平成 30 年 8 月発行

実践!発達 OT ミーティング

第3報

vol.10

静岡 OTM
～散開～
申し込み開始！！

*********

申し込み方法の２通り！！*********

プラン A

『紙が好きな方プラン』

ネットで調べることより、紙で確実に手元にすぐ見える情報を得たいという方に合った申し込み
プランです。
このまま、次のページに進んで情報をご確認ください。情報は盛沢山ですが、サイゴのページに
申し込み方法の詳細が記載されております。サイゴのページの QR コードまたは、URL から「申し
込みフォーム」へとお進みください。
→2 ページへ

プラン B

『画面が好きな方プラン』

ネットでスイスイとスマートに情報を収集したい方に合った申し込みプランです。
以下の QR コードまたは、URL、facebook ページより、OTM 静岡のホームページに進んでください。
必要な情報はホームページ上にも記載されております。
そして、申し込みページの【申し込みフォーム】のボタンをクリックし、申し込みフォームへ
とお進みください。
OTM 静岡 HP の URL
https://sankaiotm10.wixsite.com/otmsankai

OTM 静岡 HP
QR コード
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実践!発達 OT ミーティング

OTM 静岡

vol.10

～散開～

10 年間、発達 OT の実践を追及してきた集大成が、ここに！！
超豪華 SV をむかえての最後の実践！発達 OT ミーティングです！！！
ぜひご参加ください！

テーマ：

『

』

日 時

今までの多くの OTM で
テーマとなった
三文字でのテーマ。
サイゴはみなさん、
それぞれの三文字を入れて、
ぜひご参加ください！

平成 31 年
場

1 月 12 日（土）

静岡県コンベンション
アーツセンター

13 日（日）
講師：

所

鯨岡峻先生（京都大学 名誉教授）

「グランシップ」
会議ホール

ＳＶ：

風

岸本光夫先生
（重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎）

小西紀一先生
（姫路独協大学 名誉教授、
京都大学医療技術短期大学部 名誉教授）

福田恵美子先生
（長野保健医療大学保健科学部 特任教授）
五十音順

ゲスト： 中村春基先生
対象
作 業 療法 士 理 学療 法 士
言語聴覚士 保育士
教員 など、療育関係者

（一般社団法人 日本作業療法士協会 会長）

参加費：

5000 円

（どちらか 1 日のみの
参加でも同額です。）

プログラム(予定)：
1月12日（土） ～1日目～
9:00開場

9:20受付開始

9:50 開会宣言・オープニングアクト

太鼓

10:20 来賓祝辞（中村春基会長）・オリエンテーション

10:30

幹事プレゼン① (幹事：酒井康年、コメンテーター：福田恵美子先生)

11:45 昼休憩

12:45

小西紀一先生 講演 「OTM のルーツを知る～ニックの世界～」
司会：中村春基会長

14:15 休憩

14:30

幹事プレゼン② (幹事：小松則登、コメンテーター：小西紀一先生)

15:45

大症例検討会

18:10 今日のまとめ・明日のインフォメーション

19:15 散開記念パーティー
21:30 スリースリーファイブファイブ会

1月13日（日） ～2日目～
9:00 開場・受付開始

9:20

幹事プレゼン③ (幹事：灘裕介、コメンテーター：岸本光夫先生)

10:30 休憩

10:40

鯨岡峻先生 講演 「生きた臨床実践の鍵を握るのは接面」
司会：小西紀一先生

12:40 昼休憩

SVシンポジウム＋会長＋幹事
13:40

「今後の発達OTについて」

SV（岸本光夫先生、小西紀一先生、福田恵美子先生）
＋中村春基会長＋幹事（小松則登、酒井康年、灘裕介）

16:00
17:00 OTM静岡～散開～

OTM最後のまとめ
終了

18:00 サイゴのサイゴの大宴会

※申し込み多数の場合は抽選となる場合がございます。
※どちらか 1 日のみの参加でも同額です。

※申し込み多数の場合は抽選をさせていただく場合がございます。

OTM 散開を記念し、いままでの懇親会とは趣を変え、立食形式の懇親会となります。
様々な企画を準備しています！SV の先生方にもご参加いただき、豪華に開催します。
ぜひ、ご参加ください！

※こちらは散開記念パーティーの参加者の方のみ出席可能です。
スリースリーファイブファイブとは“三々五々”！一応、時間通りには始まりますが、
その後の退席はご自分のタイミングで。まさに OTM のそのもののような懇親会（二次会）です。
散開記念パーティーで、話したりないことがきっとあると思います。ぜひこちらの会にも
ご参加いただき、余韻を楽しみましょう！

※申し込み多数の場合は抽選をさせていただく場合がございます。
文字通り、10 年間の OTM の総打ち上げです。本当に最後の最後の大宴会です！
10 年間の OTM を振り返り、今の臨床を語り、未来を描きながら、飲み、食べ、語り、
OTM を締めくくりましょう。大勢のご参加、お待ちしております！

○○○

鉛筆削り

OTM 静岡オリジナル記念グッズ

1個

○○○

900 円

OTM は散開となりますが、こどもを中心として実践を大切にしていくことは変わらずに未
来へとつながっていきたいということをコンセプトに、「時代が変わっても無くならないも
の」を表現するために、鉛筆削りが静岡 OTM の記念グッズとして決定しました。
今回のテーマ「○○○」がデザインされています！

「MIRAI」

T シャツ

1枚

1500 円

｢REALTAIME｣
｢KAKO｣

（色：ホワイト/ブラック/レッド/ロイヤルブルー）
（サイズ展開：S/M/L/XL）

今回の多くの運営スタッフが考えたデザイン
案をもとに、再デザインしております。「○○
○」をもとにしたデザインや静岡ならではの富
士山も盛り込まれたアイデアいっぱいのデザ
インです。
後ろには過去の OTM の開催地が刻まれた、
OTM の歴史がわかる 1 枚となっております！

「REAL THERAPIST TEAM」

「NO OT
NO LIFE.｣
｢2019 break up!｣

「Vol.10.0 2019
SHIZUOKA」
~10 年間の開催日
と会場名~
｢Vol.1.0 2008
SHIZUOKA」

｢OTM SINCE 2008」

参加申し込み方法：下記の申し込みフォームより登録をお願いいたします。
登録後、「静岡OTM2019 事務局」から、タイトル“《静岡OTM 参加申し込み》について”のメールを3分
以内に返信します［自動返信にて］。受付確認のメールには登録サイトの関係上、広告が入りますので、
ご了承ください。
また、自動返信メールを受け取れない場合は何らかの不具合が考えられます。
下記までお問い合わせ下さい。
※受講決定について 11月19日（月）までにメールにてお知らせします。
11 月 20 日（火）になっても通知がない場合には必ずお問い合わせ下さい。

●OTM 静岡 申し込みフォーム

申し込みフォームはこちら！！
URL

申し込みフォーム

https://form.os7.biz/f/e1f9c96e/

QR コード

●「OTM 静岡」の Facebook

申し込み締め切り

ページからも申し込みできます。

フォローもぜひ！

平成 30 年 11 月 9 日（金）

【宿泊】こちらからの斡旋、紹介はいたしません。各自、お手配くださいますよう、お願いいたします。
【昼食】会場およびフロアでの飲食は、可能です。会場近くに、コンビニがありますが、お昼時には品薄に
なることがありますので、各自、ご準備いただくことをお勧めします。

≪OTM 静岡☆問い合わせ≫メールでお願いします。
なお、件名に「問い合わせ」と記載下さい。

OTM 静岡

専用メールアドレス

sankai＿otm10@yahoo.co.jp

sankai のあとにアンダーバーが入ります。
内容の詳細は
OTM 静岡ホームページ URL https://sankaiotm10.wixsite.com/otmsankai
Facebook ページ「OTM 静岡」
にて随時更新します！

