
平成 30年度 日本福祉施設士会 

第 29回 近畿ブロックセミナー大阪大会 開催要項 

趣 旨 

現代の社会福祉は高齢・障害・保育・児童・母子など多様な分野がありますが、どの分野

においても「助け合い」や「困っている人を見逃せない」という精神のもと、支援事業が展

開されてきました。また、時代に応じた様々なニーズに対応し、多くの市民の生活を支えて

きた実績があります。 

今、社会福祉法人は地域共生社会の実現に向けて、より積極的に地域貢献を展開すること

が求められています。その一方で、どの法人においても人材不足による対応に苦慮されてい

るのも事実です。 

そこで、本セミナーでは社会福祉の原点を踏まえつつ、トップマネジメントとして人材確

保や変化し続ける時代にどのように対応していくかを考えることを目的といたします。 

主 催    日本福祉施設士会 近畿ブロック 

    大阪福祉施設士会 

後 援    日本福祉施設士会 

    社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 

期 日     平成 30年 11月 1日（木）～ 11月 2日（金） 

会 場     ホテル日航大阪 5階 鶴の間（大阪市中央区西心斎橋１－３－３） 

対 象     日本福祉施設士会会員・会員所属施設の職員、 

その他、本会の趣旨に賛同し参加を希望される方等 100名 

参加費     参加費    １０，０００円（会員・会員の施設職員） 

              １５，０００円（非会員） 

 宿泊費     食事（夕食・朝食）・宿泊は各自でご手配ください。 

              （宿泊は後の５ページを参考に申込いただいても結構です） 



プログラム 

【１日目】11月 1日（木） 

時間帯 内  容 

12：30～ 受付開始 

13：00～13：30 開会式（主催・来賓挨拶等） 

13：30～14：00 
基調講演『今、福祉施設士に求められる資質』 

講師：日本福祉施設士会 副会長 岡田 好清氏 

14：00～14：10 ＜休憩＞ 

14：10～15：40 

講演Ⅰ『（仮）福祉人材確保の展望について』  

講師：厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課 福祉人材確保対策室 

介護福祉専門官 伊藤 優子 氏 

15：40～16：00 ＜休憩＞ 

16：00～17：30 

講演Ⅱ『（仮）トップマネジメントに求められる役割と責任 

～変化の時代を生き抜くために～』 

講師：Bee-Labo 共同代表 渥美 崇史 氏 

 １日目終了（※懇親会は開催しません。各自でお願いします） 

【２日目】11月 2日（金） 

時間帯 内  容 

9：30～ 受付開始 

10：00～10：20 近畿ブロック施設士会 活動報告 

10：20～11：50 

講演Ⅲ『聖徳太子から学ぶ～福祉と医療の精神
こころ

～』 

講師：（宗）和宗総本山四天王寺 執事・責任役員 

（福）四天王寺福祉事業団 常務理事  

（福）大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 副部会長 

         〃       養護分科会長 塚原 昭應 氏 

11：50～12：00 閉会式／次期開催県挨拶・閉会挨拶 



参加申込 

① 研修参加や宿泊申込は､別紙申込書に必要事項をご記入の上、下記「名鉄観光サービス

株式会社」へ直接 FAXしてください。 

※お申し込み受付はＦＡＸのみとさせていただきます。 

② 参加申込確認後、名鉄観光サービス株式会社より、参加券・宿泊券とともに請求書を

送付いたしますので､指定口座へご入金をお願いします。 

※振込手数料は、各人にてご負担くださいますようお願いいたします。 

 ③ 申込内容の変更については、申込書の控えに直接記入し必ずＦＡＸにて名鉄観光サー

ビス株式会社へ再送していただきますようお願いいたします。 

   申込締切後の参加の取消については、参加費の返金はできませんので予めご了承くだ

さい。（大会終了後に冊子を送付させていただきます。） 

※宿泊費のキャンセル料については、下記の表をご参照ください。 

 ④ 大会当日は、忘れずに参加券をご持参ください。 

◎取消に際しては、下記のキャンセル料を適用させていただきます。 

取消区分 宿泊費用 

８日前まで 無料 

７～４日前 無料 

３～２日前 20％ 

前日 20％ 

当日・連絡無の欠席 100％ 

申込締切   平成 30年 ９ 月 ２８ 日（金） 

問い合わせ 

【申込に関するお問い合わせ】 

 名鉄観光サービス株式会社 なんば支店（担当 下川・福森・井上） 

〒542-0076 大阪市中央区難波4-7-14 難波フロントビル11階 

TEL（06）6645-8080  FAX（06）6645-8090 

【研修内容に関するお問い合わせ】 

社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 施設福祉部内 

大阪福祉施設士会事務局（担当：豆村・香西） 

〒542-0065 大阪市中央区中寺1-1-54 

TEL（06）6762-9001  FAX（06）6768-2426 



会場ご案内 

「ホテル日航大阪」 

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3 （TEL）06-6244-1111 

◎JR「大阪駅」「新大阪駅」方面より 

地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅下車 8号出口直結。 

長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅、四つ橋線「四ツ橋」駅の各駅は、地下連絡道で 

御堂筋線「心斎橋」駅とつながっています。 

※ホテルの宿泊フロントは2階、レストランフロアは3階です。 



１．大会参加費    １名様: １０，０００ 円（会員・会員の施設職員） 

          １名様: １５，０００ 円（非会員）          

２．宿泊ホテル  宿泊日：平成３０年１１月１日(木) 

宿泊ホテル名 宿泊記号 部屋タイプ 宿泊料金 所在地 

ホテル日航大阪 

Ａ-1
シングル 

（1名 1室）
20,000 円 大阪市中央区西心斎橋 1-3-3 

℡ 06-6244-1111 

地下鉄御堂筋線 

「心斎橋」駅 8号出口直結 

※セミナー会場ホテルですＡ-2
ツイン 

（2名 1室）
15,000 円 

☆ 宿泊料金は、お一人様あたりの 1泊朝食・サービス料・税金込みの料金です。 

☆  ホテル部屋数に限りがございますので、先着順とさせていただきます。 

お早めにお申し込みください。 

☆ 希望ホテル及びお部屋タイプが満員の場合は変更をお願いする場合がございます。 

３．お申込の方法 

申込書に必要事項をご記入された上で、ＦＡＸにてご送付ください。 

お申込み内容に基づきまして、参加券・宿泊予約券等を１０月５日（金）頃より 

お送り致します。確認書の内容に基づき当社指定の銀行口座にお振込ください。恐れ入りますが、

振込手数料はお客様にてご負担くださいますようお願い申しあげます。締切り日以前でも定員に

なり次第先着順にて参加締め切りの場合もございます。 

４．変更・取消について（宿泊日基準） 

 取消日 ９日～７日前まで ６日～３日前まで  前々日・前日 当日・無連絡不参加 

 宿泊取消料  宿泊費の１０％ 宿泊費の３０％ 宿泊費の５０％ 宿泊費の１００％ 

☆ご宿泊、交流会、お取消の場合は上記料率により、取消料を申し受けます。 

☆ご宿泊、交流会の変更・取消は、お申込書を上書き訂正の上、ＦＡＸにてお送りください。 

☆営業時間外の取消・変更につきましては営業再開日の扱いとなりますのでご注意ください。 

※参加費については  10 月 12 日(金) 以降にお取消された場合、ご返金はいたしません。 
資料の発送をもって換えさせて頂きます旨、ご了承願います。 

平成３０年度 日本福祉施設士会 

第２９回 近畿ブロックセミナー 大阪大会 

参加・宿泊等のご案内 
平成３０年 １１月１日（木） ～ ２日（金）



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。詳細は弊社ホームページを御確認ください。 

★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） 

８．お申込締切日  平成 ３０年 ９月 ２８日（金）必着 

《ご宿泊のお申込・お問合せ》 

名鉄観光サービス㈱なんば支店 （担当：下川・福森・井上） 
〒542-0076 大阪市中央区難波 4-7-14 難波フロントビル 11 階 

ＴＥＬ：０６－６６４５－８０８０  ＦＡＸ：０６－６６４５－８０９０ 

営業時間 ９：００～１８：００    

＊土曜・日曜・祝日は休業日とさせて頂きます 

会場のご案内

ホテル日航大阪  大阪市中央区西心斎橋 1-3-3  電話 06－6244－1111 
○地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅 8 号出口直結

（御宿泊 Ａ-1・Ａ-2  セミナー会場のホテルです）



ＦＡＸ ： ０６－６６４５－８０９０

お申込日　：　平成30年　　　月　　　日

〒

宿泊記号：A-1(ｼﾝｸﾞﾙ)20,000円,A-2(ﾂｲﾝ)15,000円

例 円

1

2

3

4

5

総合計金額
〈個人情報の取扱について〉

■申込書送付先及び変更連絡先
名鉄観光サービス株式会社　なんば支店　（担当：下川 ・福森・井上）
〒542-0076　大阪市中央区難波4－7－14　難波フロントビル　11Ｆ
ＴＥＬ　０６－６６４５－８０８０　　　ＦＡＸ　０６－６６４５－８０９０ 〈受付時間〉月～金曜日　9：00～18：00　土・日・祝休業

性別 職　　種

TEL
府
県

会員10,000円/非会員15,000円

参加費
合計金額

宿泊記号 喫煙希望

施設種別

住所 FAX

氏
シ

　　名
メイ

年齢
同室希望者名

宿　　泊

○Ａ－１施設長50

円

男名鉄
メイテツ

　太郎
タロウ

円

円 円

円

円 円

円

円

平成３０年度　日本福祉施設士会　第２９回近畿ブロックセミナー（平成３０年１１月１日～２日開催）
参　加　申　込　書

法人名
フリガナ

施設名
フリガナ

円

円

円

名鉄観光は、旅行申込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や、医療・運送・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きます。又、必要範囲内で当該機関及び手配代行者にも提供いたしますが、個人情報の保護に関する法令の規定および、その他の規範・ガイドラインを
順守いたします。

お申込締切日：9/28（金）

10,000 30,000


