086-232-4220

障害のある人と援助者でつくる 季刊

お申込み FAX 番号：

第８回日本グループホーム学会大会 岡山大会 参加申込書

弊社利用欄

障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

受付No

月 日

●お一人様ずつ下記参加申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX にてお申込みください。
●お申込の内容に基づき､６月上旬に予約確認書兼請求書･参加・宿泊・懇親会券､お振込み案内を送付致します。
●６月１９日 入居者大集合のみに参加する方の参加費 500 円は、当日、受付でお支払いください。
入居者大集合の参加の方には、事前に参加券をお送りしませんので、ご了承ください。
ﾌﾘｶﾞﾅ
職業（○を付けてください）
性別
年齢
氏

入居者 GH 世話人 学生 家族
施設職員 その他（
）
TEL

名

ﾌﾘｶﾞﾅ
住

所

〒

参加区分

－

FAX

□会員（5,000 円）
□非会員（8,000 円）
□入居者大集合のみに参加の方（500 円）

Mail
★懇親会
□参加します
6,000 円 □参加しません

【宿泊のご案内】
●下記の宿泊料金は、いずれも 1 泊朝食付、税金サービス料込の金額です。
6/18（土）
6/19（日）
宿泊料金
ホテル名
S(ｼﾝｸﾞﾙ)
T(ﾂｲﾝ)
S(ｼﾝｸﾞﾙ)
T(ﾂｲﾝ)
S(ｼﾝｸﾞﾙ)
T(ﾂｲﾝ)
三井ガーデンホテル岡山

□希望

男 女

□希望

□希望

□希望

8,800 円

＜号外＞

同室希望者名
T(ﾂｲﾝ)ご希望の方

第８回 日本グループホーム学会大会
大会
開催要項

8,400 円

開催趣旨
後楽ホテル

□希望

□希望

□希望

□希望

7,800 円

7,400 円

その他希望ホテルがあれば具体的にご記入下さい。
【6/18（土）観光ツアー・レクリエーションコース】
※参加ご希望の方は、申込個所に○印をお付け下さい。
申込
申込
No
コース名
No
コース名
第 1 希望
第 2 希望
第 1 希望
第 2 希望
①
吉備路コース
④
カラオケコース
②
瀬戸大橋・倉敷美観地区コース
⑤
ゲームコース
後楽園コース（岡山市内散策コース）
③
⑥
ティパーティーコース
【取消料について】
●電話での変更・取消はお受付できません。FAX または、メールにてご連絡ください。
●お取消し後のご返金は、下記取消料ならびに振込手数料を差し引き、大会終了後指定の口座へ送金いたします。但し、
大会参加費は、返金はいたしませんのでご了承ください
20～8 日前まで
7～2 日前まで
前日
当日
無連絡・不泊
宿
泊
20％
30％
40％
50％
100％
懇
親 会
無料
50％
100％
観
光
無料
30％
40％
100％
申込み締切・・・5 月 20 日（金） ※但し、定員になり次第締め切ります。
※個人情報につきましては、弊社がお手伝いいたします今大会に係わる目的以外の利用は致しません。
予約のための関係機関への情報提供につきましては、ご了承下さい。

主催：日本グループホーム学会
共催：岡山県知的障害者福祉協会地域支援部会・ももたろうネットワーク
申込みに関する問い合わせ：
（株）シモデンツーリスト「グループホーム学会」係（担当者：三宅・塚田）
TEL 086-224-8811
FAX 086-232-4220
営業時間 ： 月～金曜日 9：00～17：30
プログラムに関する問い合わせ：大会事務局 担当 薬師寺明子
〒708-8511 岡山県津山市北園町 50 美作大学内
℡0868-22-7718(代)
FAX0868-23-6936(代)

障害のある人と援助者でつくる 季刊

障害者自立支援法以降、グループホームの様態は変わっています。ここで、原点（入居者の生活・人生）に立
ち返り、
「グループホームとは何か」を改めて考えてみませんか？

日

時：2011 年 6 月 18 日（土）～19 日（日）

定

員：５００人

大会参加費：2 日間参加：会員 5,000 円
非会員 8,000 円
入居者大集合のみ参加の方 500 円
懇親会のみ：６,000 円
会

場：岡山ロイヤルホテル
〒700-0028 岡山県 岡山市北区絵図町 2-4 ℡：086-255-1111

アクセス（当日は岡山駅に係員がいます）
●岡山駅西口から徒歩１5 分
●送迎バスが岡山駅 ⇔ ホテル間をシャトル運行
いたします。
18 日 10：00 ～ 12：15
19 日 8：30 ～ 9：００
12：00 ～ 13：00
●お車ご利用の場合
山陽自動車道岡山 IC より 10 分
●JR ご利用の場合
・ 東京～岡山 新幹線：３時間 20 分
・新大阪～岡山 新幹線：45 分
●飛行機ご利用の場合(岡山空港より岡山駅までバス 30 分)
・羽田～岡山
1 時間 15 分

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ岡山

岡山後楽ﾎﾃﾙ

プログラム（東日本大震災に伴いまして、プログラムは変更となる可能性があります）
6 月 18 日（土）
Ａ 観光ツアー＆レクリエーション
岡山県内の観光ツアーやレクリエーションを予定しています。
岡山を楽しみたい方大集合！！（右ページ⇒）
Ｂ 11：00～12：00 第 8 回 学会総会（総会は学会員の方のみ御参加ください）

13：00

受付
開会

13：10～14：00 記念講演
『一人ひとりの暮らしを支える』
（仮）
「きらっといきる（NHK）
」でおなじみの玉木幸則氏
自立生活センター・メインストリーム協会 副代表
西宮市障害者地域生活相談支援センター「ピアサポート・西宮」所長
14：00～14：40 基調講演
『地域生活と本人主体』
（仮）
渡辺勧持氏
美作大学地域生活科学研究所
所員
聖隷クリストファー大学 非常勤講師
14：40～15：40 てい談
『地域生活と 23 年目のグループホーム』
玉木幸則氏・渡辺勧持氏・山田優氏（ＧＨ学会代表）
15：50～18：00 シンポジウム コーディナイター 野沢和弘氏
『中四（なかよし）さんかいラインを実践でつなぐ
～狭くて長い、ここが日本のど真ん中？～』
岡山のグループホーム・島根県、愛媛県、高知県の地域生活支援実践を紹介し、
「地方」での実践に
ついて考え、発信します。

6 月 1９日（日）
Ａ 入居者大集合！ 入居者交流会
一部：おしえて！ あなたのホームでのくらし
二部：おしえて！ あなたの夢のこと
Ｂ 連続講座
9：00～ 9：40
9：40～10：20
10：40～11：20
11：20～12：00

①入居者委員会報告
②大規模地震とグループホーム（神戸大学 大西一嘉氏）
…東日本大震災の状況と今後の課題
③子どもが家庭で育つ権利を求めて（全国里親会理事 木ノ内博道氏）
…東日本大震災における子どもの救援活動を通して
④情勢報告 総合福祉部会 つなぎ法案（ＧＨ学会副代表 光増昌久氏）
…どうなる総合福祉法

６月１８日（土）A：観光ツアー・レクリエーションコース
集合：１２：００（昼食は、各自でお願いします。）
① 吉備路コース
岡山には昔話で有名な『ももたろう』にまつわる場所がたくさんあります。
そんな場所を観光バスで巡るツアー
会場出発⇒桃太郎伝説で有名な国宝・吉備津神社(参拝・見学)⇒吉備路のシンボル・備中国分寺五重塔(散
策・買物)⇒サンロード吉備路(吉備路つるの里見学・買物)⇒会場着
＊吉備津神社には長い階段があります。
一人当たり 2,500 円
② 瀬戸大橋・倉敷美観地区コース
本州と四国を結ぶ『瀬戸大橋』白壁の古い町並み倉敷美観地区を観光バスで巡るツアー
会場出発⇒早島 IC⇒（山陽道・瀬戸中央道）⇒与島（瀬戸大橋展望・買物）⇒早島 IC⇒倉敷美観地区観
光(大原美術館見学後、自由散策)⇒会場着
一人当たり 2,900 円（入園料は、障害者割引＜本人無料＞を適用しています。有料の方は別途1,000 円必要です。）
③ 後楽園コース(岡山市内散策コース)
岡山市内には日本三大名園後楽園があります。散歩しながら岡山の町並み散策もします。(路面電車に乗る
場合は別途片道 100 円必要です。)
会場出発⇒三名園・後楽園と岡山城(見学・散策)⇒会場着
＊行きは岡山駅までバスに乗ります。駅から路面電車に乗ります。帰りはバスに乗って帰ります。
途中約 15 分ほど歩きます。
＊雨天時はボウリング大会に変更一人当たり 840 円程度
④ カラオケコース
ホテル近くのカラオケボックスでグループに分かれて思いっきり歌いましょう♪
＊行きは約 10 分程度歩きます。帰りはバスに乗って帰ります。
＊3 時間コース(飲み放題つき)
一人当たり 700 円程度
⑤ ゲームコース
ホテル内でゲームをします。どんなゲームかは当日までのお楽しみ。
一人当たり 200 円程度
⑥ ティーパーティーコース
せっかく岡山で出会ったのだから友だち増やしませんか？
本気で仲間を増やしたい男性・女性集合です。
ティーセット代 一人当たり 1,000 円程度

◇いずれも人数に限りがありますのでお早めにお申し込み下さい。
◇療育手帳が必要な場合がありますのでご持参ください。
◇各グループボランティアが数名いますが、支援の必要な場合は付添いをお願いします。
◇なお、付添いの方も参加費は必要ですのでご了承ください。

