
２０１８年度年間行事予定
2018.2.5現在 会場等含め確定分  

月 行　　事 日 会　　場

第1回正副会長会議 事務局

日本社会福祉士会理事会（第1回） 日本社会福祉士会事務局

第2回正副会長会議 事務局

第1回理事会（事業・決算報告） 12 かでる2.7　1010会議室

日本社会福祉士会理事会（第2回） 日本社会福祉士会事務局

2018年度　高齢者虐待対応現任者標準研修 26・27・28 かでる2.7　大会議室

第3回正副会長会議 事務局

日本社会福祉士会理事会（第3回）・総会 16 東京都

第20回定時総会 23 かでる2.7　520研修室

社会福祉士全道実践研究集会 23 かでる2.7　520研修室

第２6回日本社会福祉士会全国大会 7・8 山口県・山口市

第4回正副会長会議 事務局

日本社会福祉士会理事会（第4回） 日本社会福祉士会事務局

2018年度　ソーシャルワーカーデイ記念イベント 16 かでる2.7　1060会議室

第2回理事会 28 かでる2.7　550会議室

地域包括支援センターネットワーク研修（前期） 28・29 かでる2.7　1050会議室

日本社会福祉士会理事会（第5回） 日本社会福祉士会事務局

福祉サービス第三者評価基準を活用した
自己評価研修会「社会的養護関係施設編」

18 かでる2.7　1050会議室

かわら版53号発行

第5回正副会長会議 事務局

日本社会福祉士会理事会（第6回）・全国都道府県会長会議 1・2 東京都

第6回正副会長会議 事務局

2018年度　成年後見人材育成研修（前期） 1・2 かでる2.7　1050会議室

福祉サービス第三者評価調査者　継続研修 29 かでる2.7　710会議室

施設職員向け虐待防止研修会 30 かでる2.7　大会議室

社会福祉士国家試験全国統一模擬試験 6 かでる2.7　大会議室

福祉サービス第三者評価基準を活用した自己評価研修会「保育編」 6 かでる2.7　820研修室

地区支部会計研修会 事務局

第7回正副会長会議 事務局

2018年度 社会福祉士現場実習指導者養成研修会 20・21 かでる2.7　820研修室

日本社会福祉士会理事会（第7回） 日本社会福祉士会事務局

第3回理事会、第1回地区支部長・事務局長会議 27 かでる2.7　730研修室

社会福祉士国家試験対策講座 札幌市内

福祉サービス第三者評価基準を活用した自己評価研修会「高齢編」 23 かでる2.7　710会議室

権利擁護実践研修会 11 かでる2.7　820研修室

第8回正副会長会議 事務局

司法分野における社会福祉士の関与のあり方を考える学習会 かでる2.7　1050会議室

日本社会福祉士会理事会（第8回） 日本社会福祉士会事務局

地域包括支援センターネットワーク研修（後期） 2 かでる2.7　730会議室

福祉サービス第三者評価調査者　継続研修 8 かでる2.7　1060会議室

子ども未来部会シンポジウム かでる2.7　820研修室

第9回正副会長会議 事務局

日本社会福祉士会理事会（第9回） 日本社会福祉士会事務局

かわら版54号発行

障がい者の地域生活支援研修（前期）

2018年度　成年後見人材育成研修（後期） 12・13・14 かでる2.7　1040会議室

第10回正副会長会議 事務局

日本社会福祉士会理事会（第10回） 日本社会福祉士会事務局

第4回理事会（事業計画・予算案） 26 かでる2.7　1010会議室

第11回正副会長会議 事務局

日本社会福祉士会理事会（第11回） 日本社会福祉士会事務局

かわら版55号発行

障がい者の地域生活支援研修（後期）

第12回正副会長会議 事務局

日本社会福祉士会理事会（第12回）・臨時総会 16 東京都

＊予定は変更になることもあります。

公益社団法人　北海道社会福祉士会
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２０１７年度年間行事予定
2017.12.14現在 会場等含め確定分  

月 行　　事 日 会　　場

第1回正副会長会議 12 事務局

日本社会福祉士会理事会（第1回） 15 日本社会福祉士会事務局

第2回正副会長会議 8 事務局

第1回理事会（事業・決算報告） 13 かでる2.7　920会議室

日本社会福祉士会理事会（第2回） 20 日本社会福祉士会事務局

地域包括支援センター社会福祉士向け高齢者虐待対応標準研修会 27・28・29 かでる2.7　820研修室

第２５回日本社会福祉士会全国大会 3・4 福島県・郡山市

第3回正副会長会議 7 事務局

第19回定時総会 10 かでる2.7　520研修室

社会福祉士全道実践研究集会 10 かでる2.7　520研修室

日本社会福祉士会理事会（第3回）・総会 17 東京都

第4回正副会長会議 27 事務局

地域包括支援センターネットワーク研修（前期） 8・9 かでる2.7　510会議室

第5回正副会長会議 10 事務局

日本社会福祉士会理事会（第4回） 15 日本社会福祉士会事務局

ソーシャルワーカーデイ記念イベント 17 かでる2.7　520研修室

第2回理事会 22 かでる2.7　1010会議室

日本社会福祉士会理事会（第5回） 19 日本社会福祉士会事務局

福祉サービス第三者評価基準を活用した
自己評価研修会「社会的養護関係施設編」

19 札幌市社会福祉総合センター

かわら版53号発行 20

第6回正副会長会議 22 事務局

施設職員向け虐待防止研修会 26 かでる2.7　大会議室

日本社会福祉士会理事会（第6回）・全国都道府県会長会議 2.3 東京都

第7回正副会長会議 12 事務局

社会福祉士国家試験全国統一模擬試験 7 かでる2.7　1030・1040会議室

地区支部会計研修会 7 事務局

第8回正副会長会議 10 事務局

社会福祉士現場実習指導者養成研修会 14・15 札幌医学技術福祉歯科専門学校

日本社会福祉士会理事会（第7回） 21 日本社会福祉士会事務局

福祉サービス第三者評価基準を活用した自己評価研修会「保育編」 21 札幌市社会福祉総合センター

地域包括支援センターネットワーク研修（後期） 22 かでる2.7　1050会議室

第3回理事会、第1回地区支部長・事務局長会議 28 かでる2.7　730研修室

社会福祉士国家試験対策講座 28.29 札幌市内

権利擁護実践力研修会 11 かでる2.7　520研修室

第9回正副会長会議 13 事務局

日本社会福祉士会理事会（第8回） 18 日本社会福祉士会事務局

子ども未来部会シンポジウム 9 かでる2.7　820研修室

第10回正副会長会議 12 事務局

日本社会福祉士会理事会（第9回） 16 日本社会福祉士会事務局

かわら版54号発行 20

ぱあとなあ北海道名簿登録者フォローアップ研修 13 かでる2.7　820研修室

第11回正副会長会議 16 事務局

日本社会福祉士会理事会（第10回） 20 日本社会福祉士会事務局

第4回理事会（事業計画・予算案） 27 かでる2.7　1010会議室

社会福祉士国家試験対策ラスト講座 3 かでる2.7　大会議室

2017年度第1回倫理委員会 9 かでる2.7　910会議室

子どもの未来を考える勉強会 11 かでる2.7　1040会議室

日本社会福祉士会理事会（第11回） 17 日本社会福祉士会事務局

かわら版55号発行 20

第12回正副会長会議 20 事務局

実習指導者フォローアップ研修 24 札幌医学技術福祉歯科専門学校

司法分野における社会福祉士の関与のあり方を考える学習会 24 かでる2.7　1050会議室

2017年度第2回倫理委員会 1 かでる2.7　910会議室

日本社会福祉士会理事会（第12回）・臨時総会 17 東京都

第13回正副会長会議 20 事務局

＊予定は変更になることもあります。

公益社団法人　北海道社会福祉士会
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