
10:00-10:30 オープニング オープニング 10:00-10:30

講演： 相談会枠 ブース１ ブース２ ブース３ ブース４ ブース５ ブース６ ブース７ 相談会枠 ブース８ ブース９ ブース１０ ブース１１ 相談会枠 講演：

浅野寿和 柴田亮 松尾たか 東条正貴 佐藤まゆみ 吉村ひろえ 大野愛子 山根しんいち 塩田純子 夏川けいこ 真鍋純子 那賀まき 浅野寿和

柴田亮 松尾たか 東条正貴 佐藤まゆみ 吉村ひろえ 大野愛子 建部かずのぶ 塩田純子 夏川けいこ 真鍋純子 那賀まき

講演： 講演：

大門昌代 柴田亮 松尾たか 東条正貴 佐藤まゆみ 大野愛子 建部かずのぶ 塩田純子 夏川けいこ 真鍋純子 那賀まき 大門昌代

松尾たか 山根しんいち 三好成子 浅野寿和 原裕輝 塩田純子 北さとし 真鍋純子

講演： 講演：

吉村ひろえ 柴田亮 山根しんいち 佐藤まゆみ 東条正貴 大野愛子 原裕輝 建部かずのぶ 北さとし 那賀まき 吉村ひろえ

柴田亮 松尾たか 山根しんいち 佐藤まゆみ 浅野寿和 大野愛子 原裕輝 建部かずのぶ 北さとし 森實ゆた

講演： 講演：

三好成子 柴田亮 松尾たか 山根しんいち 佐藤まゆみ 東条正貴 原裕輝 建部かずのぶ 北さとし 森實ゆた 三好成子

お昼休み お昼休み

（一斉休憩） （一斉休憩）

新人さん 新人さん

いらっしゃい いらっしゃい

相談会枠 ブース１ ブース２ ブース３ ブース４ ブース５ ブース６ ブース７ 相談会枠 ブース８ ブース９ ブース１０ ブース１１ 相談会枠

14:30-14:40 インフォメ 柴田亮 佐藤まゆみ 森實ゆた 建部かずのぶ 大野愛子 吉村ひろえ 東条正貴 北さとし 松尾たか 那賀まき インフォメ 14:30-14:40

講演： 講演：

真鍋純子 柴田亮 佐藤まゆみ 浅野寿和 建部かずのぶ 大野愛子 吉村ひろえ 北さとし 松尾たか 夏川けいこ 真鍋純子

柴田亮 塩田純子 山根しんいち 那賀まき 吉村ひろえ 東条正貴 松尾たか 夏川けいこ

講演： 講演：

森實ゆた 塩田純子 浅野寿和 山根しんいち 那賀まき 三好成子 北さとし 松尾たか 夏川けいこ 森實ゆた

真鍋純子 塩田純子 佐藤まゆみ 山根しんいち 三好成子 北さとし 建部かずのぶ 東条正貴

講演： 講演：

大野愛子 柴田亮 塩田純子 佐藤まゆみ 山根しんいち 三好成子 北さとし 建部かずのぶ 東条正貴 大野愛子

講演： 相談会枠 ブース１ ブース２ ブース３ ブース４ ブース５ ブース６ ブース７ 相談会枠 ブース８ ブース９ ブース１０ ブース１１ 相談会枠 講演：

那賀まき 真鍋純子 塩田純子 森實ゆた 佐藤まゆみ 北さとし 松尾たか 山根しんいち 建部かずのぶ 夏川けいこ 那賀まき

柴田亮 塩田純子 森實ゆた 佐藤まゆみ 吉村ひろえ 三好成子 松尾たか 山根しんいち 建部かずのぶ 夏川けいこ

講演： 講演：

原裕輝 柴田亮 森實ゆた 真鍋純子 吉村ひろえ 三好成子 山根しんいち 建部かずのぶ 夏川けいこ 原裕輝

19:40-19:50 エンディング エンディング 19:40-19:50

18:50-19:40
公開

カウンセリング
公開

カウンセリング
18:50-19:40

クイズ大会

公開カウンセリング

⑮18:00-18:20 ⑮18:00-18:20 ⑮18:00-18:20

18:10-18:40 18:10-18:40
⑯18:20-18:40 ⑯18:20-18:40 ⑯18:20-18:40

16:40-17:20

17:30-18:00 17:30-18:00
⑭17:40-18:00 ⑭17:40-18:00 ⑭17:40-18:00

⑬16:10-16:30 ⑬16:10-16:30 ⑬16:10-16:30

16:40-17:20 クイズ大会 クイズ大会

15:20-15:50 15:20-15:50
⑪15:30-15:50 ⑪15:30-15:50 ⑪15:30-15:50

⑫15:50-16:10 ⑫15:50-16:10 ⑫15:50-16:10

16:00-16:30 16:00-16:30

⑨14:50-15:10 ⑨14:50-15:10 ⑨14:50-15:10

⑩15:10-15:30 ⑩15:10-15:30 ⑩15:10-15:30

13:00-14:00 お昼休み
※お昼休み中は「相談会受付」もクローズします。

13:00-14:00

14:00-14:20 14:00-14:20

⑧14:30-14:50 ⑧14:30-14:50 ⑧14:30-14:50

14:40-15:10 14:40-15:10

⑥12:20-12:40 ⑥12:20-12:40 ⑥12:20-12:40

12:30-13:00 12:30-13:00
⑦12:40-13:00 ⑦12:40-13:00 ⑦12:40-13:00

④11:40-12:00 ④11:40-12:00 ④11:40-12:00

11:50-12:20 11:50-12:20
⑤12:00-12:20 ⑤12:00-12:20 ⑤12:00-12:20

②11:00-11:20 ②11:00-11:20 ②11:00-11:20

11:10-11:40 11:10-11:40
③11:20-11:40 ③11:20-11:40 ③11:20-11:40

2018年　大阪感謝祭　全体版　ワンポイント待機表

講演会場 ワンポイント相談会場 講演会場

10:30-11:00 10:30-11:00
①10:40-11:00 ①10:40-11:00 ①10:40-11:00


