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日本看護歴史学会第 37回学術集会 

                              大会長 鈴木 紀子 

 

                                2022 年 11 月吉

日 

 

              

 

寄付助成金・広告掲載・出展のお願い 

（趣意書、募集要項） 
 



                       日本看護歴史学会第 37 回学術集会 

                              大会長 鈴木 紀子 

 

ご挨拶 

（募金趣意書） 

 

拝啓 皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、私ども、2023 年 8月 11 日（金）、12日（土）の 2日間、国際医療福祉大学小田原キ

ャンパス（神奈川県小田原市）において、「日本看護歴史学会第 37 回学術集会」を開催する

ことになりました。 

 本学会は、1987 年 1月に設立されて以来、看護に関する歴史の新たな方向性と可能性を求

め、広く看護歴史を考究してまいりました。今回の学術集会では、「日本の近代化と看護  

～看護は何を未来に繋ぐのか～」をテーマとし、当学会が大事にしてきた視点を見失うこと

なく、新たな歴史を創る一歩としたいと考えております。本学会のめざす内容を語ってくだ

さる演者の方々による「講演」「シンポジウム」「理事セッション」などを企画しております。 

  

 本学術集会を企画するにあたり、およそ 200～250 名の参加を予定しております。コロナ感

染拡大の不安がなくなったわけではありませんが、現地開催を計画しております。会場は神

奈川県小田原駅から徒歩 3 分にあります国際医療福祉大学小田原キャンパス本校舎です。暑

い盛りでの学会開催ではありますが、参加者の皆様には、小田原を楽しんでいただきながら、

箱根・熱海・湯河原等の観光も是非ご計画いただき、想い出深い学会になることを願ってお

ります。 

学術集会の運営は本来、参加者の参加費や、学会本部からの補助金などにより賄われるべ

きでございますが、本学術集会は規模が小さいため、参加者の参加費のみに依拠しての開催

が難しい面がございます。つきましては学術集会を充実させ、万端遺漏なく執り行うため、

皆さんに寄付金、広告掲載あるいは出展という形で、ご浄財をお願いする次第でございます。 

 諸事ご多端の折、誠に恐縮ではございますが、本学術集会開催の意義にご賛同いただけま

すならば、暖かいご助力を賜りたくお願い申し上げます。 

 

 末筆ながら、皆さまのますますのご発展をお祈り申し上げます  

 

敬具 

 

 

 



日本看護歴史学会第 37回学術集会 

 

 

事業計画書 

 

 

【会 期】  2023 年 8月 11 日（金）・12日（土） 

 

【会 場】  国際医療福祉大学小田原保健医療学部 

       〒250-8588 神奈川県小田原市城山 1-2-25 

 

【会 長】  鈴木 紀子（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科） 

 

【参加者】  看護師、看護教育関係者、看護学生 

 

【参加予定人数】 約 200～250 名 

 

【事業内容（予定）】 1．日本看護歴史学会に属する学会員の学術発表 

2．日本看護歴史全般にわたる諸課題に関する討議 

3．会長講演 １題 

4．教育講演 ４題 

5.理事セッション → ３題 

6．シンポジウム   1 題 

7．交流セッション  １題     

8．一般演題（口演・ポスター・紙上発表） 多数 

 

【事務局】 第 37 回日本看護歴史学会学術集会事務局 

国際医療福祉大学小田原キャンパス 

〒250-8588 

神奈川県小田原市城山 1-2-25 

事務局長：冨澤 栄子 富澤研究室 

E-mail ：37kanreki@gmail.com 

Tel   ：0465-21-6736 

 

 



日本看護歴史学会第 37回学術集会 
寄付助成金募集要項 

 

【寄付助成金】 

 

趣意にご賛同賜り、ご協力いただけます場合には日本看護歴史学会第 37 回学

術集会 HP（https://www.jsnh37.com/）よりお申込みください 

また、下記口座にお振込みください。 

 

募集期間 2022 年 12 月 1日（水）から 2023 年 7月 7日（金）まで 

振込期限 2023 年 7 月 7日（金） 

 

問い合わせ・申込先：〒250-8588 

神奈川県小田原市城山 1-2-25 

国際医療福祉大学小田原キャンパス 

日本看護歴史学会第 37回学術集会 事務局 

事務局長：冨澤 栄子 

E-mail：37kanreki@gmail.com 

TEL：0465-21-6736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付助成金振込口座 

 

銀 行 名 ： 普通口座  

店   名 ： みずほ銀行（小田原支店 店番号 376） 

預金種目 ： 普通 

口座番号 ： 4125346 

口座名称 ： 日本看護歴史学会第 37回学術集会 

     ニホンカンゴレキシガッカイダイ 37カイガクジュツシュウカイ） 



日本看護歴史学会第 37回学術集会 
広告掲載募集要項 

 

【広告掲載】 

広告掲載媒体 日本看護歴史学会第 37回学術集会抄録集 

抄録集サイズ A4 版 発行部数 200 部 

配付対象 学術集会参加者及び当日購入者 

掲載料金 後付  1 頁（白黒）  40,000 円 

  後付 1/2 頁（白黒） 20,000 円 

広告サイズ 1頁 左右 18㎝×天地 26㎝ 

  1/2 頁 左右 18㎝×天地 12.5 ㎝ 

             広告原稿 上記広告サイズの完全版下（白黒）を、高解像度の PDF（白

黒）形式にてご入稿ください。 

申込方法 日本看護歴史学会第 37回学術集会 HP（https://www.jsnh37.com/）

よりお申込みください。 

 

申込期限 2022 年 12 月 1日（水）から 2023 年 7月 7日（金）まで 

振込期限 2023 年 7 月 7日（金） 

 

問い合わせ・申込先：〒250-8588   神奈川県小田原市城山 1-2-25 

国際医療福祉大学小田原キャンパス 

日本看護歴史学会第 37回学術集会 事務局 

事務局長：冨澤 栄子 

E-mail：37kanreki@gmail.com 

TEL：0465-21-6736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付助成金振込口座 

銀 行 名 ： 普通口座  

店   名 ： みずほ銀行（小田原支店 店番号 376） 

預金種目 ： 普通 

口座番号 ： 4125346 

口座名称 ： 日本看護歴史学会第 37回学術集会 

   （ニホンカンゴレキシガッカイダイ 37カイガクジュツシュウカイ） 



日本看護歴史学会第 37 回学術集会 

展示出展募集要項 

 

1． 展示会場：国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 

 

〒250-8588 神奈川県小田原市城山 1-2-25  TEL:0465-21-６７３６ 

2． 展示日程：2023 年 8月１０日（木）  搬入 13:00～17:00 

             8 月１１日（金）  展示 9:00～17:00 

             8 月１２日（土）  搬出 12:30～15:00 

3． 展示ブース及び書籍（販売）ブース 

１）1ブース：間口約 150cm×奥行約 45cm のスペース 

＊ブースの範囲内で長机 2～3基、椅子 2脚（ご希望により増可）を自由に

並べて使用可能 

＊電源は通常のコンセントです。電源よりやや遠い場合もありますので、延

長コードをご持参ください。 

  ２）教室でのブース設置希望・・・出典内容により要相談 

 

4．出展料（電気代含） 

１）1ブース ２0,000 円 

   ２）教室などの使用希望の場合 ４０，０００円 

 

5．ブースの割当：ブース位置はご希望をお伺いしたのちに、出展物の種類、ブー

ス数により主催者にて決定し、 ７月 10日前後にご連絡いたします。 

 

6．その他 

1）各出展物、販売物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損害

等について、主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねます。各社にて保

険に加入する人などの措置をお取りください。8月 10 日、11 日の夜間は、キ

ャンパスの入り口は施錠しますので、そのままの状態で保管できます。ただ

し、貴重品は放置しないでください。施錠可能な教室に移動し保管すること

も可能です。 

2）出展者の行為により事故が発生した場合は、該当出展者の責任において解

決するものとし、主催者はこれに対し一切の責任を負いません。 

 

7．申し込み 

申込方法 日本看護歴史学会第 37回学術集会 HP（https://www.jsnh37.com/）



よりお申込みください 

 ※申込みが多数となる場合には、先着順とさせて頂きます。 

  申込の諾否をご連絡しますので、その後、下記口座にお振込み

ください。 

 

申込期限 2023 年 6月 30日（金） 

振込期限 2023 年 7月 1４日（金） ＊請求書が必要な場合はお申し

込みください。 

 

8．問い合わせ・申込先： 

〒250-8588   神奈川県小田原市城山 1-2-25 

国際医療福祉大学小田原キャンパス 

日本看護歴史学会第 37回学術集会 事務局 

事務局長：冨澤 栄子 

E-mail：37kanreki@gmail.com 

TEL：0465-21-6736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付助成金振込口座 

銀 行 名 ： 普通口座  

店   名 ： みずほ銀行（小田原支店 店番号 376） 

預金種目 ： 普通 

口座番号 ： 4125346 

口座名称 ： 日本看護歴史学会第 37回学術集会 

   （ニホンカンゴレキシガッカイダイ 37カイガクジュツシュウカイ） 


