
徳　島
『働こう』
交流会

Zoom（ズーム）を使用します。
お申込みいただいたメールアドレスに
詳しい接続方法をお知らせします。

おしらせ

【共催】鳴門市地域自立支援協議会就労支援部会（予定）
　　　障碍者就業・ 生活支援センターわーくわく

徳島「働こう！交流会」は、会社や福祉施設で働いている
障がい者と関係者が集まって、仲間を増やすことで、

障がい者の「働こう！」という気持ちや働く障がい者を応援する気持ちが高まり、
徳島県で障がい者が働くことが増えていくことを目的としています。

今年は、新型コロナウイルスの影響もある為、
ウェブを使ったあたらしい交流会・従業員表彰を開催したいと思います。

みなさんの参加お待ちしています！

内　容 ※ネット通信料は自己負担で
　お願いします

なし
参加費

一般社団法人徳島県障がい者雇用支援協会
代表 丸山泰弘（マルワ環境株式会社）主　催
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ウェブを使った新しいかたちの交流会。
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今回の交流会は、
次の手順によってオンラインで行います！
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お申込み方法
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https://www.tokushima-koyoshien.jp/category/topics/

企業名・団体名 お名前

お問い合わせ TEL 088-699-7523（わーくわく）

メールアドレス 連絡先

当日、パソコンまたはスマートフォンから
お送りしたURLにアクセスして交流会に
ご参加ください。
（2月20日12:15からアクセス可能）

❸ FAXでのお申込みは 〈FAX 088-699-8704〉

❷ スマートフォンからの
　   お申込みは

❶ パソコンからのお申込みは

↓下の欄に記入して、この用紙をこのままFAXしてください

12:15～13:15

13:15～13:20

13:20～13:35

13:35～13:45

13:45～16:20

16:20～16:30

Zoom（ズーム）入室可能開始時間までお待ちください。

はじまりのあいさつ

はーとふる川内株式会社の取り組みについて

一般社団法人徳島県障がい者雇用支援協会･従業員表彰の報告

　①永年勤続表彰（えいねんきんぞくひょうしょう）

　②優良従業員表彰（ゆうりょうじゅうぎょういんひょうしょう）

　①鳴門市地域自立支援協議会・就労支援部会による「語り部」

　②福祉機関の発表

おわりのあいさつ
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日程（予定） 2月20日（土曜日） 

申込みいただいた後、
登録されたメールアドレスに
参加URLと接続方法をお送りします
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