
開　催　要　項

会　場 ： ホテル日航福岡

平成２８年度日本福祉施設士会

期　日 ： 平成２８年６月３０日(木)～７月１日(金)

第27回九州・沖縄ブロックセミナー福岡大会

　　　　福岡　山笠（7/1～15）　飾り山



１　趣　旨

２　主　催

　　福岡県福祉施設士会

　　

３　後　援

　　日本福祉施設士会

　　社会福祉法人福岡県社会福祉協議会

（予定）

４　期　日

５　会　場

６　参加対象

　　日本福祉施設士会会員及び会員以外で大会趣旨に賛同し参加を希望する者

　　福岡市博多区博多駅前2-18-25　TEL　０９２－４８２－1１１１

   そのような中、今回の日本福祉施設士会九州・沖縄ブロックセミナー福岡大会では、改正社会
福祉法の解説や企業が地域貢献・.ホスピタリティ等をどのような視点で行っているかなど幅広く研
鑽することを目的といたします。

第27回九州・沖縄ブロックセミナー福岡大会

開　催　要　項

　　九州・沖縄ブロック福祉施設士会

平成２８年度日本福祉施設士会

　　福岡県社会福祉施設経営者協議会

   社会福祉法が本年４月より改正されました。改正内容の一つとして地域における公益的な取組
を実施するよう規定されました。もとより社会福祉法人は、その性質上、地域における諸課題を把
握し、住民のニーズに応えていく必要がありますが、今回の法改正で義務付けられ,今後、地域に
おける社会福祉法人の存在意義を高めるためにも積極的に取り組む必要があります。

　　平成２８年６月３０日（木）～７月１日（金）

　　ホテル日航福岡（ＪＲ博多駅徒歩より３分）



７　スケジュール

時　　間

１２：００～１３：００ 受　付

１３：００～１３：１５ 開会式 　主催者挨拶・祝辞

　１５：２０～１５：３０ 休　憩

１７：３０～１８：００ 休　憩

【　第２日目　７月１日（金）　】

時　　間

内　　　　　　容

９：３０～１１：００

【　第１日目　6月30日（木）　】

講演　２

講演　１

交流会

「地域貢献とホスピタリティ」　（仮題）
ＪＲ九州ビルマネジメント株式会社代表取締役社長　町　孝　氏

内　　　　　容

１３：１５～１４：００ 基調報告

「社会福祉法改正について」
講師調整中

１１：００～１１：１５ 閉会式 次期開催（大分）県挨拶

１８：００～２０：００

　１５：３０～１７：３０

講　師　：　日本福祉施設士会
会長　高橋　紘　氏

講演　３

「ストレスチェックについて」
あいおい損保

　１４：００～１5：２０



８　参加費

　　○参加費　　　　　会　 員　　　　　１名につき　　　１０，０００円

　　　　　　　　　　　　　非会員　　　　　１名につき　　　１２，０００円

　　　※会員が所属する施設からの参加については、会員扱いとなります。

　　○交流会費　　　　　　　　　　　　　 １名につき　　　 ８，０００円

９　参加申込み

１０　大会事務局

　　　　　〒811-4234 福岡県遠賀郡岡垣町大字高倉５７８－１
　　　　　TEL　０９３－２８２－００２１　　FAX　０９３－２８２－００２６

　　　　　　　担　当　：　花　田

　　社会福祉法人　日本傷痍者更生会　特別養護老人ホーム　恵の家

担当　：　伊　東

　　参加・宿泊の申込みは、「大会参加・宿泊・交流会の参加申込書」により、

　　御申し込みください。



開催期日：

① 参加申込み方法
別紙『参加申込書』に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ 又は 郵送でお申込みください。
※　トラブル防止のため電話・E-mail でのお申込みは受付かねます。

② 宿泊のご案内
宿泊期日
宿泊施設
宿泊料金

③ 交流会のご案内
期　日
会　場
会　費 ８，０００円

④ 申込み締切り日

※　一旦、申込み後、変更等が生じた場合は『参加申込書』により 新規 ・ 変更 の欄
に◯印をして再度ＦＡＸをお願いします。

⑤ 参加費用の納入について

⑥ 参加券等の取扱いについて

　　 宛に送付させていただきます。
※　参加券（資料引換えの際、回収いたします）　交流会券（交流会会場で回収いたします）

⑦ 取消料について【取消し日によって以下の取消料を申し受けます】

       ※　お申込み順に手配させていただきます。

※　参加券 ・ 交流会券 ・ 宿泊券は、入金確認後、開催日の１４日～１０日前までにご担当者

　　 宿泊券（ホテルチェックインの際、フロント係員へお渡し下さい）

　  　 宿泊希望ホテルは、第３希望までお書きください。希望がなく、ホテルに空きがない場合は、別の
　  　 ホテルのご案内となります。

　　終了後とさせていただきます。

　　　 ※　６月２０日以降は、新規・変更ともにお受け出来ませんのでご了承ください。

注２　セミナー参加費は、送金後の返金はできません

       ※　ライオンズクラブの世界大会が、同時期に開催されます。ご自身でホテルを予約する場合は
　     お早めにお取りすることをお勧めします。
       ※　セミナーの前・後泊はお受けできません。ご自身でお取りください。

参加申込み後、６月１７日までに指定の銀行口座へ振り込みをお願いします。
　　　 宿泊施設が決定次第、事務局より請求書をＦＡＸでお送りします。

平成２８年度日本福祉施設士会

第27回九州・沖縄ブロックセミナー
参加のご案内

研修会場： ホテル日航福岡

平成２８年６月３０日（木）　

平成２８年６月３０日(木) ～ 平成２８年７月１日(金)　２日間

福岡市博多区博多駅前２－１８－２５　　ＴＥＬ ０９２－４８２－１１１１

　　　　　　　　　※　参加費　　会 員　　１名につき　　　１０，０００円
　　　　　　　　　　　 会員が所属する施設からの参加については、会員扱いとなります。

宿泊・交流会取消料

※お問合せ先

旅行開始後の解除又は無連絡不参加

　  　 お申込み受付時点でご希望のタイプが満室の場合は、他のホテルをご用意させていただきます。

旅行代金の５０％
旅行代金の８０％

旅行代金の１００％

３日目にあたる日以降の解除
旅行開始当日の解除

注１　参加費を納入後に、参加を取消 ・ 変更された場合に生じた返金は、セミナー

特別養護老人ホーム　恵の家
ＴＥＬ　０９３－２８２－００２１　　ＦＡＸ　０９３－２８２－００２６

担　当　　伊東正弘

別紙
別紙

平成２８年６月３０日（木）　　１８：００～２０：００
ホテル日航福岡

平成２８年６月１０日（金）必着でお願いします。

　　【後日、資料の送付をもってこれに代えさせて頂きます】

取消日（旅行開始日の前日からさかのぼって）



性別
年齢 第１ 第２ 第３

記 フクオカ タロウ 男　　女
入 8,000
例 円 円 円

男　　女
１

才 円 円 円
男　　女

２
才 円 円 円

男　　女
３

才 円 円 円
男　　女

４
才 円 円 円

備
考
欄
通
信 満室 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　）の為、別紙代案をご検討のうえＦＡＸにてご回答をお願いします。

欄 金融機関名 口座番号

ご担当者

県

事務局

※会員区分………１．会員　１０，０００円　　２．会員施設の職員　１０，０００円　　３．その他　１２，０００円　いずれかの番号を○で囲んで下さい。

NO

2－② 7－① 3－①①　　　２　　　３

ＴＥＬ　０９３－２８２－００２１

参加申込書 平成　２８　年　　　　月　　　　日

　　　　　〒811-4234　遠賀郡岡垣町高倉578-1

　　　　　　特別養護老人ホーム　恵の家　　担当　伊東正弘　

県　名

役　　職

所在地

交流会費氏　　名
宿泊希望

※宿泊区分………Ｓ．シングル　　ＴＷ．ツイン　　

18,000

参　加　費

〒　　　　－
ＴＥＬ

平成２８年度日本福祉施設士会 ・ 第２７回九州・沖縄ブロックセミナー

新　規　・　変　更

施設名

申込先 FAX　０９３－２８２－００２６

返金が生じた場合の返金先

から

10,000

フリガナ

お申込みの通り予約を承りました。参加券等は、セミナー開催の１４日～１０日前までご担当者宛に送付させていただきます。

１　　　２　　　３

会 員 区 分

１　　　２　　　３

１　　　２　　　３

合　　　計 ツイン希望の場合の同室者

ＦＡＸ

１　　　２　　　３

福岡 太郎
　　５０　才



番号 ホテル名 金額 禁・喫煙別 予約数 広さ

1 Ｒ＆Ｂ 8,000 禁煙 １０室 １３㎡

２－① リッチモンド博多駅前 11,000 禁煙 １０室 ２４㎡

２－② リッチモンド博多駅前 9,500 禁煙 １０室 １８㎡

２－③ リッチモンド博多駅前 10,500 喫煙 １０室 １８㎡

３－① ホテル日航福岡 13,000 禁煙 １９室 １７.５㎡

３－② ホテル日航福岡 15,500 禁煙 １８室 ２１.５㎡

３－③ ホテル日航福岡 13,000 喫煙 １０室 １７.５㎡

３－④ ホテル日航福岡（ツイン） 21,000 禁煙 １０室 ２９.５㎡

４－① プレジデントホテル博多 6,500 禁煙 ９室 １２㎡

４－② プレジデントホテル博多 6,500 喫煙 １０室 １２㎡

５－① ホテルアクティブ博多 9,000 禁煙 １０室 １２㎡

５－② ホテルアクティブ博多 10,000 喫煙 １０室 １４㎡

6 博多駅前ヱスビーホテル 5,500 禁煙 １０室 １５㎡

７－① ホテル法華クラブ福岡 9,500 禁煙 １０室 １３㎡

７－② ホテル法華クラブ福岡 9,500 喫煙 １０室 １３㎡

8 コンフォートホテル福岡 7,200 禁煙 １０室 １４㎡

9 ダイワロイネット博多祇園 9,300 喫煙 １０室 １８㎡

10 東洋ホテル 7,500 禁煙 １０室 １３㎡

11 冷泉閣ホテル駅前 6,500 喫煙 １０室 １２㎡

平成２８年度　九州・沖縄ブロックセミナー福岡大会

宿泊施設

予約の際、ホテル番号及び喫煙・禁煙の別等を間違わないようお願いします。


