て 艘子関係の間薔の予防 解決 治療に役立ちます

et海 道●■●法OE会 (会長 太ヽ口謝平)

1901年にll●市で開催された 『第14口日本内●学会大会Jの壼曾晏員を母体に■椰会を■咸し 今年で■21回を
迎えます。また 区彙●●●による●床研えを目的とした 「第2回日本口床内颯颯法研究会Jとの同時■■となり

ました.内●法 内●●法 ■凛内 内●憲法●●ユ 書,.輌 寃を目的に■籠.体験,■  研究,■などを 年
に1回

"薇

しています。内颯の体験の有無に関わらず となたでも入会で=ます (年会費l αЮ円).

事薔ら, 〒̈ ―∞

“

 II颯市西区山0手 5彙6T日 1-1

区彙法人翻=全 ll颯大田

"腱

(腱最 大田,量 )  担当:内●●法朦 根ネ 篠田
IE 011-出 -511l  Fは 011-“ -1001  httD:■■憔 na kmmimhi mt/

●社●内口●●所 (所長 :=+■ ―夫)

もっと自分らしく もっと自由に人生を強く慟快に生きよう!0身のストレス燿消します。
ご連格先 :ll颯市手稲区ネ町6彙 2T目 12-6 TEL F艦 011-632-9916 httDツ カ籠 n"mi∞ ν

`“
′

0内 eta協 会 (会長 ミ内誨●■)

「自分を活亡活きと明るく壼えたいJな ど 研●●颯の方はお気籠にご連饉下さしヽ

■颯市七区新●似7彙
'T日

8-l  TL F艦 011-762-5350(完 全予約劇)

●IL海道いじめ ●力 0き こもり議●■■会 (会ユ :内海●■)

勁児から■いに至るいじめ ●力 ひ●こもりなどの予防 ●決 ●しの■になることを目的としております。

事嘉局: 〒011-∞

“

 ■颯市西区山0手 6彙6T日 1-1

区彙法人喘仁奎 ll崚大田,腕 (籠■ 大田秀■) 担当,内●彙嵐朦 ■ホ 薔ロ
TEL 011-844-5,1l   F贔Oi:―畔 -1 001  httDフ7朧   輛赫 lktkttriネiプ

●ユ書歯 アルコール綺■ 110番 (lEL 011-622-4110  担当 :轟勲)

不奎執 ■庭内●力 ひきこもり 貪,DR常  リストカット 洒 葉物依存などでお悩みの方 その_‐tt
などお気ににご柏摯下さい。●■に応して,饒  自動グループなどをご燿介致します.

IB曖慾口, 〒

“

3-OXM ●輌市西区山の手4彙
'T目

1-35 リボンハウス

リボンバウスでま■●相麟菫口の他 ヱ●工 "芸 など 手作りの十畠も重売しております。

●北海道フルコール遭予鮨 ・早場,2・ 鮨決市民フォーラム (奎■ 太口

'■

)

アルコーリ|な存症に対する知

"の

一●市民への■■ ,症 予防、早

"治

薇の実■を目的としております.
事務局 1 0社 会●●支援鮨llリボンハウス 〈所長 :薇勲)

〒063-αtt I師 区山の手4彙 フT日 1-35  TEL 011-622-4110

0E壼 法人薔仁会■颯大田

"能

(担当:千■●● 颯ホB■ )
当籠ではll年以上に=り71●」薇存薇の着燎に取組み 薇多くの晰洒■を軽摯しています。
〒063-∞

“

 軋曖市百区山の5彙 57目 1-l IEL 011-“ -5111

●
'tり

C(ギ ャンフルなどは●症から●口崚●会 代表 :●々ホ■溶,

キヤツ,1 ル1' 薬枷 ■カ メ‐1 77,卜などの依存建の予防 解決を目的としています.他 自動グループ

医●●員などのご協力を41て 1■ 年を迎えることが出来ました。ご家■のみの

'"●

可籠です。

日僣曰時 , 毎■水嘔日 18:∞ ～a)∞    田僣●所 :●輌六日●腱 1● 晰洒会=

相饉應口, 〒嘲 ―∞

“

 ILu市 百区山0,5■ 5丁 目1-1 札颯大田輌崚 〈陸長 六口,遺 〉

担当 :崚ホ TEL 01:―

“

-511l f麒 011-“ -1∞ l htt,フ′¬嗣5∝ n船 JD/■
“
口
"r/n印

嘔31 htmt

●こ ドム●会 (会,t口 崎饉笥)

薬輌 〈摩■.彙all、コヵィン LSD 大麻 向●

"凛

.アルコール)0の 依存から0日■を目的にしています.
今後 rどのように生=ていくか?」をテーマに、他0アディクションを抱える方■にも,加 して頂きたいです。

■僣日lt:毎■水曜日:0,00～20,∞  口■●所:社会●●支饉鮨殷リポンハウス (所長 薇麟)

●轟局:〒̈ ―∞

“

 It颯市薔区山の手
'彙

5T日 1-l E● 法人翻=会軋颯大口●腱 第2デイ
"|17担当:,●●弘 古田8● ●口崇茨 薇ホ息典  TEL 011-644-5,1l  Fぶ 01:-344-1∞1


