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経営学部河西ゼミ・北海道石狩振興局

ファイターズファン集まれ！

未来予想図と出会いの
札幌学院大学経営学部河西

月 2日（木）

 

月、北海道石狩振興局

イベントを実施

交渉、当日の司会

、学生考案のファイターズに

元プロ野球選手

によるライフデザイン

時】2017 年 2

場】MIRAI.ST cafe & kitchen

札幌市中央区南

容】○学生考案

  ○元プロ

  ○社会保険労務士

  ○参加者

象】石狩管内

費】1,500 円（

申込期限】平成 29 年

申込方法】右記、申込

催】札幌学院大学河西

せ】北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課

011-231-4111（
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）に「ファイターズファン

北海道石狩振興局より

実施する運びとなりました

司会・進行を通

ファイターズに

野球選手で現ファイターズ

によるライフデザイン講義を予定

2月 2日（木

MIRAI.ST cafe & kitchen

札幌市中央区南 3条西

学生考案のファイターズクイズやストラックアウトに

プロ野球選手で現

社会保険労務士の田原咲世氏

参加者によるライフデザイン

石狩管内のファイターズファンの

（軽食・ソフトドリンク

年 1月 26 日（

申込フォームよりお

札幌学院大学河西ゼミ・

北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課

（34-940） 
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(経営学部専門科目

ファイターズファン

より少子化対策

となりました

通じて、問題解決能力

ファイターズに関するクイズやストラックアウトに

ファイターズ球団職員

予定しています

木）18:00 開始

MIRAI.ST cafe & kitchen（ミライスト

条西 5丁目 1-

ファイターズクイズやストラックアウトに

現ファイターズ

田原咲世氏によるライフデザイン

によるライフデザイン作成

のファイターズファンの

・ソフトドリンク

（木） 

フォームよりお申し込

ゼミ・北海道石狩振興局

北海道石狩振興局保健環境部社会福祉課
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少子化対策に取り組む

となりました。本学学生

題解決能力やチームワーク

するクイズやストラックアウトに

球団職員の荒井昭吾氏

しています。 

記 

 

開始 (21:00 頃

ミライスト カフェ

-1 ノルベサ

ファイターズクイズやストラックアウトに

ファイターズ球団職員

によるライフデザイン

作成 ○フリータイムで

のファイターズファンの 20 代独身男女

・ソフトドリンク付） 

込みください
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未来予想図と出会いの meeting room
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！未来予想図

む事業を本学

本学学生はイベントの

やチームワーク

するクイズやストラックアウトに

荒井昭吾氏による

頃終了予定) 

カフェ&キッチン

ノルベサ 1F 

ファイターズクイズやストラックアウトに

球団職員の荒井昭吾氏

によるライフデザイン講義

○フリータイムで

代独身男女   募集人数

みください。https://www.harp.lg.jp/W7wKWlGb
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meeting room
実践」)では

未来予想図と出会いの

本学との連携で

はイベントの企画立案

やチームワーク、交渉力

するクイズやストラックアウトに挑戦し

による講演や社会保険労務士

 

キッチン） 

ファイターズクイズやストラックアウトに挑戦し、参加者同士

荒井昭吾氏による講演

講義 

○フリータイムで交流 

募集人数：男女各

https://www.harp.lg.jp/W7wKWlGb
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meeting room
では、北海道石狩振興局

いの meeting room

で実施したいとの

企画立案、講演者・ファイター

交渉力などを実践的

し参加者同士

社会保険労務士

参加者同士で

講演 

男女各 15 名 

https://www.harp.lg.jp/W7wKWlGb

pref.hokkaido.lg.jp 

しています。 
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共同企画 

meeting room 
北海道石狩振興局と

meeting room」を開催

したいとの提案を

・ファイター

実践的に学びま

参加者同士の交流を深

社会保険労務士の田原咲

で交流 

 

https://www.harp.lg.jp/W7wKWlGb 

 

 
と
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を

・ファイター

びま

深

田原咲
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