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障  害  の  あ  る  人  と  援  助  者  で  つ  く  る  

第１5回 日本グループホーム学会 

               全国大会 in あいち 

 季刊                               開催要綱  

 <号外> 

【開催概要】 

今年度からの障害者福祉サービスの改定により、重度化・高齢化を踏まえたグル

ープホームとして日中も過ごせる新たな類型「日中サービス支援型」が創設されま

した。また、グループホーム等から一人暮らしに移行した人に訪問等の支援「自立

生活援助」も創設しました。制度は毎年のように変わりますが、グループホームの

原点は「入居者中心（主体）」「普通の暮らし（社会参加）」です。グループホームで

の暮らしは、「疲れが取れ、元気が出てきた。みんなから勇気をもらい、明日も頑張

ろう!」とか、「知り合いが増えた。なじみの店ができた。休みの日に行きたい場所、

ワクワクする楽しみがある」等々が醍醐味です。 

本大会では、テーマ「つながり合う地域」を掲げています。入居者・家族・支援

者等関係者が集い交流することで「グループホームのあり方を見直す」貴重な機会

になることを願っています。あいち大会のご参加をお待ちしています。 

 

テーマ：「つながり合う地域 

～どう暮らしたい？ どう支える？ これからのグループホームで～」 

主催：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 
共催：日本グループホーム学会全国大会 in あいち実行委員会、愛知グループホーム連絡

会、東海グループホームスタッフ研修会 
後援：愛知県、大府市（予定）、愛知県知的障害者福祉協会、名古屋市知的障害者福祉施設

連絡協議会 

日程：2018 年 7 月 14 日（土）～7 月 15 日（日） 
定員：600 人（定員になり次第締め切ります） 
大会参加費：会員 5,000 円 非会員 8,000 円 
 ＊入居者プログラム（スポーツイベント・入居者大集合）参加の方 1,000 円 
 

大会会場：大府市勤労文化会館・もちのきホール等（全館貸切） 

東海道本線共和駅下車 西口から南西方向約 800m 徒歩約 10 分（名古屋駅から共和駅まで 13 分） 

    （愛知県大府市明成町 1丁目 330） 

 

懇親会会場：大府市勤労文化会館・くちなしホール 

懇親会費：税込 5,000 円（希望者予約制） 

編集: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 

6 月 15 日（金） 
申込〆切 



大会事務局：日本グループホーム学会全国大会 in あいち事務局 

社会福祉法人愛光園 愛光園地域居住サポートセンター 担当 渡部、稲生、行武 

           〒470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川東米田 33 番 3 

           Tel：0562-85-9600／Fax：0562-85-9601 

 

プログラム（１日目）  ７月１４日（土） 
 

11:00 総会 

12:00 受付 

13:00 開会式 

 ① 講演会・パネルディスカッショ

ン（会場：もちのきホール） 

 ② 入居者プログラム 

（会場：くちなしホール） 

13:15 

(75 分) 

 

 

 

 

特別講演 

「ささえあい たすけあい  

おたがいさまのまちづくり」 

講師：大野 京子 氏 

（南医療生活協同組合理事会参与） 

13:30 

(120分) 

 

 

 

 

スポーツイベント 

「ボッチャ、フライングディスク

競技」 

進行：水野 有幸 氏 

（NPO 法人来夢の森） 

14:30 〈休憩〉(15 分) 

14:45 

(60 分) 

 

 

 

基調講演 

「相互エンパワーメントからの共

生」 

講師：北野 誠一 氏 

（NPO 法人おおさか地域生活ネット

ワーク理事長） 

15:45 〈休憩〉(15 分) 15:30 〈休憩〉(30 分) 

16:00 

(90 分) 

 

パネルディスカッション 

「どう暮らしたい？どう支える？」 

ファシリテーター：手嶋 雅史 氏（椙山女学園大学人間関係学部教授） 

登壇者：加藤 昌好 氏（グループホーム エール／入居者）身体 

登壇者：林 ともみ 氏（MC＆パーソナリティ／家族） 

登壇者：桑田 大輔 氏（グループホームほくと／世話人）知的 

登壇者：平野 佐知 氏（グループホームまちかどのいえ／管理者兼サビ管）精神 

※暮らしの視点から「つながり合う地域」を討論 

17:30 〈休憩〉(30 分) 

18:00 懇親会（希望者） 

※名刺交換は社会資源と繋がるチャンスです。名刺をご持参ください。 

※ケータリングは地元大府市の「味三昧みかど」が行います。「味三昧みかど」

は障がい者雇用に永年取り組んでくれています。 

 



１．特別講演「ささえあい たすけあい おたがいさまのまちづくり」 

講師：大野 京子 氏（南医療生活共同組合理事会参与） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．基調講演「相互エンパワーメントからの共生」 

講師：北野 誠一 氏（NPO 法人おおさか地域生活ネットワーク理事長） 

 

 

 

 

 

南医療生協がすすめるまちづくりは、「困った」が言いあえる おたがいさま

のまちづくり。一人の困った！に南医療生協も、地域、自治体やさまざまな団

体もかかわって、協同して解決していく、ささえあいたすけあいのまちづくり

をすすめます。 
南医療生協には、組合員同士で助け合える「班」があります。班には、一緒

に活動したり、お茶を飲んだり、井戸端会議をしたり、なんでも話し合える、

そんな仲間がいます。南医療生協の組合員同士、ご近所さんで組合員でなくて

も、「困った、ちょっと助けて」と言い合える、そんな助け合いのあるまちづく

りができたら、素敵です。おたがいさま運動で、おたがいさまでたすけあえる

まちづくりをすすめます。 
http://www.minami.or.jp/activities/otagai/index.html 

「ケアからエンパワーメントへ～人を支援することは意思決定を支援すること」 
エンパワーメントを敢えて日本語に置き換えずに用いているが、訳すとするなら

ば、「自分らしく・人間らしく共に生きる価値と力を高めること」。 
特に重度の知的障害や認知症の人など、意思決定・表明支援が支援の重要な鍵に

なる人の場合はなおさらのこと、支援者と本人との「共に」の行為が必要不可欠で

ある。 

１．特別講演「ささえあい たすけあい おたがいさまのまちづくり」 

講師：大野 京子 氏（南医療生活協同組合理事会参与） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．基調講演「相互エンパワーメントからの共生」 

講師：北野 誠一 氏（NPO 法人おおさか地域生活ネットワーク理事長） 

 

 

 

 

 

南医療生協がすすめるまちづくりは、「困った」が言いあえる おたがいさま

のまちづくり。一人の困った！に南医療生協も、地域、自治体やさまざまな団

体もかかわって、協同して解決していく、ささえあいたすけあいのまちづくり

をすすめます。 
南医療生協には、組合員同士で助け合える「班」があります。班には、一緒

に活動したり、お茶を飲んだり、井戸端会議をしたり、なんでも話し合える、

そんな仲間がいます。南医療生協の組合員同士、ご近所さんで組合員でなくて

も、「困った、ちょっと助けて」と言い合える、そんな助け合いのあるまちづく

りができたら、素敵です。おたがいさま運動で、おたがいさまでたすけあえる

まちづくりをすすめます。 
http://www.minami.or.jp/activities/otagai/index.html 

「ケアからエンパワーメントへ～人を支援することは意思決定を支援すること」 
エンパワーメントを敢えて日本語に置き換えずに用いているが、訳すとするなら

ば、「自分らしく・人間らしく共に生きる価値と力を高めること」。 
特に重度の知的障害や認知症の人など、意思決定・表明支援が支援の重要な鍵に

なる人の場合はなおさらのこと、支援者と本人との「共に」の行為が必要不可欠で

ある。 



プログラム（２日目） ７月１５日（日）        
 

 ① 講演・シンポジウム 

（もちのきホール） 

② 入居者大集合 

（２Ｆ研修室） 

③ 実践発表・交流会 

（くちなしホール） 

9:15 

(30 分) 

 

講演 

「建築基準法に関して」 

講師：大西 一嘉 氏 

（日本グループホーム学

会防災アドバイザー） 

本人部会実行委員企画 

・ペーパータワー 

・交流、意見交換 

実践発表（3題） 

報告者：近藤 千晴 氏 

（シャローム花塚生活支援員） 

報告者：（公募中） 

 

〈休憩〉グループワーク準備 

 

グループワーク 
※少人数での意見交換を行

います。福祉現場視点での発

見がありますし、共感できる

知り合いを作って元気をも

らいましょう。名刺交換がそ

の後の交流に繋がります。 

9:45 

(85 分) 

 

パネルディスカッショ

ン「グループホームのあ

り方を見直す」 
進行：荒井 隆一 氏 
（ナザレの家あさひ） 

登壇者：大垣 勲男 氏 

（伊達コスモス２１） 

登壇者：久保 洋 氏 

 （日本 GH 学会運営委員） 

登壇者：末田 友子 氏 

 （ゆたか通勤寮） 

11:10 〈休憩〉(15 分) ※②、③：もちのきホールへ移動 

11:25 

(40 分) 

 
 

入居者パネルディスカッション 

「聞いてほしい ～わたしたちが感じる差別～」 

進行：未定 

登壇者：日本グループホーム学会運営委員（本人）2 名 

登壇者：あいち大会本人部会委員 1 名 

12:05 

(25 分) 

②入居者大集合、③実践発表・交流会から報告 

12:30 
(15 分) 

 

12:45 

閉会式 

・次期開催地あいさつ 

・大会終了あいさつ 

 

３．パネルディスカッション「グループホームのあり方を見直す」 

 
この４月は報酬改定の時期でした。グループホーム制度はどのような改定になった

のでしょうか？ひとつは「日中サービス支援型」というような制度改正に近いことが

行われました。これに関しては今後の実践を検証していかなければなりませんが、あ

る程度の規模感がないと運営的に難しいように感じます。そこで危惧されることは、

本来はそこからの脱却を目指して始まったはずの「大規模集約化」や「管理性」に逆

戻りしないか？ということです。また、本体報酬に関しても、非該当・区分１は大幅

に下がり、それ以外に関しても少しではありましたが切り下げられました。前回の報

酬改定では区分４～６を上げるというような方向性が見える改定となっていました

が、今回は全く今後の方向性が感じられない改定に感じます。 
パネルディスカッション「グループホームのあり方を見直す」では、徹底討論をし

ます。明日の地域生活の方向性を考えましょう。 

プログラム（２日目） ７月１５日（日）        
 

 ① 講演・シンポジウム 

（もちのきホール） 

② 入居者大集合 

（２Ｆ研修室） 

③ 実践発表・交流会 

（くちなしホール） 

9:15 

(30 分) 

 

講演 

「建築基準法に関して」 

講師：大西 一嘉 氏 

（日本グループホーム学

会防災アドバイザー） 

本人部会実行委員企画 

・ペーパータワー 

・交流、意見交換 

実践発表（3題） 

報告者：近藤 千晴 氏 

（シャローム花塚生活支援員） 

報告者：（公募中） 

 

〈休憩〉グループワーク準備 

 

グループワーク 
※少人数での意見交換を行

います。福祉現場視点での発

見がありますし、共感できる

知り合いを作って元気をも

らいましょう。名刺交換がそ

の後の交流に繋がります。 

9:45 

(85 分) 

 

パネルディスカッショ

ン「グループホームのあ

り方を見直す」 
進行：荒井 隆一 氏 
（ナザレの家あさひ） 

登壇者：大垣 勲男 氏 

（伊達コスモス２１） 

登壇者：久保 洋 氏 

 （日本 GH 学会運営委員） 

登壇者：末田 友子 氏 

 （ゆたか通勤寮） 

11:10 〈休憩〉(15 分) ※②、③：もちのきホールへ移動 

11:25 

(40 分) 

 
 

入居者パネルディスカッション 

「聞いてほしい ～わたしたちが感じる差別～」 

進行：國井一宏（サポートセンター たつかーむ） 

登壇者：日本グループホーム学会運営委員（本人）2 名 

登壇者：あいち大会本人部会委員 1 名 

12:05 

(25 分) 

②入居者大集合、③実践発表・交流会から報告 

12:30 
(15 分) 

 

12:45 

閉会式 

・次期開催地あいさつ 

・大会終了あいさつ 

 

３．パネルディスカッション「グループホームのあり方を見直す」 

 
この４月は報酬改定の時期でした。グループホーム制度はどのような改定になった

のでしょうか？ひとつは「日中サービス支援型」というような制度改正に近いことが

行われました。これに関しては今後の実践を検証していかなければなりませんが、あ

る程度の規模感がないと運営的に難しいように感じます。そこで危惧されることは、

本来はそこからの脱却を目指して始まったはずの「大規模集約化」や「管理性」に逆

戻りしないか？ということです。また、本体報酬に関しても、非該当・区分１は大幅

に下がり、それ以外に関しても少しではありましたが切り下げられました。前回の報

酬改定では区分４～６を上げるというような方向性が見える改定となっていました

が、今回は全く今後の方向性が感じられない改定に感じます。 
パネルディスカッション「グループホームのあり方を見直す」では、徹底討論をし

ます。明日の地域生活の方向性を考えましょう。 



 
 
 
 
 
 

・ ・・・・歓迎のご挨拶・・・・・ 

謹啓 

  皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、第１５回日本グループホーム学会全国大会 in あいち大会が 7 月１４日（土）より２日間、大府

市で開催されますことを心よりお祝い申し上げます。開催にあたり、ご参加いただく皆様方の参加申込み受

付、及びご宿泊等のお取扱を名鉄観光サービス株式会社豊橋支店にてお世話させて頂くことになりました。 
本大会のご成功をお祈りすることはもとより、社員一同全ての面において万全の準備をいたし、皆様に心

からご満足いただけますよう、一生懸命サポートをして参ります。 

皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

謹白 

 

名鉄観光サービス株式会社 豊橋支店 

支店長 磯谷 寿明 

 
※お申込みについて 
大会参加、宿泊等を下記の要領でお申込み下さい。 
なお、参加申込み締切後、ホテル等の調整後「参加券」「宿泊券」「懇親会券」を発送させていただきます。 

 また、変更事項やお取消につきましては速やかに当支店へＦＡＸにてご連絡下さいますようお願い致しま

す。 
 
 
                       

                       
                               
 
 
 
 
 
 

 
                                

         ６月２９日（金）頃発送予定・・・・・・ 
 
 
 
 
       ７月９日（月）までに・・・・・・・・・ 

 
 
 
 

 

 

【お願い】 
お電話によるお申込み、変更はトラブル

の原因の為、ＦＡＸまたは郵送の受付に

限らせていただいております。 
ご協力お願い申し上げます。 

参加申込みはＦＡＸまたは郵送にて

名鉄観光サービス㈱豊橋支店へ。 
ＦＡＸ：０５３２－５５－８６０２ 

＜申込期間＞ 
本要綱到着後、 

６月１５日（金）締切 

参加券・宿泊券等にあわせ、ご請求

書を、直接参加者・施設宛にお送り

致します。 

参加券等の内容をご確認の上、請求

金額をお振込下さい。 

第１５回日本グループホーム学会 

全国大会 in あいち大会 

＜参加・懇親会・宿泊について＞ 

入金確認の時点で、契約成立となり

ます。 



＜第１５回日本グループホーム学会全国大会 in あいち＞ 

① 大会参加会場：大府市勤労文化会館 会場：もちのきホール等 

       ７月１４日（土）～７月１５日（日）２日間 

② 懇親会：会場：大府市勤労文化会館 会場：くちなしホール 

       ７月１４日（土）18 時０0 分～20 時０0 分 

③ ご宿泊について（当社の募集型企画旅行商品です） 

宿泊設定日 ・・・ ２０１８年７月１３日（金）・１４日（土）・１５日（日） 

宿泊条件  ・・・ お一人様あたり１泊朝食付税サービス料込（一部宿泊施設では軽食朝食となります） 

※すべて洋室、シングル１名利用 

※前泊、後泊のご希望の方も別紙参加申込書の欄にご記入ください。 

※宿泊で禁煙希望で、禁煙室が満室の場合、客室消臭対応となりますのでご了承ください。 

※申込先着順にて、ご用意させていただきますのでご希望に添えない場合がございます。 

※駅の位置について（JR 利用）      ＊大会会場最寄駅 
名古屋駅＋＋(約 6 分)＋＋金山駅＋＋(約 15 分)＋＋共和駅＋＋(約 3 分)＋＋大府駅＋＋(約 13 分)＋＋刈谷駅 
 
（ご注意）大会参加についてはお申込後６月２９日（金）以降の参加取消および当日欠席の大会参加費は返金

致しません。但し、参加券を事務局へ送付の方へは大会資料を後日送付させて頂きます。 
※旅行傷害保険を申込希望の方は別途お問い合わせ下さい。 
●申込締切日  ・・・ ６月１５日（金） 
●申込先    ・・・ 名鉄観光サービス株式会社 豊橋支店（FAX または郵送でお申込ください） 

宿泊地区 アクセス 宿泊施設名 部屋ﾀｲﾌﾟ 

宿泊料金 

大会前日 

【7 月１３日】 

宿泊料金 

大会当日 

【7 月１４日】 

宿泊料金 

大会当日 

【7 月１５日】 

申込ｺｰﾄﾞ 

大府地区 大府駅より

徒歩 1 分 

１、アズイン大府 シングル 8,500 円 8,500 円 8,500 円 １－Ｓ 

刈谷地区 刈谷駅直結

徒歩 0 分 

２、名鉄イン刈谷 シングル 8,500 円 8,500 円 8,500 円 ２－Ｓ 

刈谷地区 刈谷駅より

徒歩 2 分 

３、ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ刈谷 シングル 9,800 円 9,800 円 9,800 円 ３－Ｓ 

刈谷地区 刈谷駅より

徒歩 3 分 

４、エースイン刈谷 シングル 7,600 円 7,600 円 7,600 円 ４－Ｓ 

刈谷地区 刈谷駅より

徒歩 1 分 

５、ﾎﾃﾙ東洋ｲﾝ刈谷 シングル 7,500 円 7,500 円 7,500 円 ５－Ｓ 

金山地区 金山駅より

徒歩 6 分 

６、金山プラザホテル シングル 8,500 円 9,500 円 9,500 円 ６－Ｓ 

金山地区 金山駅より

徒歩 2 分 

７、名古屋金山ホテル シングル 10,500 円 11,000 円 11,000 円 ７－Ｓ 

金山地区 金山駅より

徒歩 4 分 

８、名鉄ｲﾝ名古屋金山 シングル 8,500 円 10,500 円 10,500 円 ８－Ｓ 



＜大会会場・懇親会 案内図＞  

 
 
 
● 取消料／お客様はいつでも取消料をお支払いいただくことにより契約を解除することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
個人情報の取扱いについて 

名鉄観光サービス㈱は、旅行申込の際ご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや、輸送・宿泊機

関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び

手配代行者に提供いたします。 
★上記の他、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認下さい。 
 名鉄観光ホームページ（http//www.mwt.co.jp）⇒ご利用案内（ＴＯＰページ最下部）⇒ 

     運営、約款、条件書等について⇒ご旅行条件書（個人情報保護方針、個人情報保護の対応について 

※変更・取消しについて 

(ア) お申込み後の変更・取消しは、ＦＡＸにて速やかにご連絡下さい。 
(イ) お申込み後６月２９日(金）以降の参加取消しの場合、参加費の返金はございません。全額ご請求とな

ります。 
(ウ) ご宿泊・懇親会の取消料については、上記「ご旅行条件について」内の取消料にてご確認下さい。（取

消料金は宿泊日、宿泊料金、懇親会費を基準としています）。 
※ご入金について 

名鉄観光サービス㈱豊橋支店より参加券・宿泊券等に合わせて、ご請求書をお送り致しますので７月 
９日（月）までに指定の銀行口座へご送金下さい。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 １５日～８日前 ７日～２日前 前日 当日 無連絡 
大会参加費 １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

 ２０日～８日前 ７日～２日前 前日 当日 無連絡 
宿泊費 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

   前日 当日 無連絡 

懇親会費 無料 無料 前日 AM まで５０％

PM から１００％ １００％ １００％ 

ご旅行条件について 

＜参加・宿泊等申込み先＞ 
観光庁長官登録旅行業第 55 号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 

旅行企画・実施 名鉄観光サービス株式会社 豊橋支店 
〒４４０－０８８８ 豊橋市駅前大通り２－２９ 

            ＴＥＬ：０５３２－５４－８２４１  ＦＡＸ：０５３２－５５－８６０２ 
            《営業時間》 セールス  ９：００～１８：００ 定休日 土・日・祝日 
                   カウンター ９：３０～１８：００ 定休日 水・日・祝日 

総合旅行業務取扱管理者 磯谷 寿明 

担当：今泉、原、前澤 

【大会会場】大府市勤労文化会館：もちのきホール等 

【懇親会会場】大府市勤労文化会館：くちなしホール 



申込
（弊社使用）

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

　□　　入居者プログラム　（1,000円）

懇親会

　□　不参加

　□　参加

２日目参加希望

１日目参加希望 ２日目参加希望

□講演・ □講演・

　□　　会員　（5,000円）

　□　　非会員　（8,000円）

宿泊【7/15（日】　当日宿泊

第１希望

□講演・
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
□入居者大集合
□実践発表･交流会□スポーツイベント

□講演・
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

宿泊【7/15（日】　当日宿泊 備考欄

第１希望 第２希望

□スポーツイベント
□入居者大集合
□実践発表･交流会

○申込書のコピーを「お客様控え」として必ずお手元にお取りください。

都道府
県名

フリガナ

○本申込書はコピーしてお使いください。 　　　　　　　　　※いずれかに○をお付けください

第１5回日本グループホーム学会全国大会愛知大会　　参加申込書

　名鉄観光サービス㈱豊橋支店行 （ＦＡＸ0532-55-8602） 　№ ・新規申込

＜記入上の注意＞ ・変更・取消

施設名
（フリガナ）

申込者名

備考欄

住所

（〒　　　　　－　　　　　　）

　□　　非会員　（8,000円）

　□　　入居者プログラム　（1,000円）

懇親会

第２希望

１日目参加希望

　□　不参加

参加区分

第１希望 第２希望

②

参加される方にお聞きしたいこと（該当するところにチェックして下さい）

　□入居者　□GH職員  □その他職員　□家族　□その他（　　　　）

　□手話通訳必要　□要約筆記必要　□車椅子使用

①

フリガナ

宿泊【7/13（金】　前日宿泊

第１希望

　□入居者　□GH職員  □その他職員　□家族　□その他（　　　　）

参加者氏名

第１希望

　　　担当：今泉・原・前澤

　　　 〒440-0888 口座名義

   豊橋支店
【ご返金の際のお客様口座名】

銀行名

 

（                          　　  ）銀行 ・ 金庫 ・ 組合

（                         　　   ）本店 ･ 支店

宿泊【7/14（土）】　当日宿泊

      TEL:0532-54-8241／FAX:0532-55-8602

○申込みは6月15日（金 ）必着にて、名鉄観光サービス㈱豊橋支店にＦＡＸまたは郵送にてお送りください。

宿泊【7/14（土】　当日宿泊

      豊橋市駅前大通り２－２９ 口座番号 （普通・当座）

第２希望

参加される方にお聞きしたいこと（該当するところにチェックして下さい）

　□手話通訳必要　□要約筆記必要　□車椅子使用

宿泊【７/13（金）】　前日宿泊

第１希望

ＴＥＬ

ＦＡＸ

携帯

参加者氏名

参加区分

　□　　会員　（5,000円）

　□　参加

第２希望

第２希望

フリガナ

＜弊社使用欄＞

上記、受領いたしました。

申込
（弊社使用）

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

　□　　入居者プログラム　（1,000円）

懇親会

　□　不参加

　□　参加

２日目参加希望

１日目参加希望 ２日目参加希望

□講演・ □講演・

　□　　会員　（5,000円）

　□　　非会員　（8,000円）

宿泊【7/15（日】　当日宿泊

第１希望

□講演・
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
□入居者大集合
□実践発表･交流会□スポーツイベント

□講演・
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

宿泊【7/15（日】　当日宿泊 備考欄

第１希望 第２希望

□スポーツイベント
□入居者大集合
□実践発表･交流会

○申込書のコピーを「お客様控え」として必ずお手元にお取りください。

都道府
県名

フリガナ

○本申込書はコピーしてお使いください。 　　　　　　　　　※いずれかに○をお付けください

第１5回日本グループホーム学会全国大会あいち大会　　参加申込書

　名鉄観光サービス㈱豊橋支店行 （ＦＡＸ0532-55-8602） 　№ ・新規申込

＜記入上の注意＞ ・変更・取消

施設名
（フリガナ）

申込者名

備考欄

住所

（〒　　　　　－　　　　　　）

　□　　非会員　（8,000円）

　□　　入居者プログラム　（1,000円）

懇親会

第２希望

１日目参加希望

　□　不参加

参加区分

第１希望 第２希望

②

参加される方にお聞きしたいこと（該当するところにチェックして下さい）

　□入居者　□GH職員  □その他職員　□家族　□その他（　　　　）

　□手話通訳必要　□要約筆記必要　□車椅子使用

①

フリガナ

宿泊【7/13（金】　前日宿泊

第１希望

　□入居者　□GH職員  □その他職員　□家族　□その他（　　　　）

参加者氏名

第１希望

　　　担当：今泉・原・前澤

　　　 〒440-0888 口座名義

   豊橋支店
【ご返金の際のお客様口座名】

銀行名

 

（                          　　  ）銀行 ・ 金庫 ・ 組合

（                         　　   ）本店 ･ 支店

宿泊【7/14（土）】　当日宿泊

      TEL:0532-54-8241／FAX:0532-55-8602

○申込みは6月15日（金 ）必着にて、名鉄観光サービス㈱豊橋支店にＦＡＸまたは郵送にてお送りください。

宿泊【7/14（土】　当日宿泊

      豊橋市駅前大通り２－２９ 口座番号 （普通・当座）

第２希望

参加される方にお聞きしたいこと（該当するところにチェックして下さい）

　□手話通訳必要　□要約筆記必要　□車椅子使用

宿泊【７/13（金）】　前日宿泊

第１希望

ＴＥＬ

ＦＡＸ

携帯

参加者氏名

参加区分

　□　　会員　（5,000円）

　□　参加

第２希望

第２希望

フリガナ

＜弊社使用欄＞

上記、受領いたしました。

1971年
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物
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