
平成３０年度福島県知的障害者福祉協会合同研修会開催要綱 

 

１ 趣旨 

    年度末に向かうこの時期に平成３０年度を振り返ってみると、障害福祉サービス報

酬改定と改正障害者総合支援法施行によりスタートが切られた一年であったと思われ

ます。 

    平成１５年度の支援費制度施行に端を発した我国の障害福祉制度の変遷を辿れば、

平成１８年度施行の障害者自立支援法から、紆余曲折と朝令暮改の法制度が支援現場

を混乱させ続けた１５年間であり、本人も保護者も施設も落ち着かない長い時を過ご

し、全速力で走り続けてきた１５年間でもあったように感じます。 

    そのような障害福祉の只中を生きる私たち関係者が、ちょっとだけ立ちどまり、安

らぎの中に身をゆだねる時間を皆さんとともに共有できる二日間として、今年度の合

同研修会を開催致します。 

  

２ メインテーマ 

          「心にロイヤルミルクティー」 

       ～ひと息ついて、安らぎの時間をご一緒に～ 

 

３ 主催   福島県知的障害者福祉協会 

 

４ 共催   福島県知的障害児者生活サポート協会 

 

５ 後援   福島県・いわき市・福島県社会福祉協議会・福島県手をつなぐ親の会連合会・

福島民報社・福島民友新聞社・いわき地区障がい者福祉連絡協議会  

 

６ 期日   平成３１年 2 月１４日（木）～１５日（金） 

 

７ 会場   スパリゾートハワイアンズ 

        〒972-8326  福島県いわき市常磐藤原町蕨平 50 

TEL 0570-550-550 

 

８ 参加者 

   福島県知的障害者福祉協会施設職員/県内知的障害施設保護者会会員・利用者・関係機

関職員/福島県知的障害児者生活サポート協会会員/行政機関等福祉関係者/その他（各種

知的障害児者支援サービス利用者及びその関係者、福祉に関心のある方等） 

 

 

 

 

 



◇ 参加費  お一人様あたり４，０００円  

 ①宿 泊 費 ②懇親会費 ③参 加 費 ④協会助成金 ①+②+③-④合 計 

宿 泊 参 加 1３,００0 円  ４,０00 円 ▲４,000 円 1３,０00 円 

懇 親 会 参 加  9,５00 円 ４,０00 円 ▲４,000 円 9,500 円 

会議のみ参加   ４,０00 円 ▲４,000 円 0 円 

【お知らせ】 

今大会は、参加費４,000 円を福島県知的障害者福祉協会から助成させていただきます。 

※参加費は事務局の依頼により名鉄観光サービス㈱福島支店が事務の代行を致します。参加費に

つきましては、旅行契約に該当致しません。 

 

◇ ご宿泊・懇親会のご案内   

  ＜ご宿泊のご案内＞ 

※大会参加者の宿泊は、名鉄観光サービス㈱福島支店が旅行企画・実施する【募集型企画旅

行】です。 

※最少催行人員 1 名 添乗員は同行致しません。 

■宿泊設定日：平成３１年２月１４日（木）～２月１５日（金）ご宿泊分まで 

■宿泊条件 ：１泊２食付（税金・サービス料込み）お一人様 

ご宿泊される方（懇親会費込） １３，０００円 

※申込後の変更、取消しは FAX にてお願い致します。 

■懇親会のご案内 

実施日：平成３１年２月１４日（木）  

懇親会（研修会費込）のみ参加される方 ９，５００円 

 

９ プログラム 

■平成３１年２月１４日（木）     

１２：００ 受付 

  １３：００ 開会式 

  １３：３０ 基調講演 

         「知的な障害のある人たちと関わって」 

          ～エッセイ＋α～ 

          ルーテル学院大学 名誉教授 西原雄次郎氏 

  １５：００ 休憩 

１５：１５ 特別講演 

        「音はメッセージ」 

～言葉を越えたコミュニケーション～ 

日本音楽療法学会（JMTA) 認定音楽療法士 

福島スクールソーシャルワーカー協会員 近藤美智子氏 

  １６：３０ １日目終了 

  １８：００ 懇親会 

  ２０：００ 懇親会終了 

  ２０：４０ ポリネシアン・グランドステージ ショー 



■平成３１年２月１５日（金） 

      

９：００ 福島県障害児者生活サポート協会報告 

         「事例に学ぶ！」 

～リスクに備えた安心作り～ 

       福島県知的障害児者生活サポート協会 理事長 渡部良喜 

９：４５ 休憩 

１０：００ 熱弁タイム 

          青年・壮年・熟年の主張「思いのたけを言わせてほしい！」 

          利用者・保護者・職員 

１１：３０ 閉会 

 

１０．参加申込みについて 

＊ お申込みをされた方には名鉄観光サービス（株）より、2 月１日頃までに宿泊確認書・参加確認書をお送りいたします 

 

11．キャンセル料のご案内 

お申込み後に参加を取り消される場合、下記の料率でキャンセル料を徴収させて頂きますのでご了承願います。 

キャンセルする日 6 日前まで 5 日前～前日まで 大会受付時間開始前 大会受付開始時間以降 

料     率 0 ％ 20 ％ 50 ％ １００ ％ 

 

１２. 個人情報の取扱いについて 

本大会の「宿泊」「懇親会」は名鉄観光サービス（株）が旅行企画・実施するものであり、お申

し込みいただくお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 

名鉄観光サービス㈱は、申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡の

ために利用させていただくほか、宿泊機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに

必要な範囲内で利用させていただきます。また、大会主催事務局に提供いたします。 

上記以外の目的でご本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。その他詳

細は当社ホームページでご確認いただけます。（名鉄観光ホームページ（http://www.mwt.co.jp）  

 

 

（1）参加申込方法 

別紙申込用紙に必要事項を記入し、下記により 

ファックスにてお申込みをお願い申し上げます。 

※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前に 

ご確認の上お申込ください。 

＊申込期限：平成３１年１月２２日（火）必着 

＊申込先   名鉄観光サービス（株）福島支店 

          〒960-8035 福島市本町 5-5 
               （殖産銀行フコク生命ビル２Ｆ） 

            TEL 024-521-1341 
             FAX 024-521-1343 

（2）費用の振込み 

   各施設は取りまとめた参加費、宿泊費等の

合計を下記によりお振込みをお願い申し上げ

ます。（振込手数料はお客様にてご負担下さい） 

＊振込期限：平成３０年２月５日（火） 

＊振込先   銀 行 名：東邦銀行 

      支 店 名：本店営業部             

口座番号：普通 ２４０１４１６ 

        口座名義：名鉄観光サービス（株）福島支店 



１３．旅行条件（募集型企画旅行契約） 

  本大会の宿泊・懇親会は名鉄観光サービス㈱（観光庁長官登録旅行業第 55 号）が旅行企画 

実施する旅行であり、この旅行の参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結する

ことになります。契約の内容・条件およびその他詳細につきましては、当社店頭またはホーム

ページ（http://www.mwt.co.jp/info/yakkan1.shtml）にて確認のうえお申込ください。 

（この旅行条件は 2017年 11月 21日を基準日としています。また、旅行代金は 2108年 11月 16日現在の運賃・基準として算

出しています） 

 

 

１４. お申込み・お問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

  

（東北 2018-21307） 

 

 

１５．大会事務局   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福島県知的障害者福祉協会事務局】 

社会福祉法人福島県社会福祉事業団事務局内 担当：田﨑・田中 

  TEL 0248-25-3020  FAX 0248-25-7673 

   E-mail ｋｅｎｆｕｋｕｓｈｉｋｙｏｕｋａｉ＠ｆｕｋｕｓｈｉｍａ－ｓｊ．ｊｐ 

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第５５号・日本旅行業協会正会員 

名鉄観光サービス株式会社 福島支店 
総合旅行業務取扱管理者 鎌田 英人 

〒９６０－８０３５ 福島県福島市本町５－５ 殖産銀行フコク生命ビル２Ｆ 

ＴＥＬ ：０２４－５２１－１３４１  ＦＡＸ：０２４－５２１－１３４３ 

受付時間：平日／９:００～１８:００（土・日・祝日／休み） 

担当：荒 朗裕 ・ 村松 朋美 ・ 熊坂 典子  

http://www.mwt.co.jp/info/yakkan1.shtml


スパリゾートハワイアンズ駐車場利用について 

 

今回、研修会会場となるスパリゾートハワイアンズの駐車場利用につきまして、平成３０

年７月２日（月）より利用方法が変わりましたので下記ご案内致します。 

大変お手数をお掛け致しますが、各参加者の皆様は下記駐車場をご利用の上、フロントに

て駐車券のご清算をお願い致します。 

 

研修会参加の皆様は『宿泊弟１・第２・第３駐車場』をご利用ください。 

※一部有料になる場合がございますので予めご了承ください。 

 

※満車の場合、日帰り駐車場をご利用ください。割引サービスは、宿泊駐車場と同様です。 

※お身体に障害のあるお客様の駐車場は、宿泊弟１駐車場、ものリスタワー玄関前駐車スペ 

ースにございます。 

 

 

 

対象者 料金 割引処理 

一般 30分 300円 - 

ご宿泊ありの場合 無料（チェックアウト日の 24時まで） 各ホテルフロント 

ご婚礼 6時間まで無料 各ホテルフロント 

研修会・懇親会 3時間まで無料 各ホテルフロント 

研修会参加の皆様へ駐車料金のご案内 

 

①研修会参加で宿泊もされる方 

 ２日間とも駐車料金は無料になります。 

 

 

②研修会参加で懇親会も参加される方 

 研修会分で３時間、懇親会で３時間の計６時間分の駐車料金が無料になります。 

以降、有料（３００円／３０分）になります。 

 

 

③研修会参加のみの方 

研修会分で３時間の駐車料金が無料になります。 

以降、有料（３００円／３０分）になります。 

 


